
　　

特集

第8回

Hello! Nice One!

ワークショップなどが行われていま
す。 このパビリオンは、「建築界の
ノーベル賞」と呼ばれるプリツカー賞
を受賞した著名な建築家の坂茂氏
が設計したものです。

取材当日は、午前5時から開催さ
れたサッカーのブラジル戦が終わっ
た後に、ブラジルの朝食がふるまわ
れ、一般の参加者も無料で楽しむことができました。また昼間のイベ
ントでは、ブラジルで日常的に食べられている、ポン・デ・ケイジョと呼
ばれる丸いチーズパン、ケーキ、ブラジルコーヒーやジュースも提供
されていました。ブラジルの雰囲気を味わいに、訪れてみてはいかが
でしょうか。

	 　　●早めに、こまめに水分補給！
	 　　　Take cold refreshments now and then!
	 　　●帽子や日傘で日差し対策！
	 　　　Put on a hat or put up a parasol when you go out!
	 　　●部屋の中は風通し良く！
	 　　　Let air into rooms!
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平成26年7月4日発行

　第20回
　六代目 中

な か む ら う た え も ん
村歌右衛門（本名 河村藤雄 1917〜2001年）

　1種イ号10側17番
昭和を代表する日本伝統芸能歌舞伎俳優・女形
出雲の阿国から約400年、日本の無

形文化遺産となり、敗戦後の未曾有の
混乱の中から、幾多の困難を乗り越えて
立ち上がったもののひとつに、歌舞伎が
あります。激動の昭和の時代、父の五代
目に続き、女形の頂点に君臨したのが、
六代目中村歌右衛門でした。

努力の末の襲名
五代目中村歌右衛門の次男として生まれ、母方の河村家で育てられ

た藤雄は、生まれながらにして左脚が不自由で、生涯このハンディを背
負いながらも、生来の気丈さと筆舌に尽くしがたい努力を重ねて舞台に
立ち続けました。初舞台は5歳のとき、三代目中村児太郎として『真田
三代記』に出演し、16歳で六代目福助を、24歳で六代目中村芝

しかん
翫を、

そして34歳で六代目歌右衛門を襲名することになります。

当たり役こそが「自分の体にある役」
歌右衛門の当たり役（評判を取った役）で、1000回以上演じた『京

きょう

鹿
がの こ
子娘
むすめどうじょうじ
道成寺』の白拍子花子については、「女形の踊りの中の王様」と

語り、「ありとあらゆる女性の持っている気持を踊ること」との言葉どお
り、独特の秀逸な演技力で観客を魅了しました。また歌右衛門にとって
当たり役とは「自分の体にある役」、つまり演じやすい役であり、このよ
うにして体現された女性以上に女性らしく美しい立ち回りは、多くの観
客を虜にしてきました。当たり役として知られる、『籠

かごつるべ
釣瓶花

さ と の え い ざ め
街道酔醒』

の兵庫屋八ツ橋についても、『本
ほんちょうにじゅうしこう
朝廿四孝』の八重垣姫についても、彼

はその役を徹底的に分析し、それを体現できる才能の持ち主でありなが
ら、その努力は執念とさえ思われるほどでした。

日本から世界の歌舞伎へ
演技を極めるだけでなく、伝統芸能の歌舞伎も世の中の変化に応じ

て、昔のいいものを踏襲しながらも、新しい風を吹き込んでいく努力も
惜しみませんでした。歌右衛門は、アメリカ、ヨーロッパをはじめ、数多
くの国から招聘され、歌舞伎の魅力を世界に広めていき、歌舞伎は世
界の演劇として認知されていきました。その後、重要無形文化財保持者
（人間国宝）、文化功労者に選定され、文化勲章や高松宮殿下記念世
界文化賞など多数の受賞、そして伝統歌舞伎保存会の会長、国際アメ
リカン協会会員など沢山の役職を務め、歌舞伎に生涯を捧げました。

