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北区ニュース9月20日号は、

大河ドラマ館特集紙面で

包んでいます。

大河ドラマ館

特集号

おことわり

「渋沢×北区 青天を衝け 大河ドラマ館」で、
パリ万博の世界を満喫しませんか？

大河ドラマ館ホームページ：https://taiga-shibusawa.tokyo

　
　

 7/26 リニューアル！

見どころ①
主演・吉沢亮さんの特大グラフィックがお出迎え！

見どころ③　
大河ドラマの世界を満喫！パネル・衣装・小道具展示

見どころ②　迫力の4Kドラマシアター！
「渋沢栄一と徳川慶喜～運命の出会いから新しい時代へ～」編

　館内でまず目に入るのが、洋

装姿の栄一。

　実は、こちらは北区にある旧

醸造試験所第一工場で撮影さ

れました！後半メインビジュアル

のアザーカット版なんです！記念

に写真撮影はいかがですか？

　入口では他にも、「栄一を支

える一言」をパネルで展示。栄

一の歩みを振り返ることができ

ます。

　実際に撮影で使用された衣装や小道具、相関

図パネルなどを展示。

　栄一の洋装や慶喜公の軍服、徳川昭武の馬術

衣装など、ドラマで見たあの衣装が見られます！

　渋沢史料館の井上館長らによるパリ万博解

説パネルや、ドラマ内に登場したパリ万博日本

ブースのセットの再現が見られるのは、北区な

らでは！

　内装もパリ万博風となっているので、ドラマの

世界観を存分に味わうことができます。

　パリ万博そして明治へ。激動の時

代に奔走する栄一と慶喜の姿を描い

たドラマシアター。

　パリ万博のCG撮影など、ドラマ制

作の舞台裏をのぞくことができます！

　栄一役の吉沢亮さんや慶喜役の

草彅剛さんはもちろん、パリ編から栄

一と関わる五代才助役のディーン・

フジオカさんや杉浦愛蔵役の志尊淳

さんなど、貴重なインタビューも必

見です。

　令和3年8月11日（水）、歌手の水森かおりさんが1日館長に任命されました！

　水森さんは、１日館長として、来館者の出迎えや公園内のパークレール「アスカルゴ」の特別アナウンスなどを務め、北区を

PRしていただきました。

　就任にあたっては、「幼少期からの思い出がたくさん詰まった飛鳥山の地で開催されている大河ドラマ館の1日館長に任命

いただきありがとうございます。大河ドラマを見て、大河ドラマ館に来ていただき、渋沢栄一さんをきっかけに北区がさらに盛

り上がっていくと嬉しいです。」とコメント。

　水森さんは、YouTube「水森かおりチャンネル」にて「北区を盛り上げよう」プロジェクトを開始し、その中で飛鳥山もご紹

介いただいています。水森さんとのデート気分が味わえますよ♪ぜひご覧ください！

北区アンバサダー水森かおりさんが1日館長に就任！

他にも見どころがたくさん！皆さまのご来館、お待ちしています！他にも見どころがたくさん！皆さまのご来館、お待ちしています！

【DEEP散策特設ページ】

https://www.kita-

ku-asukayama.jp/

YouTube
「水森かおりチャンネル」
https://www.youtube.
com/channel/UC_JSx-
7sBQVah-C2m60T1MOQ

ナレーションは橋本愛さん！

飛鳥山と渋沢翁に関するディープなエピソードが楽しめます。

特設ページ公開中！　飛鳥山公園DEEP散策

≪９月２６日（日）まで≫水森さんのアスカルゴ特別アナウンスを期間限定で再放送しています！



渋沢×北区 青天を衝け 大河ドラマ館

渋沢×北区 飛鳥山おみやげ館 キッチンカー しぶさわかふぇ

Q. 大河ドラマ館への思いを教えてください。

渋沢栄一が人生の拠点とした北区・王子飛鳥山に東京23区初と

なる大河ドラマ館が誕生し、開館以来、お客さまの満足度も高く評

判を呼んでいます。大河ドラマ館の入場券で北区飛鳥山博物館の

常設展示も見学できることや、飛鳥山公園すべてが見どころとなっ

ており、栄一の足跡や飛鳥山の地形と歴史がわかる散策スポットも

あります。ぜひお越しいただき新たな発見をしてもらいたいと願っ

