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●明治記念館  元赤坂二丁目2番23号

明治記念館本館は、明治14年に当時の皇居だった赤坂仮御所の

別殿として建てられた歴史的建築物です。
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CANADA
in japan● au japon

カナダと日本

オスカー・ピーターソン・シアター
命名式典 カナダ大使館

サックスプレーヤー渡辺貞夫さんらによる演奏も行われ盛大に開催。
 去る3月30日（金）、青山通りに面したカナダ大使館庁舎内地下2階のシア
ターの命名式が行われました。カナダの生んだ世界的ジャズの巨匠、オス
カー・ピーターソンにちなみ「オスカー・ピーターソン･シアター」と命
名され、新たな一歩を踏み出すことになりました。今回のシアター命名に
より、地下2階に一般公開されている施設すべてに名前がつけらました。
 式典には、高円宮妃殿下をはじめ、高齢のオスカー・ピーターソン氏の
代理として来日した娘のセリン・ピーターソンさん（15歳）ほかが出席さ
れ、カナダの誇るジャズアーティスト、オリバージョーンズさんやサック
スプレーヤーの渡辺貞夫さんによる演奏も行われました。
 このシアターは、年間を通して講演会、映画、コンサートなど、一般の
人たちも参加できるさまざまなイベントに利用されています。今後もシア
ターの命名を機に、日本とカナダを結ぶ重要な情報の発信拠点の一つとし

て、その存在感を増していくことが期待されます。 

（左）ジョゼフ・キャロン 駐日カナダ大使  （中央）高円宮妃殿下
（右）セリン・ピーターソン

■シアター【オスカー・ピーターソン・シアター】

カナダ大使館庁舎内地下2階施設案内

 屋外の能楽堂がヒントになっており、天井
には星や枝葉がきらめき、照明は松明のよう
な効果を出すよう工夫されています。年間
200件近いイベントが開催されていて、その
内容も、政治、経済、ビジネス、文化関連の
セミナーや講演会、映画、コンサート、演劇、
朗読会等、多岐にわたっています。233人収
容で、一般の人も広く参加できるシアターとし
て親しまれています。

 アジア最大のカナダ研究ライブラリーで、
英語、仏語、日本語のカナダ関係書のほかに
カナダの新聞や雑誌、ビデオ、マイクロフィ
ルムなどを収蔵しています。2001年には、大
使館新庁舎開館10周年にあたり、生涯を通じ
て日加の友好と相互理解に尽くした歴史学者･
外交官、E.H.ノーマンの名に因んで命名され
ました。

 天井が高く高度な照明や温度調節装置を装
備したギャラリーでは、絵画、彫刻、写真等
の作品の展覧会が開かれています。2003年4
月、高円宮殿下の日加関係に対する功績を称
えるため、「高円宮記念ギャラリー」と命名
し改めてオープンしました。 
※3施設とも原則として入場無料です。

■図書館【E. H. ノーマン図書館】

■アート・ギャラリー【高円宮記念ギャラリー】

赤坂青山にある大使館・観光局 NO.2

オーストリア ギリシャ イタリア

カナダ

赤坂管内にある大使館、観光局の国旗を並べてみました。
※どこの国の旗かわかりますか？ 掲載した国から名前を入れていきます。

★カナダ（Canada） 
●面 積  997.1万k㎡ 
（世界第2位、日本の27倍）
●人 口  約3,200万人
●首 都  オタワ
●言 語  英語・仏語
カナダ大使館（赤坂七丁目）
                   ℡ 03-5412-6200 

大使館建物

 大使館の庁舎のあちらこちらに
は、カナダ人アーティストによっ
て、制作された彫刻や絵画が置か
れています。4階が、大使館の受
付で、青山通りから天蓋付直行エ
スカレーターか南玄関ロビーから
エレベーターで上がれます。

★首都オタワにある国会議事堂       ★バンフ国立公園 

 カナダは、とても大きな国です。自然が満喫できる国、時間がゆったり
と流れていく国、空は大きく心休まる国。ヨーロッパに比べれば、歴史の
浅い国ですが、都会の喧騒から離れ、訪れる価値のある国です。

 キンボールは、1986年カナダ・ケベック州で体育学士マリ
オ・ドゥマース氏により考案されました。わが国では、1997
年10月、大阪で初めて取り入れ、2002年、東京都キンボール
連盟の立ち上げとなり、港区でも行われるようになりました。
 キンボールとは、4人1組の3チーム（ピンク・ブラック・グ
レー）がコートに入り、直径122cm・重さ約1kgのボールをヒ
ット・レシーブして行うゲームです。メンバー一人ひとりが
「主役」としてプレーし、全員が心を一つにして助け合います。
幼児から高齢者まで楽しめます。