歌右衛門は、自身の歌舞伎人生について「わた
くしはねえ、女形一本できたんです。まあ、つぶ
しがきかないんだけれど、それは今になってみれ
ば幸せだった。ひたすら歌舞伎の中で生きたいと、
そればかり思って今日まで来たの。舞台にプラス
になることなら、他から何を云われようと何でも
やりました。それしかないのよ」と語っています。

赤坂地区委員会 副会長
青少年委員
西尾 健 さん

地区委員会とは、青少年をめぐる社会
環境の浄化や健全育成及び非行防止の
対策を、地域社会の力を結集して進めて

いく自主的な地区組織活動団体です。赤坂地区委員会では、田植
えやもちつき、いも煮会などさまざまな行事を通じて、赤坂地区の
青少年育成のために、日々活動しています。

▪いつからこの仕事に関わり始め、また、関わったきっかけ
は何ですか？
平成13年度から携わっています。きっかけは、赤坂小学校のPTA会
長に就任したことです。元々、ボーイスカウトの活動もしており、アウト
ドアや子どもと関わる活動が好きだったので、赤坂地区委員会の一員
として活動に参加しています。

▪赤坂地区委員会の活動の中で、特に力を入れている活動
を紹介してください
赤坂地区委員会の活動では、田植えやもちつき、今年で25回目を迎

えるいも煮会など多くの行事がありますが、特に「みなとキャンプ村」と、
スキー教室に力を入れています。

▪「みなとキャンプ村」の大変なことは何ですか？
うれしいことでもありますが、「みなとキャンプ村」に参加したい子ど
もが徐々に増えています。今までは、全員の子どもが参加できていま
したが、キャンプ場は人数に制限があります。今後、更に参加したい
子どもが増えると、参加できない子どもが出てくる可能性があるので、
調整するのが大変になります。

▪「みなとキャンプ村」のやりがいは何ですか？
「みなとキャンプ村」に1回参加した小学生は、とても楽しかったので、
次の年も参加したいと言ってくれます。また、中学生になっても参加し
たい、さらに、高校生や大学生になっても、スタッフとして参加したいと
言ってくれます。小学校で初めてキャンプに参加した子どもが、大きく
なっても参加してくれて、小中学生にサポートしている姿を見ると、次の
世代へと着実に受け継がれているのを感じ、やりがいにつながります。

▪これからの目標は何ですか？
行事を実施するには、多くの方の
協力が必要になります。「みなとキャ
ンプ村」の場合には、子どもをサポー
トする高校生や大学生のスタッフは
育っていますが、裏方の仕事をする
保護者の人手が足りません。 赤坂
地区委員会の行事は、子ども中心の
活動が多いですが、保護者も子ども
たちと一緒に楽しめるような「みなと
キャンプ村」の運営を目指していきたいです。

「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

地域の人が
つくる

アメリカ合衆国南部のルイジアナ
大学ラファイエット校の工業デザイン
学科を卒業後、デザイナーとして勤
務。 2013年に来日し、現在デザイ
ンの勉強をしながら表参道で英語教
師をしているレミュエル・バーバリンさ
ん（28歳）にお話をうかがいました。

Ｑ1  なぜ海外に住もうとお考えになったのですか？
「働き始めて2年経った頃、もっと国際的な環境で文化や生活に
ついて学びたくなり、今後の仕事や自分自身のためにも外国に
行くことを決意して、日本に来ました。」

Ｑ2  なぜ日本を選んだのですか？
「日本は他の国の文化より素晴らしい所があると思います。僕は大
学で消費者のための商品開発の勉強をしました。商品開発の考え
方は日本の住宅や交通機関にも通じる所があります。小さな国土
で人々をどのように移動させるか、どのように生活を守りお互い
に共存しあうか、あらゆる工夫や解決方法がなされていると思い
ます。自動車だけでなく、電車やその他の交通機関も充実してい
ます。日本は、日々の生活における様々な問題の解決方法が革
新的な国だと感じています。」

