
余　　暇

区民の別荘として、保養やレクリエーションにご利
用ください。毎月の申し込み受け付けについては、随
時「広報えどがわ」で紹介しています。
■穂高荘
壮大な北アルプスを望む穂
高荘。展望風呂からは安曇野が
一望でき、有明温泉から引湯し
た温泉を楽しめます。区内発、
観光付き送迎バス（有料）もあります。
所在地　長野県安曇野市穂高有明2105-22
申込方法　利用月の3カ月前の1日から電話で受け付け
予約センター　☎5662-7051＝月〜土9時〜17時
（　 　を除く）
※月〜土の17時〜 20時30分、日 　 　は穂高荘☎
0263-83-3041で受け付けます。
■塩沢江戸川荘
初夏は農業体験や自然学習、
夏はゼミや部活の合宿、秋は紅
葉狩り、冬はスキーと、四季を
通して利用できる区民の別荘。
区内発、観光付き送迎バス（有料）もあります。
所在地　新潟県南魚沼市舞子字十二木2063-29
申込方法　利用月の3カ月前の1日から電話で受け付け
予約センター　☎0120-007-095＝9時〜17時
（年末年始を除く）
※17時〜20時は塩沢江戸川荘☎025-783-4701で
受け付けます。

 
広大な葛西臨海公園内
の、深い緑と潮風に囲まれ
て建つアーバンリゾート
ホテル。全室広々としたつ
くりで、ファミリーにも大
人気のホテルです。レストランでは庭園を眺めながら
食事をお楽しみいただけます。
所在地　臨海町６-２-２（葛西臨海公園内）
申込方法　利用月の12カ月前の１日から電話で受け
付け（12月30日〜１月３日の受け付けは７月1日か
ら）

区民健康施設
穂高荘・塩沢江戸川荘

祝休
祝休

ホテルシーサイド江戸川 ☎3804-1180

宿泊予約専用　☎0120-92-1489＝９時〜21時

所在地　北葛西３-２-１
■平成庭園
行船公園内にある「築

つき
山
やま
池
ち
泉
せん
廻遊式庭園」様式の日

本庭園です。ツツジ・紅葉など、四季の移ろいを日々
感じることができます。
開園時間　４〜９月⇨７時〜19時／10〜３月⇨８
時〜18時
■源心庵　☎3675-6442
純日本建築の数寄屋造りです。水との関わりをテー
マに、月見台が大きく池へ張り出した浮見堂の形式で
建てられています。お茶会や句会などをお楽しみいた
だけます。
開館時間　９時〜21時
利用申込　利用月の５カ月前の１日から受け付け
利用料金　630〜5650円　
※利用時間や部屋により異なります。
休館日　12月28日〜１月４日

産業振興課農産係　☎5662-0539
自然に親しみ、収穫の喜びを味わっていただこうと
区内農家の協力を得て「区民農園」「農業体験農園」
を設置しています。
■区民農園　32農園（令和２年４月現在）
　利用期間は原則として２年間です。ただし、農地
の返還が生じた場合は短縮されます。
　１世帯１区画（15㎡）有料
■ファーマーズクラブ（農業体験農園）１農園
　利用期間は原則として１年間で、希望により４回
まで更新ができます。農地の返還が生じた場合は短
縮されます。区の指定した作物を作ります。
　１世帯またはグループ１区画（40㎡）有料
※区画に空きが出た場合のみ募集します。
■募集
　「広報えどがわ」などで募集します。定員を超え
た場合は抽選で決定します。
　応募資格
①区内在住の方
②年間を通し耕作する熱意がある方
③区画周辺の除草など自主掃除ができる方

日光林間学校が利用できます平成庭園・源心庵

日光林間学校が利用できます区民農園

余暇・文化・スポーツ
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産業振興課農産係　☎5662-0539
家族で土と触れ合い、農家が育てたじゃがいもや枝
豆などを収穫する喜びを体験できる農園です（有料）。
利用者は区内在住で１世帯１区画、「広報えどがわ」
で募集します（応募多数の場合は抽選になります）。

知識や経験の異なる方々が年齢を超えて学び、その
成果を地域に活かすことを目的とする“新しいカタチ”
の大学です（学校教育法上の大学とは異なります）。
「共育」「協働」の文化を育むために、江戸川まちづく
り学科、国際コミュニティ学科、子育てささえあい学
科、介護・健康学科の４学科があります。入学募集期
間は毎年７月頃（入学は10月）を予定しています。