◆編集委員お薦めカナダ観光ガイド

◆キンボール
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アークヒルズ らんちたいむ コンサート
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　アークヒルズの恒例企画「ランチタイムコンサート」を今年も開催。
カラヤン広場のステージでは、クラシック、ボサノヴァ、ジャズなどの
本格的なライブコンサートが繰り広げられます。仕事の息抜きに、オー
プンエアーを感じながらくつろぎのひと時をお過ごしください。（荒天時
は中止）http://www.ehills.co.jp
時間 12：00～13：00頃迄　料金 入場無料 　TEL：03-6406-6663

　福井県産の逸品を通じ､福井の魅力を発信し続けている越前･若狭の特撰
館「ふくい南青山291」は5周年を迎えました。この機会にご愛顧を感謝
し、5周年記念イベントを開催いたします。
　　と　き：6月11日(月)～6月17日(日)　11：00～19：00
　　ところ：「ふくい南青山291」1階ショップ＆2階ホール
　　　　　港区南青山5-4-41　　TEL : 03－5778－0291
5周年記念イベント内容：　
　①越前･若狭の伝統工芸品の製作体験　
　②実演＆販売［おぼろ昆布の削りだし､打刃物組合による刃物砥ぎなど］

　5月25日（金）26日（土）の2日間はこの春10周年を迎えるアークガー
デン内サントリーホール屋上にある“ローズガーデン”（平素非公開）
を特別に公開（～15：00）。カラヤン広場では、ローズマーケットなど
様々なイベントを開催します。6月1日（金）までは、ローズテラスが設
置され、夜にはライトアップされたバラをお楽しみいただけます。
http://www.ehills.co.jp/arkhills

ふくい南青山291　開館5年記念イベント
越前･若狭の特撰館「ふくい南青山291」
オープン5周年記念イベント開催！！

「ふくい南青山291」のお洒落な外観

『空き巣が狙う』行楽期
　家人が不在がちの行楽期の週末は、空き巣被害が連続し
て発生する傾向にあります。あなたの大切な財産を守るた
めに次のことに気をつけてください。

1 窓の防犯対策　【侵入に時間のかかる家を嫌う】
　破壊に強い窓ガラスにし、補助錠をつけてください。

2 習慣にしてください【隙を見せない】
　ゴミ出しなど、短時間の外出でも必ず施錠し、郵便受けの新聞
　は溜めないでください。

3 泥棒が嫌う『地域の目』【鍵に勝る防犯】
　お隣さんと協力し、知らない人には一声かけてください。
　

住宅用火災警報器を設置しよう！
　東京都では平成22年4月1日から今お住まいの住宅にも住
宅用火災警報器の設置が義務化されます。設置場所はすべ
ての部屋、台所、階段です（浴室、トイレ、洗面所、納戸な
どは含まれません。）。警報器には煙を感知する煙式と熱を
感知する熱式があります。寝室・階段用には煙式、台所に
は熱式が適しています。火災による被害を軽減するために、
早めに設置してください。

区から助成金が支給されます！　
　『住宅用火災警報器』の購入・取り付けにかかった費用
を助成します。平成19年4月1日以降に行ったもので、購入
および取り付けにかかった費用の1/2を助成し、上限は1万
円です。（申請は一住戸1回限り）   活動推進係  TEL:03-5413-7272

悪質商法にご注意！
　消防署の職員などを装って訪問し、｢すぐに取り付けない
と、罰金を取られる｣などといって不安をあおる悪質な業者
がいます。だまされて、高い品物を売りつけられないよう
気をつけてください。        

赤坂消防署　03（3478）0119

赤坂警察署からのお知らせ

赤坂消防署からのお知らせ

赤坂警察署　03（3475）0110

（写真はイメージ）

時間 11：00～19：00　料金 入場無料 　TEL：03-6406-6663
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赤坂・青山 こんなこと・あんなこと  
　　　　　　ありました

平成19年2月3日（土）午前10時～　赤坂区民センター4階

赤坂・青山

60周年記念講演会　　
「おとなり青山霊園」から赤坂青山の歴史をたどる

講師　都立赤坂高等学校　元職員　橋本　きよ子
　青山霊園の沿革。霊園に埋葬された著名人・外国の調査を通じた、赤坂
高校の生徒による「文化財」の学習。生徒と地域の方との交流。空襲など…
高校生に教えた実体験を元に大変ユニークなお話を伺いました。

