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赤坂
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●息子を名乗る者から「携帯電話をなくした」「番号が変わった」と電話が
来たら詐欺！  必ず元の番号にかけ直して確認！

●知らない人に現金やキャッシュカードを絶対に渡さない！ 知らない名
義の口座に振り込まない！

●在宅中も留守番電話に設定しておくと安心！
  （犯人は留守番電話に声を録音されたくないので電話を切ります）

第20号
平成24年7月10日発行

　第12回
　後藤 新平（ごとう しんぺい）
   （1857年～1929年）
　5号1種イ1側1番乙

自身が総裁を務める医学会に出席
する車中、脳溢血の発作で倒れました。
「岡山、岡山…」と、目的地を最期の
言葉に、昭和４年（1929）４月13日、
京都の病院で息を引き取りました。柩
を東京へ運ぶ列車を見送るため、多くの少年団（ボーイスカウト）の青
年たちが各駅に集まり、東京駅に到着すれば少年団の音楽隊の合奏
に包まれました。
幕末の安政４年（1857）、岩手県の水沢に生まれ、医師、行政官、政
治家として、明治、大正、昭和の時代を駆け抜けた後藤新平、享年73

歳。葬儀は青山斎場で行われました。
東京市長、関東大震災後の首都の
復興を担う帝都復興院総裁、東京放送
（現・日本放送協会）総裁、閣僚（逓信
大臣、内務大臣、外務大臣）などの要
職を歴任。後藤新平の多岐にわたる業
績は、現代の私たちの身近な生活の中
にも見て取ることができます。例えば、
海水浴、赤いポスト、ラジオ放送、ボー
イスカウト、水力発電、市民大学、鉄
道の線路の広軌化による新幹線の開
通など、枚挙にいとまがありません。赤
坂青山地区を貫く外苑東通り、外苑西

通りは、関東大震災後、後藤新平が東京の復興の青写真に描いた、
皇居を中心に道路を放射線状と環状線状に結ぶ道路計画に由来しま
す。２本の通りはそれぞれ、環状３号線、４号線として、復興計画に
組み込まれていました。
晩年、後藤新平が力を注いだのは、人づくりでした。69歳の後藤
新平が、普通選挙の開始前夜の日本で、国民の自治的自覚を促す必
要性を説く「政治の倫理化運動」の第一声を上げたのが、ここ青山の
地。青山五丁目にあった「青山会館」での演説をまとめた冊子「政治の
倫理化」は当時、１００万部を売り上げました。
また、少年団日本連盟（現・ボーイスカウト日本連盟）の初代総長を
務め、「少年団の自治は、国民の自治となり、やがて文明社会の柱に
なる」と青年たちに夢を託しました。後藤新平が少年団のモットーとし
て提唱した自治三訣「人のお世話にならぬよう、人のお世話をするよ
う、そして酬いをもとめぬよう」
は、自身が少年時代から心掛け
てきた志だったといいます。

後藤新平の生涯については、女婿
である鶴見祐輔氏が著した『正伝後
藤新平』（藤原書店）や『後藤新平
の「仕事」』（藤原書店編集部編）な
どに詳しい。

赤坂警察署からのお知らせ
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赤坂新町五丁目町会は、多くの人々が行
きかい、賑わいのある赤坂通りの西に位置し
ます。このあたりは、戦前から商店街を形成
し、戦火を受けた後も旧態を変えず復興を
遂げ、今も昔も近隣の需要を満たす商店街
が軒を連ねます。また、このエリアには緑が
多く、春には芝桜も開花し、自然豊かで落ち
着いた雰囲気をも感じることができます。
町会では、江戸時代から伝わり、赤坂の財産でもある赤坂氷川山車（日
本武尊）を所有しており、その保存を目的とした保存会の活動は町会活動
のひとつでもあります。さらには、夏休みのラジオ体操や浄土寺の盆踊り
など地域に根ざした活動にも精力的に取り組んでいます。
地域住民の相互協力・連携がますます重要視される今日、町会では他町
会とも協力し、災害対策についても積極的に推進しています。

元赤坂二丁目町会は、赤坂地区の北端に
位置し、赤坂御用地の北側、新宿区との区
境の閑静な場所に位置しています。坂のま
ち赤坂を象徴するかのように、町会内にあ
る赤坂御用地の北側に沿う安鎮坂は、都内
では最大級となる200ｍ超の長い坂道であ
り、多くのランナーが走る人気のマラソン
コースとなっています。
昨年の東日本大震災を機に近隣住民とのつながりの重要性が高まって

