
※掲載の施設やイベント等につきましては、内容が変更となる場合がございます。また、
　身分証明書（学生証・障害者手帖等）の提示を必要とする場合や、曜日により休業す
　る場合がございますので、各記事のお問合わせ先にご確認の上お出かけください。

『ちかとく』とは、都内の博物館や美術館、さらに飲食店などで、
都営交通や東京メトロが発行する、『都営まるごときっぷ』など
の特典対象乗車券を提示すると、割引やプレゼ
ントなどの特典が受けられるサービスです。東京
人気スポットめぐりの際はぜひご活用ください！
特典内容の詳細はインターネットでご覧いただけます。

What is CHIKA TOKU? 
CHIKA TOKU is a service from you can obtain discounts, gifts, and other benefits to museums, art museums, and restaurants 
and the like in Tokyo by presenting the Toei 1Day Pass (Toei Marugoto Kippu) or the like which is issued by Toei Transportation or 
Tokyo Metro.Use it when visiting the many popular spots in Tokyo!More information on the benefits can be found via the Internet.

["CHIKA TOKU," an amenity service obtained by playing]

●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」「都バス一日乗車券」など
●特典対象施設：都営交通沿線及び東京メトロ沿線のレジャー、飲食店、美術館等

【遊んで得する特典サービス『ちかとく』】

Toei Subway Line／Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line）／Nippori-Toneri Liner

都営地下鉄  東京さくらトラム（都電荒川線）   日暮里・舎人ライナー
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「荒川一中前」停留場 開設20周年記念
「東京さくらトラム（都電荒川線）クイズラリー」開催中

12月13日（日）まで
Ends Sunday, December 13, 2020

東京さくらトラム（都電荒川線）沿線４区（荒
川区、北区、豊島区、新宿区）の１０ポイント
をめぐるクイズラリーを開催。今年度は「荒
川一中前」停留場開設２０周年を記念し、交
通局や沿線４区の歴史に関する記事を掲載
しています。
［クイズ帳配布場所］
都営地下鉄の各駅
（押上、目黒、白金台、白金高輪、新宿線新宿を除く）
［各クイズ設置場所］ 
東京さくらトラム（都電荒川線）沿線施設１０ヶ所

20th Anniversary of the Opening of the Arakawa-itchumae Stop
Sponsoring the Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line) Quiz Rally

［お問合わせ］東京さくらトラム（都電荒川線）スタンプラリー事務局（東京新聞内）
                 　TEL. 03-6910-2206（受付時間　平日9:00～17:00）

Enjoy the autumn scenery 
that the common people of Edo loved

飛鳥山公園
A s u k a y a m a  P a r k
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江戸の庶民も愛でた
秋の景色を楽しむ

A park with beautiful autumn leaves 
where you can play with children

子どもと遊べる

　紅葉が

きれいな公園
赤や黄色に染まった木々の下、
親子で遊べる公園をご紹介します。
Introducing a park where parents and children 
can play under the trees dyed in red and yellow

A tunnel of golden ginkgo

浜町公園
H a m a c h o  P a r k

黄金色に輝くイチョウのトンネル

中央区日本橋浜町2丁目
03-3546-5435
（中央区環境土木部水とみどりの課公園河川係）

住
問

浜町公園の見所はイチョウ並木です。サクラやケヤキと共に
訪れた人の目を楽しませてくれます。園内にはスポーツ施設
や遊具のエリアがあり、親子で秋の1日を過ごすのにピッタリ
です。公園から隅田川沿いの遊歩道に出ることもでき、水辺
をのんびりと散策できます。

日暮里・舎人ライナー 
舎人公園駅すぐ
Right near Toneri-koen Station 
on the Nippori-Toneri Liner

足立区最大級、都内でも有数の広さを
誇る公園の見所は、レンガ色に染まる
メタセコイア並木です。赤く染まった木々
が映る「大池」は絶好の撮影スポットで、
池周辺の樹木には野鳥が生息しバード
ウォッチングも楽しめます。アスレチック
遊具や人工芝の「ソリゲレンデ」、幼児
向けの遊具に子どもたちも大喜びです。

Over 200 metasequoia trees are lined up in rows, dazzling against the autumn sky

舎人公園
Toner i  Park

秋空に映える200本を超えるメタセコイア並木

秋に桜の葉が紅葉することを「桜紅葉（さくらもみ
じ）」といいます。江戸時代から名高い花見の名所とあっ
て、見事な桜紅葉がトウカエデやイロハモミジと共に
楽しめます。展示されているSLは運転席に座ることが
でき、子どもたちに大人気です。珊瑚の遊具や象のすべ
り台などもあります。

住
問
北区王子1丁目
03-3908-9275（北区土木部道路公園課公園河川係）

練馬区光が丘2丁目、光が丘4丁目、旭町2丁目、
板橋区赤塚新町3丁目
03-3977-7638（光が丘公園サービスセンター）

住

問

樹齢130年ほどのイチョウが並ぶ「ふれあいの径」と、見
事な黄金色のトンネルが続く「イチョウ並木」、２つの並
木が楽しめます。２.4ヘクタールの広大な野鳥保全区
域を望遠鏡で観察したり、「芝生広場」や「昆虫原っぱ」
で遊んだりと、秋の一日を満喫できます。

都営大江戸線 光が丘駅 徒歩 8分
8-min. walk from Hikarigaoka Station 
on the Toei Oedo Line

One of the few famous places 
in Tokyo for the ginkgo

光が丘公園
Hikar igaoka Park

都内有数の
イチョウの名所

Enjoy the variety of 
colorful autumn leaves in the trees

猿江恩賜公園
Sarue-onshi  Park

多彩な木々の紅葉を楽しむ

都営新宿線 住吉駅 徒歩 2分
2-min. walk from Sumiyoshi Station 
on the Toei Shinjuku Line
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アオギリ、アキニレ、イチョウ、メタセコ
イアなど多彩な紅葉が望めます。公園
の歴史は古く、大正13年に昭和天皇の
ご成婚を記念し公園の一部が下賜さ
れたことに始まります。新大橋通りをは
さんで、落ち着いた雰囲気の南園と、
遊具を楽しめる「冒険広場」がある北
園に分かれています。

江東区住吉2丁目、毛利2丁目
03-3631-9732
（猿江恩賜公園サービスセンター）

住
問

千代田区日比谷公園1丁目
03-3501-6428
（日比谷公園サービスセンター）

住
問

都営三田線 日比谷駅すぐ
Right near Hibiya Station 
on the Toei Mita Line

明治36年に開園した、日本初の近代的な
洋風公園です。イチョウやカエデが水面
に映る「雲形池」、開園当時のデザインを
残すイチョウ並木は、特におすすめの紅
葉スポットです。遊具のある「草地広場」
や園内各所にある広場は、子ども連れで
ものびのび遊べます。

日比谷公園
Hibiya  Park

Enjoy the colors of fall at a historic Western-style park
歴史ある洋風公園で、秋の景色を満喫

足立区舎人公園1丁目
03-3857-2308
（舎人公園サービスセンター）

住
問

1-min. walk from Hamacho Station 
on the Toei Shinjuku Line

都営新宿線 浜町駅 徒歩 1分

12-min. walk from 
Ningyocho Station 
on the Toei Asakusa Line

都営浅草線 人形町駅 
徒歩 12 分
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Right near Asukayama Stop and

東京さくらトラム（都電荒川線） 
飛鳥山停留場すぐ

right near Oji-ekimae Stop 
on the Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line)

王子駅前停留場すぐ　
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インターネットでも「ぴっく・あっぷ」を
ご覧いただけます。


