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番町瓦版のアーカイブから
みんなの笑顔を蔵出し！

地元の人たちの生き生きとした姿を︑季
節ごとに選んで掲載いたしました︒もし
かしたら︑あなたの身近な人も載ってい
るかも？ ﹁あったあったこのイベント︑
懐かしいなあ﹂と楽しんで︑番町の魅力
まずは︑年の初め︒番町小学校で行

を再発見していただければ幸いです︒
われる︑お正月恒例の餅つき大会からス
タート︒お餅を頬張るおいしそうな表情
に思わずこちらの頬もほころんでしまし
ます︒少しでもみなさんが笑顔になりま
すように！

瓦 版 記 事で 振 り 返 る四季

番町歳時記

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため︑東京都にも再度の緊急事態宣言
が発令され︑不要不急の外出の自粛な
ど︑気持ちも塞ぎがちな日々が続いてい
ます︒ここ番町でも︑昨年から毎年恒例
のイベントやお祭りが中止︑または規模
が縮小されるという判断が下されること
見送られがちです︒

が多くあり︑季節を感じられる行事も
今月は︑そんなみなさんに元気を出し
ていただくべく︑これまで﹃番町瓦版﹄
が取材してきたイベント・行事の中から

番町連合 獅子舞・餅つき大会

番町小学校の校庭で行われる新年の風物詩︒つきたてのお餅のほか︑甘酒
や豚汁もふるまわれ︑獅子舞︑和太鼓の演奏と大盛りあがり︒

2019 年
＆ 2020 年
１月

集

特

2017年

8月

「第40回日本テレビ通り振興会 納涼盆踊り大会」

８月の２日間に渡
り、日本テレビ駐車
場にて行われた毎年
恒例の盆踊り大会。
まだ明るい時間帯か
ら、ヨーヨー釣りや
かき氷などの屋台や
消火訓練などで大賑
わい。千代田区を代
表する夏の大イベン
トです。

番町の夏を彩る、お祭り・花火・盆踊り
楽しい行事がいっぱいの番町の「夏」。中でも、２年に１度行われる日枝神
社の大祭「山王祭」は近隣の人々にとって一大イベント。2018 年度は「平
成最後」とあって大盛況でした。

瓦 版 記 事 で 振 り 返 る 四 季

夏

番町歳時記

SUMMER

2018年

6月

「平成最後の山王祭」

地域のみなさんとともに、番町の四季折々を見つめ続けてきた「瓦版」
。今回は、編集部のアーカイ
ブの中から、
番町のあんな顔こんな顔を蔵出し。思い出深いイベントや季節ごとの行事などをピックアッ
プしました。コロナ禍を脱し、一日も早く平穏な日常を取り戻したいという願いを込めて贈ります。

2018年

４月
2019年

8月

「第42回日本テレビ通り振興会 納涼盆踊り大会」

2019年

8月

「千鳥ヶ淵の桜」

春

「番町の夏・庭の花火」

SPRING

なかなか自宅周辺で花火を楽しめない子どもたちも大喜
びの、都会の真ん中の小さな花火大会。先着 150 セッ
ト限定の花火を購入して、順番に火を付けていきます。
夏の終わりを飾る人気イベントです。

日本一の桜並木が告げる
新たな季節の訪れ

江戸時代から長く続く歴史を持ち、神田祭、深川八幡祭と
並び江戸三祭のひとつに数えられる日枝神社の山王祭。各
町会の神輿が並ぶ中には、３度目の参加となる法政大学女
子ラクロス部の女神輿も。

2017 年７月
＆
2020 年７月

靖国通りから皇居周辺まで、街全体が淡いピンク
に包まれる番町の「春」。桜が散って、若葉が芽
吹くころには、吹く風も暖かく、様々なカルチャー
イベントが賑わいを見せます。

「番町エンジェルス」
2018年

４月

「千鳥ヶ淵の菜の花」

満開の桜の下を、色とりどりのボートが行き交う千鳥ヶ淵。船上からは、遥かビル街ま
で見渡せる絶景ポイントです。

2017年

5月

「オトノアジト音楽教室」＠番町の庭

秋
AUTUMN

2017 年と 2020 年には、番町エンジェルスの練習を取材。３
年振りとあって、中にはすっかり大きくなった部員も。コロナ
対策をしながらの練習は大変ですが、部員のみんなの笑顔に癒
されました！