います。そのような中、元赤坂二丁目町会は、今年4月から赤坂地区の
21町会・自治会が参加している防災住民組織『赤坂地区防災ネットワーク』
に加入しました。町会員同士協力し合い、また近隣町会ともお互いに手
を取り合える関係を築き始めています。

赤坂新町五丁目町会は、赤坂通りを中心とした地域となります。その
ため赤坂第一商店街と定例会や活動を一緒に行っています。また夏に行
われるラジオ体操についても、周辺町会と合同で行っています。このよ
うに活動を合同で行うことで、顔の見える地域づくりを目指しています。
今年は、赤坂氷川祭において町会所有の日本武尊の初巡行が予定さ

れており、町会を挙げてお祝いをしたいと考えています。
町会の垣根を越えて、新しい地域協力体制を作りつつ、まちの財産を
大切に守り継承するまちづくりを目指しています。

赤坂新町五丁目町会　田中 芳明 会長　談

現在では閑静な街並みとなっていますが、戦前は陸軍の馬の厩舎があり、
戦後は畑となり国民に払い下げられ、昭和22年頃から民家が建つように
なり現在に至っていると聞いています。
バブル当時までは１０軒の民家がありましたが、現在は５軒になっていま

す。町会内では高齢化が進んでいますが、信頼関係を築き上げ、お互い
のコミュニティを大切にしています。特に、昨年の東日本大震災以降は、
町会員同士の関係も深めており、赤坂地区防災ネットワークへの参加は、
近隣町会・自治会の皆さんとも交流が深められると思っています。
日頃からコミュニケーションを取り合い、これからも地域の絆を深めてい

きたいと思います。   元赤坂二丁目町会　新田 義博 会長　談

熱中症に注意！ ～夏本番前から熱中症予防対策を～

再生紙を使用しています

「MYタウン赤坂青山」は、地域の人が自ら企画・取材し、編集する地域情報誌です
赤坂青山の身近で魅力ある情報の発信を目指します

この情報誌についてのご意見等ございましたら、ご一報ください。
赤坂地区総合支所協働推進課

電話 : 03-5413-7013　 FAX : 03-5413-2019

平成25年に「第68回国民体育大会」（東京国体）が
開催され、港区は「なぎなた競技」を行います。
競技会では、各都道府県から予選を勝ち抜いてき

た選手達が、演技競技と試合競技を競います。

●会期　平成25年9月29日（日）～10月1日（火）
●会場　港区スポーツセンター（港区芝浦3-1-19）

「なぎなた」ってどんな競技？
国体のなぎなた競技には、演技競技と、防具を着けて行う試合競技が

あります。演技競技は、１チーム２人ペアで「しかけ・応じ」に別れ、定め
られた技の中から指定されたものを行い、その技の優劣を競う競技です。
試合競技は、３人１組の団体戦で、「先鋒」「中堅」「大将」で試合を行い、
定められた部位を正確に早く打突し、勝負を競います。

●問い合わせ
生涯学習推進課 国体推進担当
電話：03-3578-2111
　　（内線2745、2746）

●お問い合わせ／協働推進課 協働推進係　電話：03-5413-7272
町会・自治会に加入しましょう！

地域で活躍している町会・自治会活動を紹介します

地域の人が
つくる

還付金名目の振り込め詐欺 急増中！
    「還付金があります」「社会保険庁と連絡を･･･」
こんな電話には要注意！ 医療費や税金の還付を装った還付金詐欺犯人
からの電話です。ATMを使用して役所等からお金が還付されることは
絶対にありません！

平成２５年東京国体開催！ 
港区は「なぎなた」競技を行います

自治三訣

少年団日本連盟初代総長の頃

表参道駅周辺には、近年
約500台を超える放置自転
車がありました。今回の駐
車場設置に伴い、表参道駅
周辺を放置禁止区域に指定
し、順次即時撤去を実施し
ています。自転車利用時は、
必ず自転車駐車場をご利用
ください。

