
　お弁当を持って公
園へ、境内に咲く
趣ある桜を観に
寺社めぐり、庭
園を散策しなが
らと、Ｂ－ぐるに
乗って沿線の桜を見に
行きませんか。

　 播磨坂
　ソメイヨシノを中心に約120本の桜並木。毎年開催される
「文京さくらまつり」は、文京花の五大まつりの一つ。詳しくは
文京区ホームページで。

　 小石川植物園
　広々とした園内にソメイヨシノや八重桜など30種類もの桜
を楽しむことができます。散った桜の花びらで一面ピンクの絨
毯は見事のひと言。一般・中学生300円／65歳以上150円。

　 小石川後楽園
　池の畔の枝垂れ桜やソメイヨシノの他、庭園の散策をしな
がら約50本の桜が楽しめます。一般300円／65歳以上150円。
Bーぐる一日乗車券で割引あり。

　 六義園
　六義園の枝垂れ桜は大きく立派でとても人気があります。
「しだれ桜と大名庭園のライトアップ」の期間中は開園時間が
21時まで延長されます。一般・中学生300円／65歳以上150
円。Bーぐる一日乗車券で割引あり。

　 江戸川公園
　関口台地の南斜面の神田川沿いに広がる東西に細長い公
園。川沿いにソメイヨシノが続きます。

　 ホテル椿山荘東京
　庭園では2月下旬から4月中旬まで20種120本の桜が楽し
めます。日没から23時までの夜間は、照明デザイナーのプロ
デュースによるライトアッププログラムが行われています。

 　旧安田楠雄邸
　大きな枝垂れ桜は2階の和室からの眺めが素晴らしく、風
情を楽しめます。大人500円、中・高200円。公開日水・土曜日。
Bーぐる一日乗車券で割引あり。

　 教育の森公園～占春園～窪町東公園

　石段テラスからは、広場一帯が桜の花で囲まれる様子を眺
めることができます。

　 新大塚公園

　樹齢50年以上の桜が見事です。地元主催の「さくら祭り」は
ステージや模擬店で賑わいます。

　 清和公園
　区民センター裏手の公園です。河津桜、ソメイヨシノ、八重
桜と、早春から晩春まで、3度のお花見が楽しめます。

　 吉祥寺
 山門をくぐるとソメイヨシノと枝垂れ桜が参道の両側に並ん
でいて見事です。

　 白山神社
　境内のオオシマザクラは、「白旗桜」と呼ばれ「江戸三名桜
（郊外三銘木）」のひとつに数えられていました。現在ある桜は
その後継樹です。

　 淡い緑の八重桜、御衣黄
　開花時期はソメイヨシノが終わった4月中旬頃。咲き始
めは淡緑色で、次第に中心部が紅く変化します。Ｂーぐる
沿線では、小石川植物園、教育の森公園、護国寺、江岸寺
（駒込）で見ることができます。江岸寺では、近隣の方々が
この珍しい桜を毎年楽しみ
に見に来るそうです。鬱金
（うこん）桜に似ています
が、鬱金桜は淡黄色、御衣
黄は淡緑色です。開花時期
が同じ頃なので見比べてみ
るのも楽しそうです。
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お馴染みのスポットや

穴場スポットを紹介するよ！
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Ｂ－ぐるに乗って沿線の桜を見に行こう！！

beople（びぃぷる） vol. 5
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　企画・発行●文京区コミュニティバスBーぐる沿線協議会
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《編集後記》
　平成27年3月末をもって真砂市場が90余年の歴史に幕を下ろしました。休憩
スペースをお借りして毎年イベントに参加していたこともあり、沿線協議会にとっ
ても想い出深い場所でした。リニューアル後は保育園として再出発するそうです
が、かわいらしい園児たちがＢーぐるに乗ってくれると良いなと思います。（Ｎ）

　　　　　　　　今回の「beopleさん」は、真砂市場の名
物おばちゃん、はとやの友枝美保さんです。真砂市場の廃
止に伴い、はとやさんもこの3月末で一時閉店となります。

―いつから、ここでご商売をされてきたのですか。
　この店は昭和21年に免許をもらい、22年1月に開店しま
した。店名の由来は分かりませんが、おそらく戦後、平和を
願ってハトのお店と名づけられたんでしょうね。
―この場所から文京区の歴史を眺めてきたのですね。
　街の景色はもちろん変わりました。人の生活もです。私た
ちのようなお店は少なくなりましたが、最近でも若い夫婦、
ご高齢の方の利用も多い。手作りだから安心して買ってく
れているんだと思います。
―今後の予定をお聞かせください。
　今もこのお店を必要としてくれるお客様がいます。「人が
欲しがるものをつくるな、人の役に立つものをつくれ」とい
う松下幸之助さんの言葉に共感してお店をやってきまし
た。そんな人の役に立つお店として、これからもできる限り、
この地域のためにやっていきたいと思っています。
―近隣にお住まいの方、お勤めの方、学生さんなど、地域
の皆さんに愛されたはとやさん。現在は、近くでお店を再
開すべく準備中とのことです。地域の先輩として、これから
もよろしくお願いします。

はとや ・友枝美保さん
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　飛行機での旅行、出張も、実はBーぐるが便利です。空港行
きのリムジンバスと接続しているので、空港へのアクセスが
楽ちんです。次のお出かけの際にはぜひお試しください。