番町・麹町・九段下エリアの住民のほか、千代田区外からの参加者もたくさん
訪れる盆踊り大会。プロの演歌歌手の生歌にうっとりしながら、千代田区民謡
連盟のみなさんに倣って輪になって踊ります。

2019 年

10月

「ハロウィン」＠番町の庭

2020 年

1月

「いきいき皇居ラン」

2019 年

11月

「第４回 馬と遊び、馬に学ぶ」＠番町の庭

冬
WINTER

千鳥ヶ淵の斜面には可憐な菜の花も。手前に菜の花、奥に桜を入れたアン
グルも、春の風景写真の定番のひとつ。

2019年

5月

ヴァイオリンやチェロなど本物の楽器に触れることができるとあって大
盛況のイベント。先生の演奏にギャラリーも釘付け！

「四・五・六番町合同春の潮干狩り旅行会」
2019年

４月

「お笑い紙芝居グランプリ」＠番町の庭

スポーツや文化に
触れ成長してゆく
季節

毎年恒例のハロウィンイベントに、近隣の子どもたちが思い思いのコスプレ
で大集合。中には全員おそろいの仲良しファミリーも。この年は、特設テン
トで「番町かるた」の制作にもチャレンジしてもらいました。

空気が澄み切った冬こそ走るのに最適な季
節。皇居ランにハマった番町在住のみなさん
に取材したこの号では、走ることの楽しさや
長続きする秘訣、気分がアガるお気に入りの
景観などをお聞きしました。

●各催し物の写真は掲載時のものです。現在〜今後の実施状況につきましては各施設などにお問い合わせください。

「天高く馬肥ゆる秋」毎年 11 月に番町の庭で行われる、４
歳〜小学６年生を対象にした馬とのふれあいイベント。初め
て見る本物の馬にビックリしながら、乗馬をしたり、ニンジ
ンを食べさせたりしました。

皇居外周でのランニングやサイ
クリング、各図書館や番町の庭
のイベントなど、番町の「秋冬」
は、自らを鍛えたり学んだりす
るのにぴったりな環境が揃って
います。巣ごもりの今こそ活用
してみては？

総勢 122 名がバスにゆられて木更津ま
で訪れたイベント。潮干狩りの後は、ホ
テルの大浴場でさっぱりとして大満足♪

往年のエンタメ「紙芝居」の精神を、現代の「フリップ芸」として受け
継ぐお笑いイベント。お父さん方にも大受け！

3/21~4/19

オンライン化の波に乗って
未知の世界に飛びこもう！

番町の庭

番
町
ラッキー
スポット

開催イベントに嬉しい出会いが待ってま
す。コロナ禍中でも最新情報はこまめに
チェックして。

変化を受け入れる勇気が
新しい自分を生み出す一年

7/23~8/22

新しい生活様式に順応して
おひとり様も楽しいひととき

行動では三密を避けても
心と心の距離は縮まりそう

プライベート優先の 2021 年は、蟹座のおひとり様ライ
フが充実。世の中の喧騒から逃避できる、お気に入りの隠
れ家や癒しスポットを探してみましょう。自分のルーツが
気になる春は、故郷やご先祖様に思いを馳せて。ラッキー
スポットはアンテナショップ。夏のレジャーは自然の中で
コロナ疲れを癒すのがおすすめ。ソロキャンプも吉。師走
は直感が冴えます。くじや懸賞で運試しを！

パートナーとの関係が深まる 2021 年。人生の伴侶やビ
ジネスパートナーなど、自分にとって大切な相手を探す
チャンスです。動物との触れ合いも幸運を呼ぶので、ペッ
トとの生活が始まる獅子座も。自分らしさが光る４〜 5 月
は人気者になれそう。春から始めるスポーツや趣味は、楽
しい出会いのきっかけに。夏の疲れが出そうな 9 月は無
理は禁物。でも困ったときは誰かが助けてくれるでしょう。