健全育成課育成活動支援係　☎5662-0357
子ども会などの青少年育成活動で中心となるお子さ
んや、青少年のリーダーを養成する講座です。夏には
キャンプ活動も行います。

健全育成課育成活動支援係　☎5662-0357
区役所区民課・各事務所（➡P25）の地域サービス係
地域活動に参加したいと考えている青少年のお手伝
いをします。サークル活動・地域青年組織活動（町会
青年部）などについて相談に応じたり、情報提供、活
動への参加のあっせんをしたりします。

ふれあい農園

実学を学んで地域に活
い

かしたい方は
江戸川総合人生大学　☎3676-9075

ジュニアリーダー講習会・ヤングリーダーセミナー

青少年の社会参加のお手伝い

文　　化

文化課文化振興係　☎5662-1628

教育推進課文化財係（グリーンパレス３階）　☎5662-7176
区では文化財保護条例に基づき、文化財を指定また
は登録して保存することに努めています。また、区の
文化財や歴史を紹介した出版物も販売しています。

文化・芸術に関する問い合わせは

区の文化財や歴史を知りたいときは

■区の主な文化財
善養寺影

よう

向
ごう

のマツ（➡P3） 国指定・区登録天然記念物

一之江名主屋敷（➡P28） 都指定・区登録史跡

葛西のおしゃらく 都指定・区登録無形民俗文化財

葛西囃子 都指定・区登録無形民俗文化財

葛西の里神楽 都指定・区登録無形民俗文化財

浅間神社幟
のぼり

祭り 区指定無形民俗文化財

　雷
いかずち

の大般若 区指定無形民俗文化財

■青少年委員（定員70人）
青少年の健全育成のため次の活動をしています。
①青少年の余暇指導
②青少年団体の育成
③青少年指導者に対する援助
④ 官公署および青少年育成団体の行う青少年教育事
業に対する協力

⑤そのほか青少年教育の振興
具体的な活動は区ホームページをご覧ください。

■子ども会
子ども会は、地域における子どもたちの社会体験、
文化体験、スポーツ・レクリエーション体験、奉仕体
験などを行う場です。地域のたくさんの大人に見守ら
れながら、子どもたちは自主性、協調性、社会性、地
域への愛着などを身に付けていきます。また、親にとっ
ては子どもの知らなかった一面を知り、一緒に成長し
ていく場にもなります。子どもにも大人にもメリット
がたくさんある子ども会に、お子様と一緒に参加して
みませんか。

区役所区民課・各事務所（➡P25）の地域サービス係
町会・自治会は、安全で安心な地域づくりのため、
防犯・防災、違法駐車・迷惑駐輪の防止、リサイクル
や子ども会などの地域活動に取り組み、地域まつりや
運動会などを通して地域の親睦を図っている自主的な
住民組織です。盛んなコミュニティ活動は江戸川区の
特長であり、活気あるまちづくりの源です。
町会・自治会の活動や加入についてのご相談、新し
く団体を結成する場合など、地域活動に関すること
は、各地域サービス係にお問い合わせください。

町会・自治会などの地域活動については
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■埋蔵文化財の保護
上小岩遺跡をはじめ、区内には13カ所の遺跡（周
知の遺跡）があります。遺跡の保護のため、この地域
内および近接地内で土木工事や建築工事をする場合
は、届け出と事前協議が必要ですので、文化財係にご
確認ください。
※2000㎡以上（清新町・臨海町を除く）の面積の開
発行為を行う場合にも、届け出と事前協議が必要に
なります。
■周知の遺跡一覧
番号 遺跡名 所在地 概要 時代
1 上小岩遺跡 北小岩6・7丁目 集落跡 弥生～近世
2 No２遺跡 南小岩5丁目 包蔵地 縄文早期
3 鹿島山貝塚 本一色3丁目 貝塚 中世
4 五分一貝塚 松島1丁目 貝塚 不詳
5 道ヶ島貝塚 松島3丁目 貝塚 不詳
6 香取神社貝塚 中央4丁目 貝塚 不詳

7 松江橋貝塚 東小松川1丁目
西小松川町 貝塚 不詳

8 天神山貝塚 一之江5丁目 貝塚 不詳
9 勢増山遺跡 上篠崎4丁目 包蔵地 弥生
10 椿町遺跡 春江町2丁目 包蔵地 弥生
11 No11遺跡 春江町3丁目 包蔵地 不詳
12 長島屋敷跡 東葛西2・3丁目 城館跡 中世
13 昇覚寺鐘楼基礎遺構 東葛西7丁目 社寺跡 近世
※周知の遺跡は更新されることがあります。
　詳しくは教育推進課文化財係までお問い合わせ下さい。