千駄木・
駒込ルートなら
4・東京ドームホテル

目白台・
小日向ルートなら
10・ホテル椿山荘東京

Ｂーぐる

 虎の巻
！

其の参

沖縄、北海道、ハワイも

 Bーぐるに乗って出かけよう！

※Bーぐるで沖縄に行けるわけではありません。ごめんなさい。

※リムジンバスの時刻については、東京空港交通HP等でご確認ください。

目
小
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 に乗換え！

羽田空港
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　AGB隊が文高連の皆さんと
　富坂･小石川地区を紹介します。
　● AGB 隊のこと、もっと知りたい！！

　● B ーぐる虎の巻

　● こんにちは！ beopleさん

Bーぐる（千駄木・駒込ルート）の車内で
放映している「Bーぐるチャンネル」の内容を
詳しく紹介しています。
どうぞあわせてご覧ください。

今回協力してくれたAGB隊のみなさん今回協力してくれたAGB隊のみなさん

僕といっしょに出かけ

よ
う
！
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 AGB隊が
チャレンジ!!　

文高連の
サークル活動

　いきいき！はつらつ！な富坂地区の4つの高齢者ク
ラブを紹介します。今回もAGB隊がクラブの活動に
参加し、挑戦してきました。
　皆さんもご一緒にいかがですか？
　（　  …主な活動、　　…主な活動場所 ）

文京茶の間クラブ
会長 ● 杉原 金吉
TEL ● 03-3812-2067
　 民謡、カラオケなど
　 白山交流館

後楽クラブ
会長 ● 和田 懋
TEL ● 03-3811-4613
　 日舞、フラダンスなど
　 諏訪神社社務所集会室

播磨坂クラブ
会長 ● 奥山 泰
TEL ● 03-3943-6150
　 折り紙、ペタンクなど
　 播磨坂事務所、新大塚公園

白山親老会
会長 ● 豊田 ハツ
TEL ● 03-3812-5715
　 カラオケ、手芸など
　 白山交流館

折り紙とペタンクに挑戦！
 フランス発祥のペタンクは、 意外と
頭を使う知的なゲームでした。

演歌に挑戦！
 先生が一人ひとり丁寧に教えてくださ
います。 歌うのは楽しいですね。

日舞に挑戦！
 ついて行くのに必死な私たちを、
先生が丁寧に指導してくださいました。

民謡に挑戦！
 三味線と尺八の伴奏つきで、 一節
一節に感情を込めて歌います。
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御菓子司 千代田
小石川2-25-12　Map ●

　文の京（ふみのみやこ）ゆかりの文人銘菓のひとつ、
「一葉の桃」。小石川が舞台の『にごりえ』に登場する果
実、桃をモチーフに
つくられました。

Apricasa （アプリカーサ）
小石川5-6-20　Map ●

　パンケーキの穴場
店。外はカリカリ、中
はしっとりふわふわ。

café Fuu （カフェ フウ）
大塚3-7-1　Map ●

　厳選のコーヒー豆
を自家焙煎して提
供。飲むと思わず
「ふぅー」となります。

念速寺
白山2-9-12　Map ●

　寛文12（1672）年
創建の寺院。墓地に
は日本で初めて特志
解剖を志願した女性
で、わが国の近代医
学の発展に大きな貢
献をした「美幾女」が
眠っています。

柳町小学校 （跡見女学校跡地）
小石川1-23-16　Map ●

　跡見女学校（現・跡見学園）は、明治21（1888）年に
神田から移ってきて、昭和8（1933）年にいまの茗荷谷

へ移転するまで、こ
の場所にありました。

樋口一葉終焉の地
西片1-17-8　Map ●

　樋口一葉が明治
29（1896）年に肺結
核で亡くなるまでの
14か月を過ごした
場所。『にごりえ』『た
けくらべ』などの代
表作の大半がここで
生まれました。

　Ｂーぐる（千駄木・駒込ルート）車内で放映している
「Ｂーぐるチャンネル」は、AGB隊（跡見・ガールズ・Ｂー
ぐる隊）が区内のあちらこちらに出かけ、沿線地域の皆
さんとの様々な出会いの中から、地域を紹介する番組
です。今年度は、文京区高齢者クラブ連合会（文高連）に
全面協力いただき、後世に伝えていきたい地域の歴史
を4回に分けて紹介しています。
　第4回となる今回は、富坂地区。千川通り沿いのス
ポットをめぐります。

播磨坂
Map ●

　戦後「環状3号線」
の一部として整備さ
れ、およそ150本の
桜の木が植えられま
した。文京花の五大
まつりのひとつ、「文
京さくらまつり」の会
場になっています。

今回の街歩きは、目白台・小日向ルートの
「28・播磨坂」からスタート！

千駄木・駒込ルート「34・文化シヤッター
前」のやや北、紳士服店の脇にあります。

※小学校内に関連の展示はありません。外からそっとお訪ね下さい。

お墓は文京区指定文化財。保存のために
透明なケースで覆われています。

営業時間 10時～20時、月曜日定休、Tel 03-3811-6140

営業時間（平日）11時半～
16、18～23時 （土日祝）12
～21時半、水曜日定休、
Tel 03-3943-8716

営業時間（平日）9～18時
半 （土）10～18時半 （日
祝）10～18時、
Tel 03-3943-7627

歴

千川、小石川、礫川の由来
昔、千川通り一帯は川が幾筋も流れる低湿地で、洪水に
なると土が削れて小石がゴロゴロしていたそうです。その
様子から、小石を「礫」に置き換え、礫川ともいわれるよう
になりました。地名に残る、千川、小石川、礫川はみなこの
様子を表しています。千川は昭和9年に地下水路になり、
その上が今の千川通りになっています。
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千駄木
・駒込ルートで放映中!!
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