Ｑ3  赤坂、青山をどう感じますか？
「赤坂と青山は好きです。赤坂から表参道までを歩くのも好きで
す。ここは、エレガントで洗練された、面白い個性のある街だと
思います。 表参道エリアに向かって歩きだすと、街が徐々に変
わっていくのがわかります。世界的なブランド店は、表参道とい
うイメージを越えてまで目立つことなく、地元のレストランや商店
と共存しています。 全ての店がお互いに支え合っている高級感
あふれるユニークな街だと思います。ここは、多くの外国人に孤
独を感じさせない異文化の雰囲気があります。 例えば、近くの
回転寿司店に行った時、日本語が喋れない私でも心地よく過ご
せるように、スタッフが気を遣ってくれました。サービスに関して
は、赤坂や青山以上のエリアはないのではと感じるほどです。」

Ｑ4  このエリアでどこが一番好きですか？
「青山にあるヨーロッパ車のショールーム
が好きです。デザインの勉強になるので、
ショールームの外から車をスケッチするこ
とが趣味です。周囲の人々に変に思われ
ているかもしれませんが（笑）、この記事を
読んでもらえたら多少、理解してもらえる
かもしれませんね。」

Ｑ5  将来の目標を教えてください。
「自分が興味のある分野で働けるように
なることです。そのためにも、日本語をもっと勉強したいです。
コミュニケーションは、言語面でも文化的でも不可欠なものです。
日本でのデザイン業界のコネクションをもっと広げ、彼らからデ
ザインを学びたいです。実はドイツにも興味があります。そして、
将来はデザインの学位をドイツでも習得したいと考えています。
日本と同様に、ヨーロッパにおいても交通機関、自動車などのデ
ザインがとても独創的で大規模です。自分の愛することを続け、
仕事として成功させることが誰もが望む目標だと思います。」

●お問い合わせ／赤坂消防署
電話 03-3478-0119

現在、ワールドカップやオリンピックの開催地として注目を集めて
いるブラジル。北青山二丁目にたたずむブラジル大使館は、日系の

建築家として著名なルイ・オオタ
ケ氏によるカラフルで現代的な
建築が目をひきます。

このイベントでは、大使館の
エントランスに、紙

し か ん
管と呼ばれる

再生紙を利用した巨大なパビリ
オンが設置され、そこでボサノ
ヴァのミニショー、映画の上映、

駐日ブラジル大使館
サッカー2014 パビリオン
北青山のブラジル大使館で
開催されている
「サッカー2014パビリオン」に
参加しました

赤坂消防署からのお知らせ

参考文献：
・「歌右衛門の六十年」中村歌右衛門・山川静夫共著（岩波新書）
・「歌右衛門伝説」渡辺保著（新潮社）
・「私の出会えた名優たち」山川静夫著（演劇出版社）

赤坂警察署からのお知らせ

店舗を狙った盗難被害は増えています！

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

閉店後の店舗を狙い、出入り口のガラス戸を割るなどして侵入して、
店内の現金を盗んでいく盗難被害が発生しています。

熱中症に注意！～暑さ対策をしっかりと！～

●お問い合わせ／協働推進課 協働推進係　電話 03-5413-7272

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-akasaka/

赤坂・青山

地域の活動
地域で活躍している

方々 を紹介！！

vol.