【表参道駅前暫定自転車駐車場】
●所 在 地／港区南青山三丁目13番
●設置期間／平成24年3月1日～平成26年2月（予定）
●収容台数／312台
●営業時間／午前4時30分から翌日午前１時まで
●利用料金／最初の2時間まで無料。（以降10時間毎100円）
※撤去した自転車は、海岸三丁目自転車等集積所（ゆりかもめ『芝浦ふ頭
駅』徒歩5分）へ移送します。

第53回都道府県対抗なぎなた大会
（東京国体リハーサル大会）試合競技の様子

大会マスコットキャラクター
ゆりーと

赤坂新町五丁目町会…顔の見える地域づくり

一般財団法人港区国際交流協会が主
催している日本語初級講座の教室を訪
れました。 今回は3つのレベルのうち最
初の、初級講座ステップ1を見学しまし
た。先生と生徒がとてもリラックスした環
境で楽しそうに学んでいました。
講座立ち上げに関わった木下貞子先
生によると、当時は教材もテキストも今
のように豊富ではなかったため、少しで
も港区の日本語講座の特性を生かすた
めに試行錯誤を重ねて現在に至るそう
です。

20年前は主に欧米の生徒が多く、最近はアジアからの生徒が増え
てきたそうです。「言葉は文化です。日本語を教えながら折に触れて
その言葉の背景にある日本の文化も伝え、私たちも生徒から様々なこ
とを学ばせてもらっています。」と木下先生はおっしゃいます。

当日、教室にいた15名の生徒のうち数名に、インタビューを行いま
した。
●ディネシュ・ヴィヤスさん（インド出身）：　ベジタリアンで、日本語の
「肉なし」という言葉を初めて覚えたそうです。来日してから日本人が
規律正しいのにとても感心し、いずれは日本語で日本の友人と会話を
したいそうです。
●デービッド・ライディーさん（オーストラリア出身）：　他のアジアの国
と違って日本では英語があまり通じないと感じ、日本語を覚えるため
に教室に通い始めました。教室では様々な国の生徒と交流できるのが
楽しいそうです。
●エドワード・レディングさん（アメリカ出身）：　港区役所で外国人登
録の際にチラシを見てこの教室を知ったそうです。教室の先生たちか
らは親身になって説明してもらえるといいます。まずは日本語を使って
飲食店での注文から始めているようで、いずれは自由に会話をしてみ
たいそうです。
●リ・ライさん（中国出身）：　日本の文化や歴史、特に能に興味があ
るそうです。教室で習った日本語を先生と生徒で実際に使ってみる練
習がためになるそうです。
●サンティ・ウィリアムズさん（アメリカ出身）：　他のアジアの国々で
長く生活していた経験があり、数年前から奥さんと日本で暮らし始め
たそうです。5歳のころか
ら空手や柔道などを習っ
ていて日本語には馴染み
があり、少しずつ丁寧に
教えてくれるこの教室の
スタイルがあっていると
のことでした。

元赤坂二丁目町会…近隣相互のコミュニティを大切に

毎年5月に町会内に咲く薔薇です

町会役員のみなさん

①外で活動するときは
●外出時は、なるべく帽子や日傘
で直射日光を避けましょう。
●こまめに休憩し、水分補給をし
ましょう。
●炎天下や非常に暑い場所では、
長時間の作業やスポーツを避け
ましょう。

赤坂消防署ホームページ
　http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-akasaka
●お問い合わせ／赤坂消防署　電話 ： 03-3478-0119

②室内では
●窓際等の日当たりのよい場所を
避けましょう。

●風通しをよくして、高温多湿にな
らないように気をつけましょう。
●動いていなくても、スポーツド
リンク等の水分補給を心がけま
しょう。

●めまい、失神
●筋肉痛、筋肉の硬直、
筋肉が痙攣(けいれ
ん)する
●大量の発汗
●頭痛、吐き気、嘔吐（おうと）、倦怠
（けんたい）感、虚脱（きょだつ）感

～熱中症を防ぐために～

～こんなときは熱中症を疑う～
●暑いのに汗をかいていない。皮
膚が乾燥している。

●排尿回数が少ない。尿の色が濃い。
●意識状態がいつもと違う。もう
ろうとしている。
●異常な高体温となっている。

～熱中症に対する応急手当の方法～
❶風通しのよい日陰や、冷房の効いている場所に移動しましょう。
❷衣服をゆるめて、体を楽にしましょう。
❸冷たい水で冷やしたタオルを脇の下や足の付け根におき、体を冷やしましょう。
❹自分で飲めるようなら、スポーツドリンクや薄い食塩水（およそ500ｍｌ
に１ｇ程度の割合）を飲みましょう。ただし、意識障害などがあり、自力
で飲めない場合は無理に水分補給をする必要はありません。
❺意識がもうろうとしたり、高熱となった場合などは、早めに医療機関
で受診しましょう。