番
町
ラッキー
スポット

番町文人通り

番
町
ラッキー
スポット

いにしえの文豪を忍びながらそぞろ歩け
ば、道端にたくさんの発見が。カメラ片手
にお散歩を。

番
町
ラッキー
スポット

国指定の江戸城外堀史跡をのんびり歩いて
旅気分を満喫。約２キロの細長い公園は散
歩にぴったり。

獅子座

5/21~6/21

春と秋に巡るチャンスを手に
夢が叶うラッキーイヤー

VIRGO

6/22~7/22

双子座

双子座の潜在パワーとチャレンジ精神が試される 2021
年。チャンスは春と秋の 2 回やって来ます。最初のチャ
ンスを逃しても後でリベンジできるので、しっかりと作
戦を練っておきましょう。学びの場に幸運が待っている 3
月は知識欲が上昇。資格や免許の取得に挑戦して吉。夏は
生活リズムが乱れがち。生活習慣病に要注意です。11 月
以降は運が味方する勝負のとき。人生の賭けに出て！

外濠公園

LEO

CANCER

蟹座

4/20~5/20

安定志向の牡牛座ですが、2021 年は変化を求める気持
ちが強まります。悩みや迷いから解放されるために、自ら
リセットボタンを押すこともありそう。４〜５月は仕事や
家庭での責任が重くなるかも。ストレスに負けそうなとき
は、明るい色やキラキラ光るアイテムを身につけて。7 月
は愛情いっぱい。再会や再出発に幸運が。秋は旅で開運。
遠出できない状況なら地元の名所に注目を。

人とのつながりやコミュニケーションのスタイルが大き
く変わる 2021 年。アナログ派だった牡羊座にも、いよい
よオンライン時代がやって来ます。ラッキーアイテムはス
マホ＆スマホグッズ。春は変身願望がむくむく。大胆にイ
メチェンして。心とからだのケアが課題の６〜７月は、コ
ロナ禍で溜まったネガティブなエネルギーを一掃。金運が
磨けるのは 11 月。副業スタートの好機です。

番
町
ラッキー
スポット

牡牛座

GEMINI

TAURUS

ARIES

牡羊座

袿國神社
メンタルを強くしたいときや、試験や勝負
の前に訪ねたい場所。境内に流れる厳かな
空気でエネルギー充電！

乙女座

8/23~9/22

長期的計画を立てることで
ピンチをチャンスに転換

健康と美容への意識がグッと高まりそうな 2021 年。長
くなった「おうち時間」を利用して、体質改善やアンチエ
イジングなど、色々と試したくなるみたい。忍耐力が強ま
る 2 月は、長期的な計画を立てる好機。ライフプランも
見直しを。自分の殻を破れるのは 7 〜８月。ボランティ
アへの参加は吉。12 月は拡大のとき。資産を増やすチャ
ンスかも。
同時に体重も増えやすいので気をつけましょう。

市ヶ谷フィッシュセンター

番
町
ラッキー
スポット

老若男女がのんびり集う釣り堀は、青空の
下でストレス解消できる場所。嬉しいハプ
ニングも待ってます。

千鳥ヶ淵
お堀の豊かな水と緑を眺めながら「千鳥ヶ
淵さんぽみち」を散策。気力が充実して健
康運にプラス効果。

2 0 2 1年 1 2 星座占い
番町瓦版

今年の
あなたの運勢は？

Astrologist : CHIZU

今年は明るい年になりますように、番町のみなさんの開運を願って運勢を占ってみました！ さてあなたのラッキースポットは？

9/23~10/23

美しいものを見て、触れて
ワンランク上の装いに幸運も

抜群のバランス感覚で人間関係やライフスタイルが洗練
される 2021 年。美意識が高まるので、おしゃれを楽しん
だり芸術に触れることで対人関係も円滑に。幸運の星がサ
ポートしてくれる春は、念願を叶えるチャンス。迷ったと
きこそ前進しましょう。幸運を呼ぶのはいつもよりワンラ
ンク上の食事や装い。秋はリベンジのとき。再挑戦するこ
とで過去の失敗やトラウマから解放されますよ。

番
町
ラッキー
スポット

月下旬発行

3

滝廉太郎住居跡

お問い合わせ：日本テレビ通り振興会
「番町まちづくり広場」運営事務局
エリアワークス（株）
☎ 03-6380-8306

bancho-machihiro@areaworks.jp

番
町
ラッキー
スポット

周辺には素敵なホテルがたくさん。半蔵門
を見た後はホテルのカフェやレストランで
ちょっと一服。

1/20~2/18

幸運の星は水瓶座の味方！
進み始めたらとんとん拍子

水瓶座の時代の到来です。12 年に一度巡ってきた幸運
パワーをたっぷり享受しましょう。新しい生活様式の中で、
ドラマチックに人生が変わる人もいそう。大きな転換期が
やってくる前半は、テンポ良く行動できます。4 〜 5 月は
新旧交代。新しいことに興味を持ったら考えるより先に行
動開始。思い切った転身もラッキー。夏は金運アップ。お
金に無頓着なタイプが一転、節約上手になるかも !?