　昭和22年（1947年）3月15日、旧芝区、麻布区、赤坂区が統合して港区が
誕生しました。それから、60年…この節目の年を迎えました。この記念の
年の3月15日（木）に赤坂区民センターホールで記念式典と「映像で振り
返る60年」、赤坂中・朝日中の生徒が事前にワークショップで撮った写真を
コラムニストの泉麻人さんがコメントした「港区不思議百景」、区民でもあ
る水谷八重子さんの講演「文化芸術と港区」と盛りだくさん催物が実施さ
れました。

　赤坂地区総合支所では、赤坂青山地区の個性を活かしたまちづくりを推
進するため、地域の意見を反映し、課題解決に向けた検討会を開催してい
ます。その中の1つ「地域教育、子育ち環境整備事業」分科会が主催で、
地域で守る子育てと、近頃の親とこどもの関係など笑いの中での楽しい講
演会でした。

～赤坂青山　美しいまち　マナーのまち～

平成19年2月15日（木）・16日（金）　
クリーンキャンペーン実施

講演会実施

平成19年2月20日（火）於：ホテルはあといん乃木坂　
「子どもの放課後改革がなぜ必要か」

港区政60周年記念ウィーク
「まちに親しむ　まちを楽しむ」

　青山一丁目駅周辺でクリーンキャンペーン
を実施しました。参加された町会のみなさ
ん地元企業のみなさん、ご苦労様です。あ
りがとうございました。　

　●ごみのポイ捨て・歩きタバコの禁止、
　放置自転車の禁止の呼びかけ　
　●ごみの清掃、放置自転車への警
　告札の貼付

講師　千葉大学教育学部長　明石　要一教授

活
動
内
容

平成19年3月15日（木）～22日（木）

生活安全パトロール
平成19年3月22日（木） 平成19年3月23日（金） 平成19年3月26日（月）

表参道清掃活動 町内クリーンＵＰ

　毎月第2第4金曜日に
地下鉄表参道駅の周り
を青山表参道商店会、
周辺町会と地元企業が
中心となって、朝の清掃
活動を実施しています。
見かけたら「ご苦労さん
！ありがとう」の声をか
けてください。

　毎月青山一丁目町会
として清掃と放置バイ
ク自転車の禁止の呼び
かけ及び警告札の貼付
を行っています。

　午後6時から、赤坂一・
二丁目周辺を赤坂福吉
町会・赤坂溜池町会、
赤坂東一・二丁目町会
の方々でパトロールを
しました。

集合場所と集合時間

利用料金と申込み・お問合わせ

●第14回 郡上踊りin 青山（梅窓院境内）
平成19年6月23日（土）
　　17：00～20：30
　　　　　　24日（日）
　　17：00～20：00

平成19年7月21日（土）
　　13：00～17：00

平成19年7月25日（水）　18：30～21：00
　　　　　　26日（木）　18：30～21：00

平成19年7月29日（日）　17：00～22：00
　　　　　　30日（月）　17：00～22：00

●サンサン赤坂納涼祭

●浄土寺盆踊り　

●謝恩納涼盆踊り（青山善光寺境内）

地域で実施される納涼祭に行こう！

交番が「地域安全情報
センター」に変わりました。

南青山六
丁目　

大平台みなと荘利
用者限定観光バスの運行

図書館が「青山一丁目
タワー」3階に移転しました。

｠

　警視庁では、「もっとパトロールをして
ほしい」「いつも交番にいてほしい」とい
った要望に応えるために、4月1日から「南
青山六丁目交番」は地域安全センターに生
まれ変わりました。また、「赤坂二丁目交
番」は、警備派出所となりました。

　赤坂図書館が4月1日から「青山一丁目タワー」
3階に移転しました。
　新しくなった赤坂図書館にぜひお出かけく
ださい！
新住所：南青山1-3-3
TEL：03-3408-5090

　赤坂地区総合支所の前から、大平台みなと荘まで、直通
バスが運行しています。どうぞご利用ください！

※警備派出所とは、警察署管轄区域内の
　特定地域において、警備を必要とする
　対象を警戒するための拠点となる施設
　です。
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④赤坂地区
総合支所前