※暑さの中で少しでも体調不良を感じたら、無理をしないようにしましょう。

振り込め詐欺被害に遭わないためのポイント

「メールけいしちょう」登録者募集中！
警視庁では、お住まいの地域で発生した犯罪の情報などを、メールで

お知らせしております。個人のパソコンや携帯電話から登録できます。詳
細は、警視庁ホームページをご確認ください。

携帯のバーコード
リーダーからの
登録

パソコンからの登録
警視庁のホームページから「メールけいし
ちょう」コンテンツを開き、空メールを送信
し、返信された登録フォームから登録する
ことができます。

●お問い合わせ／赤坂警察署  電話 ： 03-3475-0110（内線2612）

６５歳以上の１人暮らし高齢者宅を
訪問します。

お気軽にご相談ください！
電話／０３－５４１０－３４００
(平日 ９時～１７時)

〒107-0061 港区北青山１－６－１
赤坂地区高齢者相談センター内

民生委員や自治会・町会、近隣の人等
地域のかたと協力して見守りを支援し
ていきます。

表参道駅の暫定自転車駐車場を
ご利用ください

都税についてのお知らせ
耐震化のための建替え又は
改修を行った住宅に対する
固定資産税・都市計画税を
減免します（23区内）

●減免対象
昭和57年１月１日以前からある家屋を取り壊し、当該家屋に代

えて、平成21年１月2日から平成27年12月31日までの間に、耐
震化のために新築された住宅のうち、一定の要件を満たすもの。

●減免の期間と額
新築後新たに課税される年度から3年度分について居住部分の

固定資産税・都市計画税を全額減免(減免の対象となる戸数は、建
替え前の家屋により異なります)。

●減免対象
昭和57年１月１日以前からある家屋で、平成20年１月2日から
平成27年12月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるよ
う一定の改修工事を施したもの。

●減免の期間と額
改修工事完了日の翌年度分から一定期間、居住部分で１戸あた

り120㎡の床面積相当分まで固定資産税・都市計画税を耐震減額
適用後全額減免。

減免を受けるには申請が必要です。建替えと耐震改修とでは減免申請
期限が異なりますのでご注意ください。
詳しくは、当該住宅が所在する区にある都税事務所へお問い合わせく

ださい。
●問い合わせ　港都税事務所　電話：03-5549-3800

耐震化のための建替え

耐震化のための改修

場内に2機ある精算機は、Suica、
PASMO（電子系交通マネー）によ
る決済が可能です。

赤坂青山ふれあいサロン

赤坂地区
ふ れ あ い 相 談 室

日本語講座の様子
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Ｍｙタウン赤坂青山 英語版（Nｏ.15.16.17.18）シリアアラブ大使館紹介
記事において、一部誤りがありましたので、訂正いたします。
関係者および読者の皆様にはお詫び申し上げます。
  （誤）→2 to3 million Jews.     （正）→a few hundreds Jews
　We would like to put a correction of a description in the article 
introducing Syrian Arab Republic which was on the English version (N
ｏ.15.16.17.18) of “My Town Akasaka Aoyama”.
　We sincerely apologize to you and all parties concerned for the error.
　Error:  2 to3 million Jews    　Correction:  a few hundreds Jews

 毎月 第2・第4水曜日 午後1時30分～
赤坂青山ふれあいサロンは、「地域の高齢者のふ
れあい、つながりの場」、「気軽におしゃべりや相談が
できる楽しい居場所」を提供しています。
毎月２回、第2・第4水曜日の午後1時30分から、赤
坂地区総合支所で開いています。赤坂地区の区民参
画組織「いきがいづくり推進分科会」のメンバーが中

