下鉄／都電荒川線
／
営地
都
里・舎人ライナー
暮
日

お 出 か け は 環 境 に や さし い 都 営 交 通 で

4

春の 上野 の 山 で 遊ぶ
東京都交通局のもうひとつの
「空飛ぶ電車」上野動物園モノレール
東京都交通局上野懸垂線、通称「上野動物園モノ
レール」は、上野動物園の東園と西園を結ぶ全長
0.３kmのモノレール。動物園の遊具ではなく、都
営地下鉄と同じ東京都交通局の路線です。1957
年に開業した日本で最も歴史あるモノレールで、
上野の森と動物園を空から一望できます。

l
2 01
3 Apri
日暮里駅と見沼代親水公園駅を結ぶ
日暮里・舎人ライナーは、この春開業
５周年を迎えました。全区間高架線
の新交通システムで、抜群の見晴ら
しを楽しめます。いちばん前の座席に
座れば気分は運転士。沿線には舎人
公園など家族で楽しめるスポットも
あり、週末のお出かけにも便利です。

「日暮里・舎人ライナー」
開業 5 周年！

恩賜上野動物園
開園から130年あまり、
日本で最も歴史ある動物園が恩
賜上野動物園です。約500種3000点の動物を飼育して
おり、ホッキョクグマやニホンザル、
レッサーパンダなど
人気の動物をたっぷり見ることができます。毎週火〜土曜
の11時から
（土曜は11時と13時30分）
は、動物解説員が
園内を案内する、無料のガイドツアーを実施しており、動
物たちについてより詳しく知ることができます（所要45
分）。
日本の鳥、
ゴリラといった展示ごとに、
ボランティアに
よるスポットガイドも日替わりで行われています。

・28日（日）〉
第11回両国にぎわい祭り〈4月27日（土）
●地元両国の商店会や町会、企業が一丸となって
開催するイベント。今年は11回目を迎え、毎年大
好評のちゃんこの競演「ちゃんこミュージアム」
や
藍染め、昔遊び、起震車体験、
スタンプラリーな
ど、
たくさんのイベントを展開します。横綱審議委
員会稽古総見（27日）
も行われ、今年は回向院
にて東日本大震災復興支援のための善光寺宝
物公開も同時開催します。
●会場 国技館通りメイン会場・回向院・国技館・江戸東京博物館
●開場 10：30〜16：00
●お問い合せ ☎03-3626-9974両国にぎわい祭り実行委員会事務局（江戸東京博物館内）
●都営大江戸線両国駅下車徒歩3分

都 営 交 通 ニュース
【ToKoPo 会員募集中！】
ToKoPoは都営交通に乗るたびにポイントがたまるサービスです。
ゴリラの子コモモ
（3歳）

▶都営大江戸線上野御徒町駅下車徒歩15分 ▶☎03-3828-5171
▶開園 9:30〜17:00（入園は16:00まで、
ゴールデンウイークは18:00まで延長） 月曜休園（4月1・15・29日は開園）
▶入園料 600円
（65歳以上300円、中学生200円、小学生以下と都内在住・在学の中学生は無料）

たまったポイントは10ポイント単位でPASMOにチャージでき、
乗車等にご利用いただけます。年会費・入会費無料でどなたでも
入会いただけますのでぜひ入会下さい。
入会はToKoPo会員サイトまたは都営地下鉄各駅
（目黒、
白金台、
白金高輪、
押上、
新宿線新宿を除く）
で

「東京・春・音楽祭2013」開催

ToKoPo

配布の入会申込書にてお申込下さい。

今年で9回目を迎え、東京の春の風物詩となった音楽祭。春のつぼみがほころぶ時
から、桜が華麗に散って季節が移りゆくまで、上野を舞台に春を音楽で祝います。
東京文化会館で行われる
「ワーグナー
《ニュ
ルンベルクのマイスタージンガー》」をは
じめ、東京国立博物館、上野恩賜公園水
上音楽堂など様々な文化施設で彩り豊か
な音楽を奏でます。
「 桜の街の音楽会」は、
上野公園をはじめとする街のあちらこちら
で行われる小さなコンサート。お散歩つい
でに、手軽に春の音楽を楽しめます。
2012年の公演。©ヒダキトモコ