番
町
ラッキー
スポット

歴史と相性の良い山羊座。多くの名曲を生
み出した作曲家の功績を偲びながら、歌を
口ずさむと開運！

発行：日本テレビ通り振興会 協力：日本テレビ
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デザイン：アトムスタジオ（鈴木聖恵）

半蔵門

水瓶座

射手座

11/23~12/21

ひとりでは無理なことも
共同作業でクリアできそう

自由を愛する射手座の 2021 年は、新しい目標や夢に向
かって前進。アイディアを形するためには相当の努力が必
要ですが、仲間と一緒なら苦労も楽しめます。古さの中に
新しさが待っている 6 月は、思い出を紐解いてみて。昔の
趣味や旧友との友情に幸運のヒントが。仕事や家事では昭
和なレトログッズやアンティーク雑貨を使うとラッキー。
集大成の年末は困難突破。有終の美を飾れるでしょう。

PISCES

AQUARIOUS

CAPRICORN

12/22~1/19

責任感の強さが信頼につながる山羊座の 2021 年。やる
べきことを淡々とこなす姿は、周りの人の手本になるで
しょう。努力が反映されるのは金運と物質運。運気アップ
のチャンスは春と秋。本職以外の収入源を探すのも吉。ス
トレスフルな 5 月、8 月はどこか遠くに行きい気分かも。
日帰りプチ旅行を楽しんで。一点豪華主義が幸運を呼ぶ秋
は、買い物上手になれそう。“本物” を手に入れましょう。

次号

好奇心を磨いて脱マンネリ
地元の名店に意外な発見が！

番
町
ラッキー
スポット

江戸の守護神が祀られている都内有数のパ
ワースポット。御利益は多種多様。良縁を
結んでもらいましょう。

本当の豊かさを実感
ものごとの本質を知る一年

番
町
ラッキー
スポット

10/24~11/22

長引くコロナ禍で「おうち生活」がすっかり身につきそ
うな 2021 年。単調な生活や運動不足が続くと、メンタル
面にもダメージが。開運グッズはカラフルなスニーカー。
アクティブに変身できそう。 6 月は旅行運上昇。リアル
な旅はもちろん、未来の旅行計画を立てるのも吉。気分が
パッとしない夏は、ご当地グルメでモチベーションを上げ
てね。11 月は隠れた個性をアピール。SNS でバズるかも !?

日枝神社

山羊座

蠍座

SAGITTARIUS

SCORPIO

LIBRA

天秤座

科学技術館
新しいことが大好きな水瓶座。最先端の科
学に触れて好奇心を満たすとアイディアが
ひらめきます。

日本武道館
苦しいとき、辛いときには日本武道館の屋
根にある “玉ねぎ” を見に行って。擬宝珠
には魔除のパワーが。

魚座

2/19~3/20

時代の変化に慣れるまで
自分のペースを崩さないで

ナイーブな感性で世間の不安や悲観を感じ取ってしまう
魚座。2021 年はコロナ疲れを癒すことが運気安定のコツ。
ホッと一息つけるのは 6 月。自分のために時間とお金
を使いましょう。運動不足はオンライントレーニングで解
消です。スランプの秋は現実逃避したい気分。11 月のプ
チ贅沢で運気好転。師走の大掃除は大がかりなほどラッ
キー。未解決の問題や悩みも強制的にリセットされそう。

番
町
ラッキー
スポット

四番町図書館
問題解決には図書館で得た知識が役立ちま
す。本だけでなく CD など音源を借りるの
も開運に効果的。

2 0 2 1 年 ★ ラッキー 星 座 ベスト３

1

水瓶座

いつも好奇心いっぱいの個性派。時代の変
化にもすんなり適応できるのが強み！

2

双子座

着実に前進できる一年。具体的な目標を掲
げることが幸運を引き込むポイント。

3

天秤座

遊び心とおしゃれ心が周りの人を明るくし
ます。“映える” 自分を演出しましょう。