ています。

Q. 大河ドラマ館の見どころを教えてください。

館内に入ると、８ｍの大型スクリーンが皆さまを出迎えます。これは北区の大河ドラマ

館向けに制作したオリジナルの展示で、ドラマの世界観を表現した約2分間の映像作品

です。また、渋沢栄一と徳川慶喜の歴史を対比した略年譜、「青天を衝け」の世界が満喫

できる制作舞台裏シアターやパネル、実際に撮影で使われた衣装・小道具の展示、自分の

顔を1万円札の肖像風に撮影できる『なりきり1万円札』のコーナー

など北区ならではの展示を用意しています。

Q. お客さまの反応はいかがですか？

大河ドラマ出演者が使用した衣装や小道具はなかなか見られな

いため、本物が展示されていて良かった、通常では見ることができな

い舞台裏を映像で見られて良かったなどの感想を多くいただいてい

ます。また、北区オリジナルの『なりきり１万円札』企画については、ア

イデアがナイス、面白い、記念になりおみやげになったというコメン

トも多く、北区の皆さまにもぜひ体験していただきたいです。

渋沢×北区 青天を衝け 
大河ドラマ館　館長　

熊木　將人 さん

Q. なぜ大河ドラマ館スタッフに応募しましたか？

自分の住むこの北区が大河ドラマの舞台となることに、幼少期からの

大河ファンの1人として大変楽しみにしていました。そんな折、大河ドラマ

館スタッフの募集を知り、こんな経験は二度とない！と思い応募しました。

何といっても23区初の大河ドラマ館です。この様な機会にスタッフとして

関わらせていただき、とても光栄に思います。

Q. 接客をする際に心掛けていることはありますか？

この様な時期だからこそ、お越しいただいたお客さまには心からの感

謝の気持ちをお伝えしたいと思い、必ず「ご来館ありがとうございます！」と笑顔でご挨拶するよ

うにしています。また、ドラマに関する事はもちろんのこと、北区のおすすめスポット等の情報も常

にスタッフ間で共有し、魅力をたっぷり伝えられるよう心掛けています。

Q. 仕事をしている際に、嬉しかった出来

事はありますか？

北区の大河ドラマ館にはここでしか体

験できない、「あなたも新1万円札の顔

に！？」がコンセプトの『なりきり1万円札』

があります。先日も、お母さまと生後2か月

の赤ちゃんの撮影をお手伝いした際、「初

めての記念写真だね！」ととてもお喜びい

ただき、私も幸せな気持ちにさせていただ

きました。皆さまもご来館の記念に、ぜひ

ご体験ください♪

大河ドラマ館は私たちがご案内します！

渋沢×北区 青天を衝け 
大河ドラマ館 運営スタッフ　

宍戸　梨乃 さん

Q. 一押しの商品を教えてください。

しぶさわくんキャラクター商品、新１万円札デザイン商品、北区の銘品

など、おすすめ商品はたくさんありますが、食べ物では、北区の名店の最

中、まんじゅう、オートミール製品、ガレットなどと一緒に、後味にフルー

ティーさが残るしぶさわくんCOFFEEを楽しむのもおすすめです。皆さ

まもお好みの逸品をお探しください。

Q. おみやげ館で働いていて、嬉しかった出来事は何ですか？

お好みの商品を定期的に買いに来てくださる常連のお客さまや、渋沢

翁、北区の逸品を親戚や友人に送ったりできるのが嬉しいと言っていただけるご近所の方々

が増えていくことが嬉しいです。関西にお住まいのお母さまが、娘さんの出産や大学進学の

ご都合で近くに滞在され、ご一緒におみやげ品を購入いただいたのも印象に残っています。

Q. お客さまの反応はいかがですか？

一般的なお店ではあまり目にできない、渋沢翁関連商品、地域の逸品を多く扱っており、見

ているだけでも楽しいとおっしゃっていただけます。

わくわくした気持ちで、大河ドラマ関連商品、新１万円札や渋沢翁に関連した商品、北区の

逸品を探して購入していただいています。

渋沢翁関連のグッズやグルメをたくさん取り揃えています！

渋沢×北区 
飛鳥山おみやげ館

店長　橋谷　秀幸 さん

Q. 一押しの商品を教えてください。

　厳選した豆から抽出される美味しいコーヒーと季節のおすすめのド