沿 線 の 見 ど こ ろ ＆ イベ ン ト情 報 ♪♪♪♪

イ ベ ントガ イド

▶都営大江戸線上野御徒町駅下車徒歩15分
（上野公園）
▶お問い合せ 東京・春・音楽祭実行委員会☎03-3296-0600
▶日時 ３月15日〜４月14日 ▶会場 東京文化会館／国立科学博物館／東京都美術館ほか
▶料金 チケットはホームページを参照 http://www.tokyo-harusai.com/

都営バスのみの乗車、定期区間、特定区間のみの乗車等はポイント対象外です。

【ToKoPo春の会員キャンペーン実施中！】
実施内容

（１）平成25年3月1日から4月15日までにToKoPo入会申込を実施し、応募期間内に応募した方の
中から抽選で100名様に映画「舟を編む」
の劇場鑑賞券をプレゼントします。
（２）
（１）の対象者を含めたToKoPo会員のうち、応募期間内に応募をした方の中から抽選で以下の
プレゼントを進呈します。
A賞 グルメコース
（神保町の人気ラーメン店５軒のお食事券） 5名様
B賞

読書コース
（2010年〜2012年の本屋大賞1位2位の6作品セット） 5名様

C賞

ToKoPoポイント 1,000ポイント 100名様

応募期間

4月1日(月)〜4月30日
（火）

応募方法
（手順１）ToKoPoの入会（新規入会申込の方のみ）
①ToKoPoホームページまたは入会申込書にて申込を行う。
②お申込から2週間程度で会員カードを郵送（簡易書留）
します。
③会員カード受領後、都営地下鉄各駅※に設置のポイント

にっぽりマルシェ

駅前に市場が登場

全国各地の地域産品や一次産品を扱う夢の問屋をめざ
して立ち上がった「にっぽり夢問屋」。その目玉が日暮里
駅東口のイベント広場で開催される
「にっぽりマルシェ」
です。毎月盛況のもと開かれ、4月は20日
（土）
・21日
（日）。東北地方の名物・名産品を産直で提供するととも
に、関西や九州など西の味覚も楽しめます。ステージでは
ショーやパフォーマンスも行なわれ、見る！買う
！食べる！が楽
しめる市場イベントです。
▶会場 日暮里駅前イベント広場
▶日時 4月20日
（土）
・21日
（日）10：00〜17：00
▶お問い合せ ☎090-3109-0756
（サンマークシティ日暮里商店会 慶野）

日暮里繊維街

服飾関係の専門店街

道の両側約1キロにわたって生地織物の店が軒を連
ねています。
「 布の街 」として知られるようになり、扱う
品は、和 装 、洋 装 、紳 士・婦 人 服 地 、繊 維 製 品 、服 飾
関 連の小 物や付 属 品など、生 地 織 物に関するあらゆ
る物に及んでいます。繊維街にはプロのデザイナーや
作家がいるので、あこがれのデザイナーが使用してい
る素材をみつけることも。雑貨店やお茶処も点在して
いるので、一軒一軒
を覗きながら、散 策
するのも楽しいでし
ょう。また、
日暮里繊
維 街 の 名を全 国に
アピールするため、
デザインコンテスト
を兼 ねたファッショ
ンショーが 毎 年 開
催されています。

▶ HP http://www.netlaputa.ne.jp/~nippori/
日曜、祝日は休みの店が多い

※施設・イベントにつきましては、一部内容が変更になる可能性があります。お出かけの際には、ご確認くださいますようお願いいたします。

西新井大師

チャージ機にて、PASMOを登録して下さい。

舎人公園

（手順２）
キャンペーンへの応募
応募期間内に、都営地下鉄各駅 ※に設置の応募はがきまたは官製はがきに、住所、氏名、
年齢、性別、電話番号、ToKoPo会員番号（会員カードに記載の16桁の数字）、
ご希望の