心となり、一緒にお
茶を飲んで歓談した
り、プランター菜園
や手芸、体操、バス
ハイクなど、参加者
の手作りの企画を楽
しんでいます。
参加費は、お茶代

として１回100円です。
申込みは要りませんの
で、直接、赤坂地区総
合支所の1階会議室に
お越しください。

　●問い合わせ　港区赤坂地区総合支所区民課保健福祉係
　　　　　　　　〒107-8516 港区赤坂4-18-13
　　　　　　　　電話：03-5413-7276

TBSみつばち園見学の様子

プランター菜園の様子

講師の木下貞子先生

（写真提供 ： 後藤新平記念館）



昔は絵柄が違った
（山陽堂の壁画）

昭和レトロな建物
（青山北町アパート）

200年のご神木
（事業構想大学院大学）

高野長英
ゆかりの地

室町時代へ
タイムスリップ
（銕仙会）

個性的な
建築物群
（みゆき通り）

青山にホタル？
（青山小学校）

清々しい
竹林参道
（梅窓院）

南青山四丁目に川？
（笄川支流跡）

明治村？
（旧乃木邸）

中に入ってみたい！
（迎賓館）

自由に入れる
空中庭園

（カナダ大使館）

異国情緒
あふれる石像

（高橋是清翁記念公園）

 「弁慶と牛若丸」
の舞台？
（弁慶橋）

黄金の 「らくだ」由緒ありげな
小公園
（銀杏ヶ丘）

ビッグハット
（TBS放送センター）

包丁に感謝する碑
（赤坂氷川神社・庖丁塚）

長い歴史のなかで、様々な出来事をそこかしこ
に刻み込んで来た由緒ある町、赤坂・青山。
その赤坂・青山に住み、あるいは職場とし、大
抵のことは知っているつもりの私たちですが、時
として「あれ、これは何？」とか「へえ～、こんなも
のがあったんだ」というものも結構あります。
そこで今回は、「知っているようで、よく知らな
い」赤坂・青山の「知る人ぞ知るスポット」を特集し
てみました。さて、あなたは何ヵ所ご存知ですか？

山陽堂の壁画
黄色い背景の赤い風船

の絵が第1号で、昭和50年
（1975）、現在の「傘の穴は
一番星」に変わりました。
この壁画は、『週刊新潮』

創刊から25年にわたり表
紙絵を担当された谷内六郎
氏のモザイク壁画です。昭
和38年（1963）、東京オリ
ンピックに向けた青山通り
拡張工事の影響で改築工
事を実施、その際に誕生し
ました。その後、1号目は外装工事のため保存
が難しくなり、2号目に代替わりしました。約
50年前に、東京を訪れた各国のオリンピック
代表選手が目にしたのは、今とは違う壁画だっ
たのですね。
■ 所在地／北青山3-5-22

青山北町アパート
青山通り北側の緑に囲まれ

た敷地は、昭和32年（1957）か
ら昭和43年（1968）にかけて建
てられた都営住宅の青山北町ア
パートです。

もともとは明治34年（1901）に小石川から移転されてきた東京府師範学
校（現在の東京学芸大学）と附属小学校がありました。昭和11年（1936）の
移転後、昭和15年（1940）に東京府立第十五中学校（現在の東京都立青山
高校）が開設、昭和20年（1945）の大空襲で焼失しました。戦後に都営住
宅が建てられ、今では師範学校の跡地を示す石碑があります。
■ 所在地／北青山3-4

事業構想大学院大学
青山通りから入ったところに古い木

造家屋があり、この楠も高さ十数メー
トルもある立派なものでした。昭和50
年（1975）の区の記録には、幹の周囲は
4m20cmとあります。楠は土地の売却に
あたって切り倒され、かつての姿をしの
ばせる大きな切り株だけが残りました。
（株）宣伝会議がこの地を入手してすぐ、
切り株の2か所から小さな芽が数本出て
いるのが見つかったため、建物は、楠を
中心に根を遮ることのないよう設計され
ました。平成8年（1996）、次々に新しい
芽が出はじめ、1年後には建物の１階部

分を超えるほどに成長しました。「命のよみがえったこの木を、ずっ
と大切に守っていこう」との話が持ち上がり、平成12年（2000）の夏、
和歌山県の熊野本宮大社のお祓いを受け、「ご神木」となりました。
現在は、事業構想大学院大学の入り口で、青山にできたアカデミ