ス ポ ー ツ

スポーツ振興課スポーツ係　☎5662-1636
春・秋の２回、区民大会を開催しています（募集は

「広報えどがわ」などで行います）。
種目�　軟式野球・陸上・卓球・弓道・剣道・柔道・空
手道・合気道・バレーボール・バスケットボール・
サッカー・ソフトテニス・テニス・バドミントン・
ソフトボール・ボウリング・アーチェリー・クレー
射撃・ライフル射撃・ローラースケート・相撲・
ハイキング・野外活動・釣り・フォークダンス・
民謡舞踊・なぎなた・ラグビーフットボール・ゲー
トボール・アメリカンフットボール・少林寺拳法・
ターゲットバードゴルフ・トランポリン・ハンド
ボール
そのほか、年１回、水泳・駅伝・スキー・ダンスス
ポーツ・アイススケートを開催しています。

区民スポーツ大会への参加を

DVD・CD・レコード・録音テープなどを無料で
お貸しします。品目によって貸し出し条件が異なりま
すのでお問い合わせください。

DVDなどを借りるには

名　称 貸し出し品目 電　話
広報課
映像広報係 えどがわ区民ニュースのDVD ☎5662-6167

教育推進課
文化財係 文化財ビデオ（DVD）・写真 ☎5662-7176

区立図書館 DVD・CDなど 各図書館
（➡P124）

スポーツ振興課スポーツ係　☎5662-1636
■地域スポーツ推進員
これからスポーツを始める初心者の方のために、地
域スポーツ推進員を派遣します。グループや団体で会
場を決めてからお申し込みください。
また、中高年者向けのスポーツ教室も開催していま
す（募集は「広報えどがわ」などで行います）。
■スポーツ推進委員（旧体育指導委員）
地域スポーツ振興のため次の活動をしています。
①スポーツ振興のための指導・助言
②スポーツ活動促進のための組織の育成
③スポーツの実技指導
④スポーツに対する区民の理解を深める
⑤学校や行政が行うスポーツ事業への協力

これからスポーツを始める方に
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■スポーツ指定開放
スポーツ振興課スポーツ係　☎5662-1636
開放の種類 開放施設 種　目　・　開　放　日　時 使用料 利用対象者

スポーツ指定開放
〔指定校の体育館〕

卓　　球 バドミントン バレーボール バスケットボール

無　料

北 小 岩 小 月
19時～21時

水
19時～21時

火
19時～21時

鹿 骨 東 小 火 土 木

指導員がいます
ので初心者の方
でも気軽にスポ�
ーツが楽しめま
す。開放施設へ
直接お越しくだ
さい（※）。

南 篠 崎 小 月
18時30分～21時

火
18時30分～21時

木
18時30分～21時

篠崎第二中 水 金 火
小松川第一中 木

19時～21時

月 19時～21時 金 19時～ 21時
松江第六中 月 水 19時～21時
葛西第二中 水 月 18時30分～21時
東 葛 西 中 月 土 19時～21時 木 19時～21時

（※）学校行事などにより実施しない日もありますので、区ホームページでご確認ください。

小・中学生は
保護者同伴）（

区内在住・在勤
または在学の方

開放の種類 開放施設 利　用　内　容　・　利　用　日　時 使用料 利用対象者

校　庭
体育館
教　室

文化活動やスポーツなどサークル活動ができます。直接各学校へお申し
込みください。
　平日18時～ 21時30分・学校休業日９時～ 21時30分
※学校により、利用可能時間が異なる場合があります。
◎�次の学校の校庭には夜間照明設備があります。
小松川小・小松川第二小・平井南小・松江小・第三松江小・葛西小中・
二之江第二小・第二葛西小・南葛西小・東葛西小・春江小・江戸川小・
篠崎第三小・篠崎第四小・鎌田小・小松川第二中・松江第一中・松江
第二中・松江第四中・松江第五中・松江第六中・葛西第二中・西葛西
中・清新第二中・瑞江中・瑞江第二中・春江中・鹿本中・鹿骨中・篠
崎中・篠崎第二中・小岩第二中・小岩第三中・上一色中