大人
（12歳以上）

小人
（4歳以上
12歳未満）

お一人様

①港区発 1,800円

1,800円

1,200円

1,200円

②大平台発

①港区発

②大平台発

『お申込み・お問合わせ』

（フジエクスプレス箱根営業所）

受付時間：午前9時～午後8時まで

○荒澤　經子　
○粟津　久乃　
○亀井　洋造　
　

大平台みなと荘

電話　0460（86）1122

赤坂地区総合支所からのお知らせ

タウンミーティングで取り組む4つの分科会とテーマ

区民協働による赤坂・青山のまちづくり

〈地域教育、子育ち環境整備事業分科会の様子〉〈魅力ある街づくり推進事業分科会の様子〉

平成19年度 第1回赤坂青山地区タウンミーティングが
4月26日（木）に開催されました。
　「タウンミーティング」は、地域特性を活かし、住む人、働く
人、訪れる人など全ての人々にとって、魅力ある赤坂・青山のま
ちづくりを実現するため、町会・自治会をはじめ、地域の多様な
皆様と地域の課題について検討し、課題解決に向け協働した取組
みを行うことを目的とした検討組織です。
　第1回タウンミーティングが以下のとおり開催されました。
　初回から活発な議論が交わされました。

●全体会開催内容
平成19年4月26日（木）18時00分～　
（内容）
・区長挨拶
・記念講演会
　建築家・早稲田大学教授
　　　　　　　入江正之教授　
　～魅力あるまちづくりについて～
・タウンミーティングの目的
　（小林進赤坂地区総合支所長）

●分科会を開催
　全体会開催後、4つのテーマごとに、分科会が開催されました。
分科会では新たなメンバーも加わり、自己紹介や今年度の活動方針、
スケジュールなどが話し合われました。
各分科会では、初回から活発な議論が行われました。

〈全体会で講演された入江教授〉

地域情報の
発信・交流
事業

編集後記

赤坂　

平成19年度は下記のメンバーで作成します。
どうぞよろしくお願いします。

（第13回郡上踊りin青山）

○鈴木　正光　
○竹下　邦彦　
○中村　秀治　

○橋本　和子　
○日野　睦子　
○吹澤　照子　

○前川　久美子　
○山本　陽子

古紙配合率１００％再生紙を使用しています

港区コールセンター

みなとコール

5472ー 3710

暮らしの疑問、「みなとコール」でお答えします。

TEL☎5472-3710　FAX：5777-8752
利用時間:午前7時～午後11時まで（年中無休）
E-mail:info@minato.call-center.jp

ゴヨウ（は）ナーニ　　　　  ミナト（コールです）



青山通りから
　　　　　骨董通りから　

　この2つの通りから少し右に折れたり、左に曲がったり……ちょっと裏通り、路地に入
って写真の場所を探しながら、おしゃれでスマートな楽しい裏路地をゆっくり歩いてみま
せんか？

特集 赤 坂 青 山 散 歩 道　

　千代田区から沼津市に至る国道で、通称2（に）4（よん）6（ろく）
と知られています。その起点である三宅坂交差点から渋谷駅東口の
明治通り交差点までが通称「青山通り」と呼ばれています。

青山通り（国道246号線）　ここは思いがけない自由な発想と
美しい輝きを持った建物がたくさん。

斬新なデザインや目を引く
ウインドゥディスプレイが
目を楽しませてくれます。

このビル
はどこか

な
どこか

見たこ
と

ある・
ある

カラフルな色彩と…美しい笑顔…
美味しいメニュー…このような

お店が数々あります。

骨董通りはご存知骨董屋さんのお店が
たくさんあります。…ゆっくり歩いてみると
名前どおりの街の姿が見えてきます。

ファッション・インテリア関係のお店も素敵に
溶け込んでいます。



縁起のよい赤い万両と鶴の庭

二
双
屏
風　

赤坂といえば…

　赤坂といえば、料亭ですが、かつては、永田町の別邸など言われ
た頃から比べ、現在では、数も大変少なくなりました。私達は、な
かなか訪れる機会がないのが、現実です。一般的には、写真など撮
らせていただけないところですが、今回快くご協力していただきま
した。ありがとうございました。　

割烹　つる中
（赤坂二丁目 )
　赤坂の中とは思えない
ほどの静寂なただずま
い、おもてなしの心が伝
わってきます。今回は、
玄関とお庭を撮影させて
いただきました。

赤坂　きくみ　
   　　　　　（赤坂一丁目）
　　　　　　℡ 3583-3600
　明治時代に博多にて開業。
その後赤坂で約50年の老舗
料亭。全国各地より良質な
食材を取り寄せ、この貴重な
食材の持ち味を生かした会席
料理とふぐ料理が有名。