リンクや軽食、その中でも渋沢翁が毎朝好んで食したオートミールを

ミートソースに練りこみ、ベーコンとレタス、ザワークラウトを挟み込ん

だ『しぶさわサンド』が人気となっております。

Q. お客さまの反応はいかがですか？

大河ドラマ館、おみやげ館と共に飛鳥山公園の新たな観光スポット

として、旧渋沢庭園に椅子とテーブルも配置し生前の渋沢翁が楽しん

だ景観に思いを馳せながら、旧渋沢庭園での一時と共にしぶさわかふぇの商品も楽しんで

もらえ、好評をいただいております。

Q. 仕事のやりがいを教えてください。

大河ドラマ館、飛鳥山公園を訪れたお客さまに商品を提供し、今までと一味違う新しい旧

渋沢庭園、飛鳥山公園の過ごし方をご提供し、くつろいでいただいている姿を拝見できるこ

と、「美味しかったよ」「また寄るね」などとお声がけしていた

だけることが私たちの喜びとなります。

ここでしか食べられない限定グルメを召し上がれ！

しぶさわかふぇ
田村　哲朗 さん

Q. しぶさわくんのプロフィールを教えてください。

飛鳥山に住居を構え、北区を人生の拠点とした渋沢栄一翁。

その地北区を盛り上げるために誕生した「しぶさわくん」。象徴

であるシルクハットとステッキを持って、人生の拠点となった北区

を全国にPRしていく広報キャラクターです。

Q. しぶさわくんはどのようにして誕生したのですか？

大河ドラマが決定して様々なプロモーションを行う中で、大河ド

ラマを見ない層や渋沢栄一翁を知らない層にどう

やって広めるかを観光協会のチームで考えました。

そこで渋沢翁をもとに愛されるかわいいキャラク

ターを作る案があがり、試行錯誤の末に若い頃のエ

ネルギッシュな渋沢翁をイメージしたしぶさわくん

が誕生しました。

東京北区観光協会
（城北信用金庫所属）

デザイナー　西田　優衣 さん

Q. しぶさわくんの魅力を教えてください。

仕事や地域振興への熱意を表す輝く瞳、豊かな感情表現や親しみやすい可愛らしいフォルム

も魅力です。ポスターやWebなど様々なコンテンツにしぶさわくんが登場するだけで明るくポッ

プな雰囲気に変えられます。グッズや着ぐるみなど単体でも愛されるキャラクターだと思います。

Q. しぶさわくんへの思いを教えてください。

手書きの案からスタートしたしぶさわくんがラッピングバスや着ぐるみになり、今では連日

様々なメディアで取り上げら

れるようになりました。最近で

は吉沢亮さんがぬいぐるみを

Twitterに出してくださるな

ど、どんどん大きな存在に

なっていて驚いています。毎

日色々なしぶさわくんを描い

ているので日々お披露目する

のが楽しみです。

みんなに愛されるキャラクターになりました！

特別インタビュー！大河ドラマ館と渋沢栄一翁のまち北区を盛り上げる仕掛け人！！

　令和3年2月20日に開館した「渋沢×北区 青天を衝け 大河ドラマ館」。今回の特集号では、大河ドラマ館やおみやげ館の運営、

周辺装飾、イベントの実施など、様々な角度から大河ドラマ館と渋沢翁のまち北区を盛り上げていただいている方々をご紹介します！

aシティプロモーション推進担当課　o ( 3 9 0 8 ) 1 3 6 4

東京北区渋沢栄一プロジェクト 広報キャラクター しぶさわくん



大河ドラマ館ホームページ

大河ドラマ館周辺装飾

大河ドラマ館SNS

洋紙発祥の地碑　壁面装飾 サンスクエア

Q. 装飾への思い、見どころを教えてください。

駅周辺から園内装飾、飛鳥山テーマパークを意識したチケット売り場・観光案内所か

ら大河ドラマ館に入場までの道中もお楽しみください。北区飛鳥山博物館入口の天井面

は幅９m奥行10m、圧巻のグラフィックです！公園奥に進むとおみやげ館に辿り着き、し

ぶさわくんのポップな空気感やフォトスポットが迎えてくれます。

Q. 苦労したところ、やりがいはどのようなところでしたか？　

工程とコスト管理は大変でしたが、各管理部署との調整や許可を得ながら全体のデザ

イン構成のバランスを整え、公民連携によるそれぞれのリソースをしっかりと活かしなが

ら同じビジョンに向けて毎日遅くまで意見を交わし合い、オープン当日の朝を迎えた時