3

レミュエル・バーバリンさん

普段から持ち歩いているノー
トには車のスケッチがいっぱ
い。 デザイナーとしての一
面が垣間見えました。

被害の特徴
❶被害にあった店舗の特徴
　・路面から覗けない店舗
　・個人経営の店舗
　・ビル内に複数の店舗がある

赤坂青山地区イベントカレンダー

赤坂・青山地域の戦後から
東京オリンピック（昭和39年）頃までの

写真をお持ちではありませんか？

 7月 浄土寺盆踊り大会
 7月24日（木）・25日（金）
 サンサン赤坂・なんで～もまつり
 7月26日（土）
 納涼盆踊り大会（善光寺）
 7月27日（日）・28日（月）

 9月 Swing赤坂
 9月11日（木）・12日（金）
 赤坂氷川祭
 9月1２日（金）〜14日（日）
 乃木神社例祭
 9月13日（土）
 金王八幡宮例祭
 9月14日（日）
 青山熊野神社例大祭
 9月26日（金）〜28日（日）

10月 青山まつり
 10月24日（金）〜26日（日）

●場所：ブラジル大使館　北青山2-11-12　
●期間：2014年6月12日（木）から7月18日（金）まで
●時間：10:00〜17:00（ブラジル戦がある日は、7:00から10:00まで

朝食が無料で提供されます）

●お問い合わせ／協働推進課 地区政策担当
　　　　　　　　電話 03-5413-7013

　赤坂地区総合支所では、この地域なら
ではの暮らしや体験を、地域の歴史とし
て風化させずに次世代へ伝えていくため、
区民参画組織「赤坂青山歴史伝承塾」を
開催し、地域の語り部に取材活動をして
います。 平成２７年３月には、取材した当
時の日常生活の様子を掲載した冊子「語
り継ぐ赤坂・青山 あの日あの頃（第２弾）」
を発行予定です。
　冊子に当時の写真を掲載するため、戦後から東京オリンピッ
ク頃までの赤坂・青山地域の当時の様子がわかる写真（「生活」

「学校」「街並み」など）を集めています。写真をお持ちの方は、
下記担当までご連絡ください。

募集期間 ： ７月１日（火）から９月３０日（火）まで

注意事項
Caution

●めまい、失神
●筋肉痛、筋肉の硬直、筋肉が痙

けいれん
攣する

●大量の発汗
●頭痛、吐き気、嘔

おうと
吐、倦

けんたい
怠感、虚

きょだつ
脱感

●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。

●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。
●衣服をゆるめて、体を楽にしましょう。
●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。
●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５００
ｍｌ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。

●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。

被害にあわないために

❷犯行の特徴
　・出入り口ドアのガラスを破る
　・閉店後の店舗を狙う
　・連続して犯行を行う

●閉店後の店内に置く現金や商品をなるべく少なくする
　（1カ所にまとめて置かない）
●外から見える場所に防犯器具を設置する
　（防犯カメラ・センサーライトなど）
●カギの本数・所有者など管理体制を確実にする
　（外出入口の鍵をポストに隠さない）

熱中症を防ぐために  Keep Yourself Safe

こんなときは熱中症を疑う

熱中症に対する応急手法

◀平成26年夏の事故防止ポスター

赤坂青山歴史伝承塾からのお知らせ

チーズが香るポン・デ・ケイジョとグア
ラナと呼ばれるブラジルの炭酸飲料

紙管を使ったモダンなパビリオン

浄土寺盆踊り大会

納涼盆踊り大会（善光寺）

赤坂氷川祭

金王八幡宮例祭

第2弾	準備号
（平成26年3月発行）

赤坂地区総合支所からのお知らせ

「社会を明るくする運動」
第32回赤坂青山地区パレード開催！

東京都主税局公式ホームページを
ご利用ください！

主税局の情報が公式ホームページで確認できるようになりました。
ぜひご利用ください！

東京都主税局からのお知らせ

●お問い合わせ／みなとコール　電話 03-5472-3710
担当課／臨時福祉給付金担当・子育て世帯臨時特例給付金担当
　　　　電話 03-3578-2844〜2846

臨時福祉給付金・子育て世帯
臨時特例給付金のお知らせ

港区からのお知らせ

平成26年1月1日時点で港区に住民票がある人を対象に、「臨時福
祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」の申請書を送付します。７月
１４日（月）に対象となる方に申請書を送付、15日（火）から申請受付を
開始します。 対象者及び給付額

臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金

対
象
者

平成26年度分の区民税（均等
割）が課税されていない人（区民
税が課税されている人の扶養親
族等は対象外です）

平成26年1月分の児童手当の受
給者で、平成25年の所得が児童
手当の所得限度額未満の人（臨時
福祉給付金対象者は対象外です）

給
付
給
額

対象者1人につき1万円（老齢基
礎年金、障害基礎年金、遺族基
礎年金、児童扶養手当、特別障
害者手当等の受給者には、5千
円の加算措置があります）

対象児童1人につき１万円

※平成26年1月1日時点で港区に住民票がある人が
対象です。

※生活保護制度の被保護者は、保護基準改定により
対応したため対象となりません。

詳細は港区ホームページをご覧ください
http://www.city.minato.tokyo.jp/

気をつけてください！
各給付金に関する振り込め
詐欺や口座情報といった個
人情報の詐取にはお気をつ
けください。

７月と8月は、社会を明るくする運動の強調月間です。 毎年、赤坂
青山地区では、社会を明るくする運動のひとつとして、パレードを開催
しています。

●	社会を明るくする運動とは?	●
社会を明るくする運動とは、すべての国民が、犯罪や非行の防止と
犯罪を犯した人の更生について理解を深め、それぞれの立場において
力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築こうとする
全国的な運動です。

パレード当日は、地元の小中高等学校をはじめ、日ごろから防犯や
非行犯罪の現場に携わるボランティアを含む、多くの団体が一丸となっ
て、社会を明るくする運動のPRに努めます。オープニングセレモニー
では、赤坂・青山の学校の子どもたちが催し物を行い、青山一丁目交
差点からパレードがスタートし、表参道駅まで青山通り沿いを歩いてい
きます。

開催日時 ： 2014年7月13日（日）
　　　　　オープニングセレモニー 13：00〜
　　　　　パレード  15：00〜
開催場所 ： 青山一丁目駅から表参道駅までの青山通り沿い

7月から10月にかけて、赤坂青山地区
ではさまざまなイベントが開催されます。
お気軽にご参加ください。

昨年のパレードの様子

中央が河村藤雄氏（六代目中村歌右衛
門）の墓石

「みなとキャンプ村」活動の様子

「歌右衛門伝説」渡辺保著
（新潮社）

赤坂青山地域情報誌 第28号
編集 ： 港区赤坂・青山地区タウンミーティング
 地域情報の発信・交流分科会
発行 ： 港区赤坂地区総合支所協働推進課
 〒107-8516 港区赤坂4-18-13
電話 : 03-5413-7013
FAX : 03-5413-2019

（発行部数 23,000部）

赤坂親善大使
アユミン

この情報誌についての
ご意見・ご感想などを
聞かせてください

再生紙を使用しています
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サントリー美術館
岡本太郎記念館 根津美術館 檜町公園

勝海舟の終焉の地勝海舟の終焉の地
（サンサン赤坂／赤坂子ども中高生プラザ）

豊川稲荷

16 　六本木ヒルズ
32 　六本木けやき坂
33 　六本木七丁目南
34 　六本木駅前
35 　六本木交差点北
36 　六本木七丁目
37 　乃木坂駅入口

38 　赤坂小前
39 　赤坂五丁目交番前
40 　赤坂駅前
40-2  溜池山王駅
41 　山王下
42 　赤坂見附駅
43 　豊川稲荷前
44 　赤坂地区総合支所前

45 　高橋是清翁記念公園前
46 　赤坂郵便局前
47 　青山一丁目駅前
48 　南青山一丁目
49 　赤坂八丁目
50 　山王病院前
51 　乃木公園
38 　赤坂小前