ズムの芽を見守るように、葉を風になびかせながら、ゆったりと佇
んでいます。傍らに立つお社（やしろ）は切り株の守り神です。

銕
て っ せ ん か い

仙会
表参道駅から南青山方面

へ、デザイナーズ建築が立
ち並ぶみゆき通りを歩いてい
くと、銕仙会能楽研修所の
大きな建物が見えてきます。
「青山能」公演は、２階の能舞台で演じられます。
面、装束をつけ、謡い舞う。室町時代、世阿
弥が大成した能楽の世界が今ここに。
観世銕之丞（かんぜてつのじょう）家を中心

とする銕仙会は、定期公演と、子どものため
の能教室、国語・音楽の先生のためのワーク
ショップ、終演後の講座等を開催。600年以
上続く伝統芸能に青山で会えます。
■ 所在地／南青山4-21-29　■ 連絡先／電話：03-3401-2285

みゆき通り
みゆき通りの経緯について、都市計画家の神谷裕直さんにお聞きしました。
「昭和50年（1975）、青山フロムファースト（山下和正）への三宅一生氏のブ
ティック出店を機に、日本らしいファッションを発信しようと、ヨージ・ヤマモ
ト氏のY'sスーパーポジション（内田繁）など先駆的なデザイナーが続々とみゆき
通りに集結。近年、南青山スクエア（光井純）、プラダブティック青山（ヘルツォー
ク＆ド・ムーロン）など海外ブランドも出店し、個性的な建築物が増えました。
ファッション以外でも、根津美術館（隈研吾）、コレッツォーネ（安藤忠雄）、ヨッ
クモックビル（（株）現代計画研究所）、サンコーノビル（長田祐之）などが立地。
一方、小さな祠（ほこら）があるなど、モダンデザインと伝統的な精神性が渾然
一体となっていることが、みゆき通りの魅力といえます。」
※（　）内は設計者。敬称略

梅窓院の竹林
青山通りから梅窓院山門へと続く、

約40mの見事な竹林アーチ。「平成16
年（2004）の梅窓院改修時に、設計の
隈研吾先生が久留米から取り寄せられ
た金明孟宗竹で、節が緑色と黄金色と
交互に表れるのが特徴です」（広報部 
川添さん）。朝夕に掃き清め、“竹の子
が生えすぎないように”専門の職人さ
んがメンテナンスをと、その清々しさ
を保つにはご苦労も。根元には、境内
にあった手水鉢や燈籠に加えて稚児地
蔵が2組。かわいい表情に心癒さ
れながら、古都とは趣の違う都市
空間の竹林を歩いてみませんか。
■ 所在地／南青山2-26-38
■ 連絡先／電話：03-3404-8447
http://www.baisouin.or.jp/

金明孟宗竹の梅窓院参道

40年前の青山を知る川添さんと稚児地蔵

   青山小学校
港区立青山小学校が「夢のあ

る学校をつくろう」と、ホタル
の飼育を始めたのは平成16年
（2004）のこと。毎年６月に開
かれる「ほたるを見る夕べ」に
は、子どもから大人まで3日間
で600人以上が訪れ、ホタル舞
う幻想的な夜を楽しみます。
■ 所在地／南青山2-21-2

旧乃木邸
明治時代の陸軍大将乃木希典の愛馬「壽（ス）号」

と「璞（アラタマ）号」の厩（うまや）と馬専用の井戸。
木造の邸宅に比べ、厩は明治22年（1889）の建立
当時としては立派な煉瓦造りです。　
写真手前の円形の物が馬専用の井戸で、少し離

れた場所にもう一つあり、乃木希典が馬をとても
大切にしていたことがわかります。厩は、港区指
定文化財になっています。
■ 所在地／赤坂8-11-32

迎賓館
豊かな緑に囲まれ、華麗な姿を誇る迎賓館。かつ

て紀州徳川藩の江戸中屋敷があった敷地の一部に、
明治42年（1909）に建設された建物です。宮廷建築
家の片山東熊が設計を担当。日本唯一のネオ・バロッ
ク様式の西洋風宮殿建築で、国宝に指定されています。
当時は東宮御所として建設されましたが、戦後は国
立国会図書館などを経て、国の迎賓施設として使わ
れるようになりました。世界各国の国王や大統領などの国賓、公賓等が宿泊。
昨年、大きな注目を集めたブータン国王夫妻もここに滞在されました。
 「外国人をもてなす施設なのに、なぜ西洋建築？」と思われがちですが、