は感無量でした。

Q. 今後北区と一緒に取り組んでいきたいことはありますか？　

「みんなが暮らし続けたいまち北区」にするために、ハード面もソフト面も公民学で連携したチーム

北区による新しい北区のまちづくりです。魅力的な公園や河川の整備計画、新庁舎計画や駅前開発な

ど大きなことから身近な地域防災の話まで、現在のいわゆるコロナ世代と呼ばれる子どもたちの未来

につながる仕組みを北区と共に作っていきたいです。

また、この王子飛鳥山を中心として盛り上がりを見せ始めた渋沢栄一のレガシーを残す北区ブラン

ドの醸成を、皆さまと一緒に考えていきたいです！

Q. 大河ドラマ館ホームページの見どころを教えてください。

渋沢栄一は経済活動のみならず、家族と過ごす日常の生活

の場として、飛鳥山をこよなく愛しました。彼の愛した飛鳥山周

辺の魅力が多くの方に伝わるよう、大河ドラマ館内の見どころ

にとどまらず、地域全体の魅力的なスポットを「食べたい」など

のシチュエーション毎に掲載しております。大河ドラマ館＋おす

すめスポットで一日をコーディネートし、楽しんでいただければ

と思います。

Q. ホームページを作成するうえで苦労したことは何ですか？

飛鳥山周辺を散策いただくことを想定し、スマートフォンで見やすい形を意識いた

しました。また、区内飲食店等の関係者の皆さまにはコロナ禍の中、資料や画像集め

に尽力いただき、魅力的なWebサイトとなったと思います。この場をお借りしてお礼

申し上げます。また、今後コンテンツの追加も検討しており、より充実した内容をご提

供していきたいと考えております。

北区の魅力が盛りだくさんのホームページです！

株式会社オアシステクノロジーズ
副社長　山本　研次 さん

飛鳥山公園を渋沢翁のテーマパークに！

株式会社岩淵家守舎
代表取締役

織戸　龍也 さん

Q. SNSではどのようなことを発信していますか？

大河ドラマ館の展示内容や渋沢栄一ゆかりの地紹介、地域の取組み、おみ

やげ品情報等、渋沢栄一と北区の魅力を発信しています。Twitterはリアルタ

イムな情報、Facebookは事業者さま向けのオフィシャルな情報、LINEは重要

なお知らせを発信する場として、各SNSの特徴に合わせて使い分けをしてい

ます。

Q. 発信内容はどのように決めているのですか？

見ていて楽しい・役立つ・共感できるようなユーザー目線の情報を意識して

発信しています。Twitterでは大河ドラマをご覧になっている方向けに、できる限りドラマの進行や

内容に紐づけた投稿をしたいと思っています。キャストさんに関する情報も欠かさずチェックしてい

るので、ファンの方にも共感していただけたら嬉しいです！

Q. 発信する際に工夫していることはありますか？

少しでも親近感を持っていただけたらと思い、毎週大河ドラマ

を視聴し感想等をリアルタイムにツイートするようにしています。

私自身歴史が苦手なのですが、同じ目線の方にも楽しんでいただ

けるようわかりやすい文章を心掛けています。

ありがたいことにフォロワーからリプライ(コメント)をいただく

機会も増えました！

できる限りお返事をして感謝の気持ちを伝えています。

最新の情報をお届け！親しみやすいツイートを心掛けています！

東京北区観光協会
（城北信用金庫所属）

盛　汐里 さん 

Q. 洋紙発祥の地碑付近の装飾について、取組みのきっかけを教えてください。

当社が発行しているタウン紙「きたシティ」は元々、北とぴあのオープンに合わ

せ、王子界隈の有識者が立ち上がり、渋沢翁が日本最初の洋紙製造工場を操業

した洋紙発祥の地を実証するために発刊した街情報新聞です。

この度、渋沢翁の事績を広く伝えるため、なぜ洋紙製造の地に王子を選び飛鳥

山に住んだのか、史実を刻んだ「洋紙発祥之地」碑を”遺産名所の場”とする企画

を提案し、日本製紙総合開発株式会社さまのご協力のもとで実現しました。

Q. 渋沢翁と北区に関して今まで取組まれてきたことを教えてください。

平成18年に、渋沢史料館さまへ渋沢翁の思いを現代に活かす講演会を提案し、井上館長出前講演会