割烹　鶴よし   
　（赤坂二丁目）
　℡ 3583-0782
　落ち着きと安ら
ぎの空間、旬の味
覚が楽しめます。

赤坂　三河家
(赤坂三丁目)
　℡ 3583-2030
　伝統的な日本料理を格安な
料金で、料理はすべて旬の素
材を活かしたお任せ料理。
予約時に相談をすれば、いろい
ろ教えていただけます。

玄関には平山郁夫画伯の絵



赤坂御用地　鮫が橋門
薬医門形式で、迎賓館東門と同様の造りです。

安鎮坂  付近に安鎮（珍）大権現の小社があったので坂の名になりました。

ちょっと一言　
赤坂仮皇居御会食所
　〔現〕明治記念館本館

　明治6年（1873）皇居として使用していた旧江戸城西の丸御殿
が炎上したため、赤坂離宮を仮皇居として使用しました。その際
外国使節団のために明治14年に御会食所が増築され、同21年には
帝国憲法草案審議の御前会議の会場にあてられました。その後、
大井の伊藤博文邸内に「恩賜館」として移築され、大正7年に明治
神宮外苑の造営にあたり、伊藤博文公の嗣子博邦公より、明治神
宮に奉献されて、再度この地に移築されています。御会食所時代
に帝国憲法の審議場であったことから「憲法記念館」と称されま
した。昭和22年11月に「明治神宮結婚式場明治記念館」として初
めて一般に公開され、現在に至っています。

　本館玄関車寄せは京都御所や大宮御所風の宮造
りで、荘厳な姿を今に残し、婚礼を始め節目の記
念写真を撮られる方も多くいます。「金鶏の間」に
は壁一面に吉兆を告げるといわれる鳥、金鶏が舞
い、部屋の中には黒漆塗りのマントルピースのそ
の堂々とした姿を見ることができます。現在は宴
会場やラウンジとして利用されています。

聖徳記念絵画館（新宿区）
　神宮外苑の一角にある美術館。幕末から明治時代までの明治天皇の
業績を描いた歴史的・文化的にも貴重な絵画が展示されています。
　★開館時間　9：00～17：00（年中無休）
　★入館料　　大　　人　500円　　大学・高校生　300円
　　　　　　　小・中学生　200円
　お問い合わせ　℡ 3401－5179

　イチョウ並木
　イチョウ並木の銀杏樹は、
大正12年（1923）に明治神宮
内苑から選抜された146本の
樹を遠近法（青山通りから背
の高い順）に植栽。これによ
り道路の奥行きや絵画館の大
きさを引き立たせるようにな
っています。

　明治神宮外苑とは
　大正15年（1926）10月に明治神宮（内苑）に対して造られた
庭園（外苑）。青山練兵場跡地約14万坪の広大な敷地に各種近
代スポーツ施設や絵画館、憲法記念館などが建てられ、銀杏並
木や公園も整備されました。

　迎賓館
　幕末まで紀州藩と徳川家の藩邸で、維新後は仮皇居でした。明
治32年起工・明治42年竣工、当時皇太子大正天皇の新東宮御所と
して建てられました。戦後、国会図書館とし転用された時期を経
て、昭和49年に現在の迎賓館として改修されました。建物は、ベ
ルサイユ宮殿を範に、外観はネオ・バロック様式、内部はロココ
調でともに装飾性が強く、明治洋風建築技術の総決算といわれて
います。現在は改修中で平成20年3月完成予定です。

赤坂御用地一周　

　赤坂管内で緑豊かな場所。人も少なく、歩いていてとても気持ちが
いいです。ゆっくり歩いて一周約１時間以内のお散歩コースです。
周りの緑を堪能しながら、楽しんで散策してみてください。

紀伊国坂
坂の西側に江戸時代を通じて紀州
（和歌山県）徳川家の広大なお屋敷
があったことから呼ばれました。

（写真：宮内庁ホームページから）

　迎賓館東門
　紀伊国坂に面して喰違橋付近に立地、現在は迎賓館の
東門。薬医門形式で本瓦葦屋根、右手に潜戸を設け両脇
に脇塀が設けられ、築地塀へと接続しています。丸瓦や
鬼瓦、降棟、留蓋瓦には菊御紋が施されています。

東宮御所
皇太子同妃両殿下のお住まいで、
赤坂御用地の中にあります。