敷地内には「游心亭（ゆうしんてい）」という和風建築の別館もあります。賓客
を和食でおもてなししたり、日本舞踊が披露されることもあるとか。
毎年夏には公募による参観を実施（今年の募集は終了）。秋にも前庭公開

が行なわれ、今年は11月1日（木）～3日（土）に開催される予定です（事前申し
込み不要）。詳細は迎賓館ホームページで。
■ 所在地／元赤坂2-1-1　　　　　　　　http://www8.cao.go.jp/geihinkan/

花崗岩に覆われた、二階建ての宮殿。
両翼を広げ、人々を迎え入れるようなデザイン

正面玄関の先は中央階段ホール。床はイタリア
産、壁はフランス産の大理石が用いられている

カナダ大使館
長いエスカレーターを上がると、そこはカナダの風が吹い

ています。迎えてくれるのは、大西洋の岸壁に砕け散る波の
オブジェ。回廊になっているカナダ・ガーデンを歩きます。先
カンブリア紀の岩盤からはじまり、北極地域、そしてオリンピッ
ク冬季競技大会（バンクーバー2010）のロゴマークのデザイン
にも採用され、カナダ先住民が航海や狩猟の道標としていた
イヌクシュクの石像。雄大なカナディアン・ロッキー山脈が存
在感を出しています。
穏やかな太平洋の波を抜けて、最終地点は禅僧で庭園デザ

イナー枡野俊明氏の日本庭園です。静寂の中に、日本とカナダ
のコミュニケーショ
ンをテーマにした２つの石
が温かく迎えてくれます。
ストーリーを想像しな
がら、ゆっくりと歩いたら、
カナダを身近に感じられ
ますよ。
〈写真提供：カナダ大使館〉

カナダ大使館
　■ 所在地／赤坂7-3-38
　■ 連絡先／電話 03-5412-6200（代表）
　■ 開館時間／月曜～金曜 午前9：00～午後5：30
　　　　　　　（図書館およびギャラリー）　
　　　　　　　月曜～金曜 午前10：00～午後4：00
　　　　　　　水曜のみ 午前10：00～午後8：00
　※一部のカナダおよび日本の祝日は休館
　http://www.japan.gc.ca/

高橋是清翁記念公園
これは「文人像」と呼ばれる石像です。文人とは学者あるいは芸術家

のこと。元々は王の墓を守護する石像で、中国から朝鮮半島、西日本に
多く見られますが、日本では庭園の美術品として設置されていることが
多いようです。同公園の「文人像」は、案内板には４体が描かれています
が、取材をすると６体あり
ました。公園を管理してい
る港区土木係の方にお話を
伺うと30年余り前に近隣の
ビル立替の際に寄贈を受け
たものとか。大きさ、表情
とも１体ずつ異なり、異国
情緒にあふれたミステリア
スな雰囲気が漂います。
■ 所在地／赤坂7-３「高橋是清翁記念公園」内

弁慶橋
赤坂青山地区では唯一の橋であり、赤坂（港区）

と紀尾井町（千代田区）を結ぶ架け橋、「弁慶橋」。
この橋がなぜ「弁慶橋」と呼ばれるのかご存じで
しょうか？
武蔵坊弁慶と関係がある？ それとも牛若丸（源

義経）と関係がある？ 正解はこの壕（江戸時代の外
濠）普請の棟梁、「弁慶小左衛門」の名前から弁慶
壕、弁慶橋と呼ばれるようになったようです。残
念ながら「弁慶と牛若丸」とは無縁でした。
ちなみに区境は橋の中央で、港区と千代田区が

半分ずつ管理し、橋の路面管理は千代田区が受け
持っているとのことです。

らくだのオブジェ
80年代バブル全盛の頃、六本木のジュ

リアナだけではなく、赤坂にも、ムゲン、
WHITE HOUSEなど、知る人ぞ知るディ
スコがありました。WHITE HOUSEから
BLACK & WHITE、その後キャメルと名
を変え営業していましたが、現在は、
赤坂宝石彫金学園になっています。
どうしてこのオブジェを建てた
のかは、元オーナーも亡く
なり、所有者も変わり、
詳しいことはわからなく
なってしまいました。
■ 所在地／赤坂4-7-16