がスタートしました。また、王子飛鳥山発のイメージ作りのため、世界中の人たちからの渋沢翁晩年の呼

称「グランド・オールドマン」をシルエット化し、賛同店に設置しおみやげ品も開発。

昨今では、渋沢翁が登場した平成28年のNHK連続

テレビ小説の放送を機に、渋沢栄一クイズラリーを開

催。以後、老舗の店主たちと会を結成し、クイズラリー・

街中史料館出前パネル展・訓言巡りを継続しています。

Q. 渋沢翁と北区への思いを教えてください。

「きたシティ」発刊当初、渋沢翁の事績を継ぎ行動を興

した、北区を愛する商店主、企業・金融・専門学校・医療

関係者、記者等諸先輩から渋沢精神を受け継いだ情熱

と
ちゅうじょ

忠恕の心を地域へつなげていけたらと思っています。

洋紙発祥の地・王子をわかりやすく解説します！

有限会社Kプランニング
きたシティ制作室

編集長　桐生　靖子 さん

Q. 渋沢翁と北区に対する思いをお聞かせください。

明治８年、渋沢翁は王子の地に抄紙会社の工場を建設し、

当地は日本の洋紙発祥の地となりました。その後、長い年月

を経て、現在は日本製紙総合開発株式会社が運営する複合

商業施設「王子駅前サンスクエア」となっています。渋沢翁が

いたからこそ存在している会社と言っても過言ではありませ

ん。サンスクエアは令和4年１２月で５０年目に突入しますが、

これは北区民の皆さまにご愛顧いただいているおかげです！

Q. 今後どのように盛り上げていく

か、展望をお聞かせください。

サンスクエアのレストラン「141 OUJI TABLE」と「Ｔｏｐ’ｓ 

ＫＥＹ’Ｓ CAFE」では、大河ドラマの放送に合わせ、渋沢翁

にちなんだ特別メニューを提供しております。また、様々

なメディアで取り上げられた「北区の自販機」での“渋沢

グッズ“や北区関連商品の取扱いなど、新１万円札の顔と

なる渋沢翁の魅力PRを継続してまいります。

懸垂幕でPR！ユニークな自販機や特別メニューも

１４１ OUJI TABLE
店長　小浦　寛之 さん
Top's KEY'S CAFE

田中　梨桜 さん

JR王子駅中央口

バジルとチーズのオートミールパスタ
（141 OUJI TABLE）王子駅前サンスクエア（王子1－4－1）にある石碑

Twitter Facebook LINE

岩淵家守舎
ホームページ



郵便局

J R東日本

警察署

東京メトロ

Q. 北区内の郵便局の皆さまは、いち早く「北区内郵便局×渋沢栄一プロジェクト」を立ち上げ、北区の盛り上げに花を添えて

いただきました。その思いや背景をお聞かせください。

日頃から地域の皆さまにご利用いただいている郵便局として、地域の発展・活性化に少しでも寄与できるようにという思い

で、北区内郵便局が一丸となってプロジェクトを発足しました。

Q. 大河ドラマ館の広告付年賀はがき、渋沢翁記念切手、ラッピングポスト、スタンプラリーなど様々なことにご協力いただい

ています。お客さまや周囲の反応はいかがでしょうか？

コロナの影響を受けるであろうと思っていましたが、予想していたよりもお客さまの反応が良く正直驚いています。それだ

け渋沢翁の名声等が地域の皆さまに根付いていると思いました。

Q. 郵便局における渋沢栄一プロジェクトについて、今後の展望をお聞かせください。

令和6年に新1万円札が発行されます。その時期に合わせ地域の発展・活性化に貢献で

きるものを新たに手掛けていきたいと思っています。

区内全局で盛り上げ！郵便局をめぐるスタンプラリー開催中！

日本郵便株式会社
北豊島二郵便局

局長　藪﨑　智哉 さん

Q. 大河ドラマ館に関連し、新しいことチャレンジしていただけた

とお聞きしました。どのような取組みでしょうか？

JR東日本では、「東京感動線×aini」を活用した地域・現場等を

つなぐ取組みの日帰りツア－の企画を実施しました。渋沢栄一を

深く掘り下げここでしか味わえない企画を盛り込みました。駅の

社員が地域の歴史を学びガイドする新しい試みです。今後は継

続して実施し、北区・王子をより愛される街になるよう地域に貢

献できればと考えております。