１時間⇨
教室� 50円
校庭� 100円
体育館� 420円
夜間照明⇨
校庭・テニス
コート� 320円
◎�団体により減
額となる場合
があります。

えどねっとに登
録しているサー
クル団体、公共・
公益団体など
（※）

小学校全校
遊 び 場 開 放 校　庭

子どもたちの自由で安全な遊び場です。
　日 祝４～９月⇨９時～ 17時／ 10～３月⇨９時～ 16時
◎�８月12日～ 18日・敬老の日・年末年始・悪天候の日などは利用でき
ません。

◎平日・土はすくすくスクールを実施します（全小学校）。

無　料
幼児、小・中学生
幼 児 は
保護者同伴）（

（※）�えどねっとへの登録方法など（➡P31）。なお、サークル団体には、青年・少年・熟年者・障害者・文化活動の各団体があります。
※学校行事や工事、地域の事情などにより利用できないことがあります。

小・中学校
全 校

文化・スポーツ
一般開放

■文化・スポーツ一般開放、遊び場開放
教育推進課すくすくスクール係　☎5662-0724

お近くの学校をご利用ください
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本区には、友好都市（長野県安曇野市、山形県鶴岡市）と姉妹都市（セントラルコースト市）があ
り、お互いの歴史・文化・風土の違いを尊重し、理解し合いながら、スポーツ・産業・文化など幅広
い分野で交流を深めています。  都市戦略課都市交流係　☎5662-6140

■安曇野市
人口9万7439人　面積331.78㎢
（令和２年3月１日現在）
昭和49年２月に穂高町と盟約を締結。区民

の別荘「穂高荘」は昭和51年６月にオープンし、
四季の変化に富んだ自然が多くの皆さんに親し
まれています。また、毎年10月の区民まつり
への参加をは
じめ、文化・
スポーツ・子
ども会交流な
ど、ますます
友好は深まっ
ています。
◎平成17年10月１日、穂高町は近隣の豊科町、
三郷村、堀金村、明科町と合併し、「安曇野市」
となりました。
交通　［電�車で］新宿（中央本線・特急）⇨松

本（大糸線・普通）⇨豊科・穂高・
有明　約３時間30分

　　　［車�で］中央自動車道経由長野道⇨安曇
野インター経由⇨国道147号線

▷安曇野市ホームページ
https://www.city.azumino.nagano.jp/

■鶴岡市
人口12万5275人　面積1311.53㎢
（令和２年2月末日現在）
昭和56年５月、学童

集団疎開から続いていた
市民交流を縁に盟約を結
びました。盟約締結後、
友好の輪はさらに広がり、
毎年10月の区民まつり
への参加をはじめ、稲作体験授業や各種の文
化・スポーツ交流が行われています。
◎平成17年10月１日、鶴岡市は近隣の藤島町、
羽黒町、櫛引町、朝日村、温海町と合併しま
した（名称の変更はありません）。
交通　［電 車で］東京（上越新幹線）⇨新潟（羽

越本線・特急）⇨鶴岡　約４時間
　　　［飛�行機で］羽田⇨庄内空港　約１時間 

（１日４便） 
　　　　成田⇨庄内空港　約１時間 
（１日１便）

▷鶴岡市ホームページ
https://www.city.tsuruoka.lg.jp/
鶴岡市東京事務所
西葛西７-28-７　☎5696-6821
特産品・民芸品の展示や各種パンフレットを

取り扱っています。詳しくはお問い合わせくだ
さい。

■セントラルコースト市
人口約34万人　面積1681㎢
昭和63年４月にゴスフォード市と姉妹都市盟約を締結し

ました。美しいブリスベン湾に面したオーストラリア東岸
の最も魅力的な都市の一つです。
中高生の海外派遣事業「青少年の翼」では、学校体験や

ホストファミリーとの交流を通して、国際人としての感覚
を育んでいます。
◎平成28年５月12日、ゴスフォード市は隣接するワイオン
市と合併して「セントラルコースト市」となり、平成30
年５月に新たに姉妹都市盟約を取り交わしました。
▷セントラルコースト市ホームページ　https://www.centralcoast.nsw.gov.au/

▲致道館

ウエスタン
オーストラリア

ビクトリア

クイーンズ
ランド

サウス
オーストラリア

タスマニア

ニューサウス
ウェールズ

セントラルコースト市★

ノーザン
テリトリー

●ダーウィン
●ケアンズ

●パース
●シドニー

●キャンベラ

●メルボルン

アテレード●

ブリスベン●　
ゴールドコースト●
ブリスベン●　

ゴールドコースト●

友好都市・姉妹都市
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