銀杏ヶ丘
赤坂パークビルヂング敷

地内にある小公園です。
TBSを含む一帯は「近衛歩

兵第3連隊」の跡地であり、連
隊のシンボルであった銀杏と
記念碑があり「銀杏ヶ丘」の名
で、当時の歴史を伝えていま
す。2・26事件の際、連隊の
中原部隊はここを出発し、高

橋是清邸を襲撃しました。赤坂が軍
人の町であったことを思い、歴史を
振り返ってみてはいかがでしょうか。

TBS放送センター
ニックネームの由来は屋上に

周囲をパラボラアンテナで囲ま
れた巨大なパラボラデッキがあ
り、社屋が帽子を被っているよう
に見えることから「ビッグハット」
と呼ばれています。設置年は平
成6年（1994）、直径は36mにも
及び、重さは約730t。現在ライ
トアップは省エネのため消灯して

いますが、イベントなどで点灯する場合もあります。ちなみに、TBS放送
センターには9つのテレビスタジオと8つのラジオスタジオがあり、都内民
放でテレビとラジオ両方の番組を放送しているのはTBSだけだそうです。
■ 所在地／赤坂5-3-6

赤坂氷川神社・庖
ほうちょう

丁塚
建立された会の堀込一之さん

（赤坂青山料理飲食業組合連合
会会長）にお聞きしました。
「会の創立20周年を記念して
先輩達が道具の包丁に感謝する
気持ちを忘れないように昭和49
年（1974）に建立され、毎年10月
初旬に『庖丁塚例祭』を連合会主
催で、赤坂青山の料理界の良心
の心根、先輩の心意気を確認するために開催しています。私は職人で
すからお客様へ感謝する気持ちを直接、言えないので例祭に託してい
ます、照れ隠しですね。」
ちなみに、塚の左前にある30周年に建立された石碑は赤坂のＡと

青山のＡをとり２つのＡの上に盃がデザインされています。
■ 所在地：赤坂6-10-11　（赤坂氷川神社内）

青山北町アパート

笄
こうがいがわ

川支流跡
笄川は、渋谷川の支流の一つで、現在

は全面的に暗渠化されています。その支
流の一つが南青山三丁目付近を水源とし、
南青山四丁目の南西側の谷を東進して、

青山橋付近で現在の外苑西通りの西側を流れる
本流に合流します。当時存在した、原宿村飛地
の田畑を潤していたと思われます。その田畑を拡
げる為に築いた崖が残っていて、住宅の間から、
少しだけ顔を覗かせています。谷に下りる道には、
坂では無く、階段を下りる箇所があります。

塚

BLACK & WHITE、その後キャメルと名
を変え営業していましたが、現在は、
赤坂宝石彫金学園になっています。
どうしてこのオブジェを建てた
のかは、元オーナーも亡く

「高野長英終焉の地」の碑
スパイラルビルの正面向かって左

の柱には「高野長英終焉の地」の碑が
埋め込まれています。江戸時代の蘭
学者高野長英はシーボルトに師事し
精力的に学問を探究しますが、著書
「夢物語」が幕府批判にあたるとして
捕えられます。放火により脱獄し逃亡、
この地で密かに医業を営むも、最後には追いつめられ、嘉永3年
（1850）、自ら47歳の生涯を閉じました。時代の先端をいく華や
かなビルにさりげなく刻まれた壮絶な歴史の跡…青山の懐深さを
感じます。
■ 所在地／南青山5-6-23

表参道交差点の目立つ壁画、

昔は図柄が違ったってホント！？

昭和を感じさせるレトロな建物は？

命のよみがえった
200年のご神木

  なぜ「みゆき通り」には
個性的な建築物が多い？

清々しい
竹林参道のヒミツ

　　異国情緒あふれる
不思議な石像は、一体、何？

牛鳴坂入り口にある
黄金の「らくだ」って何？

「赤坂氷川神社」にある

「庖丁塚」と刻まれた石碑？
 青山に、江戸時代の蘭学者・

高野長英ゆかりの地があるって？

室町時代へ

タイムスリップ！

青山にホタルが生息！？

南青山四丁目に

川があった！

赤坂に明治村？

赤坂のビッグハットって

　　な〜に？

  　赤坂にある「弁慶橋」。
もしかして「弁慶と牛若丸」の舞台？

  赤坂サカスの
 桜並木の先にある
由緒ありげな公園が
  気になります！

自由に入れる空中庭園が
あるってホント？

憧れの迎賓館。
中に入ってみたい！
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