Q. 他にも様々な取組みをなされていますが、反響はいかがですか？

「大河ドラマ、渋沢栄一」のキャッチで多くのお客さまに北区・王子を知っていただけ

たと実感しております。JR東日本の広域ネットワークを活かし、ポスターのほか、デジ

タルサイネージを活用した宣伝展開で、東北エリアにも積極的な宣伝展開を図りまし

た。地元の方や当社管内のお客さまに魅力を感じていただけると嬉しくなりました。

Q. 渋沢栄一プロジェクトには「しぶさわくん」、王子駅には駅のイメージキャラクタ－

「きつね王子」がいますが、今後どのように活用していきますか？

「きつね王子」は、王子駅と地域密着型のキャラクタ－として誕生しました。北区には

渋沢栄一プロジェクト広報キャラクタ－「しぶさわくん」が誕生し、今後は、一緒に多く

のお客さまに魅力を最大限に発信し、定着した愛される広報キャラクタ－として活動し

ていきたいと考えております。

日帰りツアーやポスターで、北区・王子の魅力を発信！

東日本旅客鉄道株式会社
東京支社　王子駅

田山 さん、馬場 さん、髙橋 さん

Q. なぜ、しぶさわくんを起用することを考えたのですか？

大河ドラマ主人公の渋沢栄一翁は近代日本の礎を築いた立役者で、注目度抜群であると考えたからです。そこで、彼に交通安全や特殊詐欺防止等の情報を発信してもら

い、「北区の安全安心」に一役買ってもらおうと考えました。

Q. しぶさわくんを起用してみて反響はいかがでしたか？

特殊詐欺防止イベントはテレビ報道で高齢者の皆さまに届き、柳田小学

校での安全教育は子どもたちの記憶に残り、王子駅前でも多くの方が足を

止めてくれました。しぶさわくんの起用で区民の心に響く広報ができたと

思います。

Q. 今後、しぶさわくんや渋沢栄一プロジェクト、北区とはどのように連携していきたいですか？

これからも北区が安全・安心な街であり続けるために、北区と連携して、笑顔の輝くしぶさわく

んと共に交通事故や特殊詐欺、各種犯罪被害を抑止すべく、各分野で積極的に活動をしていき

ますので、ご協力お願いします。

しぶさわくんを特殊詐欺根絶大使・一日警察署長に！まちの安全を守ります！

王子警察署
署長　矢野　誠 さん

Q. なぜ、イベントにしぶさわくんを活用することを考えたのですか？

大河ドラマ館をプロモーションしつつ、連携したイベントができないかと

思っていましたが、渋沢栄一氏をイメージした「しぶさわくん」と弊社キャラク

ター「駅街かける」がどちらも可愛いイメージのキャラクターでしたので、キャ

ラクター同士のコラボ企画として渋沢栄一氏縁の地に存在する駅をまわるス

タンプラリーを実施したいと考えました。

Q. しぶさわくんを活用してみて反響はいかがでしたか？

渋沢栄一氏をイメージした「しぶさわくん」をス

タンプラリーのメインにしたことで、社内でも話題

になり、開催時には多くのお客さまがTwitterな

どに投稿してくださいました。また、スタンプラ

リーの達成賞として、「しぶさわくん」と「駅街かけ

る」のイラストを使用したバッジをお渡ししたとこ

ろ、参加された多くのお客さまに大変ご好評をい

ただきました。

Q. 今後、しぶさわくんや渋沢栄一プロジェクト、

北区とどのように連携していきたいですか？

北区には王子駅

を含めて東京メトロ

の駅が5駅ございま

す。駅と街をつなげ

られるような新たな

連携企画を実施し、

地域一帯を盛り上げ

ていきたいと考えて

います。

しぶさわくん×駅街かけるスタンプラリーを開催！

東京地下鉄株式会社
需要創出・マーケティング部

村松　吉実 さん、山﨑　学 さん

今回紙面で取り上げた皆さま以外にも、本当に多くの方々に支えていただき、大河ドラマ館は

成り立っています！

色々な方面からご尽力いただいている皆さまに、この場を借りて感謝申し上げます。

これからどのように北区が盛り上がっていくか、ご期待ください！

特殊詐欺防止イベント

JR王子駅南口のポスターainiの様子

交通安全パレード（一日警察署長）

広告付年賀はがき（令和2年10月発売） 飛鳥山前郵便局のラッピングポスト渋沢翁記念切手（令和2年11月発売）