緑と水にあふれる
自然 公 園

賞品を記載の上、以下郵送先まで郵送下さい。
郵送先 〒100-8779 日本郵便株式会社 銀座郵便局ToKoPo春の会員キャンペーン！係
詳しくは東京都交通局HPまたは都営地下鉄各駅※に設置のちらしをご覧下さい。

舎人公園駅駅前に広がる都立公園。ス
ポーツ施設やさまざまな広場がある広大な
園内には、池や緑の多様な自然がいっぱ
いです。アシやガマが自生する池のまわり
は鳥類や昆虫のすみかで、森林浴やバード
ウォッチングも楽しめます。4月上旬はレーガ
ン元大統領夫人から贈られたレーガン桜な
どの桜が見ごろです。

※目黒、
白金台、
白金高輪、押上、新宿線新宿を除きます。

【遊んで得する特典ガイド『いっとく』配布中】
携帯電話でも
「都営まるごときっぷ」等の特典対象乗車券をお買
沿線施設での
「ぴっく・あっぷ」い上げのお客様がご利用いただける、
料金の割引やプレゼント等の特典をご紹介していま

がご覧いただけます。

▶お問い合せ 舎人公園サービスセンター
☎03-3857-2308
▶開園 24時間 入園無料

http://www.kotsu.metro.
tokyo.jp

関東三大大師のひとつ

西新井大師の通称で知られる總持寺は、弘法大師が関
東巡錫の途中でこの地に立ち寄り、本尊の十一面観音
を彫って826年に寺院を建立したのが始まり。境内には
弘法大師によってもたらされたとされる加持水の井戸が
あり、
この井戸が本堂の西側に位置することから西新井
の名の由来となったといわれます。毎年4月8日
（月）
には
「灌仏会（花まつり）」
が開かれ、花御堂にお釈迦様が祀
られます。当日は甘茶の接待もあります。
▶☎03-3890-2345
▶4月8日：花まつり法要9：50、甘茶接待10：00〜16：00
▶アクセス 4月20・21・27・28・29日には西新井駅〜西新井大師〜
西新井大師西駅の循環バスが運行

す。東京人気スポットめぐりにぜひご活用ください！

●東京都交通局ホームページ…地下鉄ナンバ
【いっとく4〜6月号】
リング路線図・乗り換え案内が検索できます。 ●配布場所：都営地下鉄各駅（押上・目黒・白金台・

●「ぴっく・あっぷ」モバイル
（携帯用）
サイト

都電へのアクセスも便利

日暮里・舎人ライナー
熊野前駅

荒川線に乗り替え、熊野前停留場から早
稲田方面へ 3 駅の荒川遊園地前停留場
から徒歩3分のところには、
「あらかわ遊園」
があります。動物広場や乗り物広場など
があり、ファミリーで楽しめる遊園地です。

http://www.kotsu.metro.
tokyo.jp/m/

白金高輪・新宿線新宿を除く）
、
都営バス営業所・支所
●特典対象乗車券：
「都営まるごときっぷ」
「都営
地下鉄ワンデーパス」
「都バス1日乗車券」
など
●特典対象施設：レジャー、飲食店、美術館等、
都内67施設
●詳細は、
『いっとく』誌面でご確認ください。

●このポスターへのご意見は、交通局電車部営業課 ☎03-5320-6076
●都電、都バス、都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーについてのお問い合せは、
都営交通お客様センター☎03-3816-5700 営業時間／9:00〜20:00（年中無休）

携帯電話の
マナーにご協力ください

優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。
それ以外では、マナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。

◉行事・記事などの詳細は、各記事のお問い合わせ先にお電話ください。入場券等を要する催しにつきましては、
身分証明書
（学生証・障害者手帳等）
の提示が必要な場合がありますので、
ご留意ください。