51-2 赤坂六丁目
52 　檜町公園
53 　六本木駅前

16 　六本木ヒルズ
32 　六本木けやき坂
115  六本木六丁目

116 　西麻布
117 　西麻布四丁目
117-2 日赤医療センター
117-3 南青山七丁目
118 　南青山六丁目
119 　青南小学校
120 　表参道駅
121 　南青山三丁目交差点

122 　外苑前駅
123 　青山二丁目交差点
124 　青山一丁目駅前
125 　赤坂地区総合支所前
125-2 豊川稲荷前
126 　赤坂見附駅
127 　元赤坂一丁目
44 　  赤坂地区総合支所前

45　  高橋是清翁記念公園前
46　  赤坂郵便局前
128　青山一丁目駅前 
129　青山二丁目交差点
130　外苑前駅
131　南青山三丁目交差点
132　表参道駅
133　青南小学校

133-2 南青山六丁目
134 　南青山七丁目
135 　西麻布
135-2 西麻布一丁目

赤坂ルート

青山ルート

ちぃばすって何？ 100円持って、乗ってみませんか？ 
あなたの知らない街が、景色があるかもしれません。
降りてみませんか？ きっと新しい発見があります。
ゆっくり歩いてみませんか？ 
ちぃばすのバス停は、あなたの家の近くにあります。
行きたい場所へ、知らない場所へ。
ちぃばすを覚えてくださいね。

       おしゃれな  
立ち寄りスポット

高樹町通り（骨董通り）を1本入った
住宅地に、巨大な白像と豊かな緑が広がった場所があります。

「太陽の塔」などで有名な、岡本太郎氏の記念館です。
元々実家があった場所に戦後建築されたアトリエ兼自宅が、

当時に近い状態を保ちつつ開放されています。
他の美術館と違い、床に絵具の跡が残るなど、至る所で太郎

氏の息づかいを感じることができます。また、美術品を見る楽し
みの他に氏の自宅に遊びに来たような感覚が味わえます。

南青山では普段見られないような珍しい植物をなるべく自然
な状態で育て、庭自体がひとつの作品のように構成されていま
す。建物沿いに裏手に回ると、当時の門扉も見ることができます。

外観  ©木奥恵三

3階展示室　©木奥恵三

ちぃばすは、平成16年10月に田町ルート、赤坂ルートの2路線
の運行を開始し、平成19年4月に車庫発着便（車庫～田町駅東
口）の運行を開始しました。平成24年4月から新たに芝・麻布・青
山・高輪・芝浦港南の5路線の運行が始まりました。ちぃばすの愛
称は、区民からの公募により決定したもので、小さいバス、地域
に愛されるバスという意味が込められています。
ちぃばすのルートについては、利用者アンケートの調査結果な

どを踏まえ、東京都交通、国土交通省、警視庁などの関係機関
で構成されている「港区地域公共交通会議」で、運行ルート、採
算性、安全性などを考慮し、決定しています。

通常ちぃばすの停留所は、道路の歩道上に設置しますが、今
年4月に新設された赤坂ルート「溜池山王駅」（40-2）は、周辺に
十分な幅員の歩道がなく、民間建築の空地を借りて設置してい
ます。東京メトロ溜池山王駅のエレベータに近く、足の不自由な
方や、乳児・幼児をお連れの方にも乗り換えしやすくなっています。

豊川稲荷本殿｡
ご本尊は豊川吒枳尼眞天（とよかわだきにしんてん）

奥の院へ向かう参道｡
家内安全・商売繁盛などの願いを込めたの
ぼりが並びます｡

本人そっくりの岡本太郎人形
（中央）を囲んで、編集委員
（左）と取材に快く応じてくだ
さった担当の田原さん（右）

神社と思われがちですが、
　　 実は曹洞宗のお寺です

江戸時代に活躍した大
おおおかえちぜんのかみただすけ

岡越前守忠相公、縁
ゆかり

のお寺｡ 正
確には「妙嚴寺豊川稲荷東京別院」ですが、一般には「赤
坂豊川稲荷」で親しまれています｡ 赤坂という土地柄、芸
能関係者のお参りが多いことで有名です｡「融通稲荷」
では、「融

ゆうずうきん
通金」という開運招福・金銀財宝のお守りがい

ただけます（ほんとうにお金が入っています！）｡ もちろん
ご利益があったらお礼参りをします｡ 一巡りでお参りでき
る「七福神」など、ゆるりと愉しめるちぃばすスポットです｡

 妙
みょうごん

嚴寺
じ

 豊川稲荷

防衛庁跡地再開発として東京ミッドタウンへ
旧防衛庁跡地と檜町公園を加えた、約10万㎡の土地

に、地下5階地上54階建て高さ248ｍのミッドタウン・
タワーを中心に計6棟が建設されています。

家族連れで賑わう公園
ミッドタウン・ガーデン内のあちこちにあるアート作品に

合わせたように、ブランコ、滑り台などの遊具も新しいデ
ザインが施されています。

ちぃばすのバス停「六本木七丁目」もしくは「檜町公園」を降りてすぐの、
ミッドタウン・ガレリアエリア3階に、サントリー美術館はあります。館内は
広々としているため、人が多すぎて混雑したり、長時間並ぶことなく鑑賞
を楽しめます。また、木や和紙などを巧みに用いた館内は、和の素材なら
ではの自然のぬくもりが感じられ、あたたかく、やわらかな空間が広がって
います。お買い物のついででも、気軽に立ち寄ることができる環境です。

毎週土曜日には、1階レクチャールームで、スタッフの方が、展覧会の内
容や作品について簡単に分かりやすく説明をしてくれる「フレンドリートー
ク」を開催しています。鑑賞をより深く楽しみたい方におススメです。

６月１１日（水）から７月２１日（月・祝）までは、「徒然草─美術で楽しむ古
典文学」を開催中です。ちぃばすでお近くにいらっしゃった際には、立ち
寄ってみてください。

 　 43／ 125-2「豊川稲荷前」下車すぐ
　 ※その他詳細についてはホームページをご覧ください
　 http://www.toyokawainari-tokyo.jp/index.html

 　 52「檜町公園」下車すぐ　 赤坂9-7-9

ちぃばすの赤坂・青山ルートは、青山通りを中心に、縦横に走る、
まさに都会の真ん中を走る路線です。
車窓からの景色は都心に在りながら緑も多く、街並みもおしゃれで、
思わず立ち寄りたくなるスポットが数多く点在しています。

みゆき通り
青南小学校前から表参道駅間には、
ハイブランドのショップが建ち並ぶ、
みゆき通りがあります。

表参道～外苑前
雑貨・小物・インテリアショップなどが続く通り
です。お店の規模も小さめなので、
ウィンドウショッピングも楽しめます。

赤坂サカス周辺
イベントやコンサートが多数開催される赤
坂サカス周辺には、おしゃれなカフェも多く、
老若男女が楽しめるエリアです。

勝海舟寵愛の樹齢150年の大イチョウ

池の傍らにある休息所

ミッドタウン・ガーデン

緑のあふれる檜町公園

ちぃばす青山ルートの「青南小学校」を降りて
すぐ、寺院を思わせる切妻造の屋根が見えます。
ここが鉄道王と呼ばれた根津嘉一郎氏が蒐

しゅう
集

しゅう

した日本・東アジアの古美術を展示する根津美
術館です。

7月13日（日）までは、「カラフル」と
題し中国・明清期の鮮やかな漆器、陶
磁器の名品80件が一堂に会します。
また今秋は新創開館5周年記念特別展

「名画を切り、名器を継ぐ－美術に見
る愛蔵のかたち」と題し、美術品を「切
り、継ぐ」ことで伝えてきた日本人なら
ではの美意識を取り上げます。

併設する広大な庭園は茶人でも
あった根津氏の意向を反映し、地形を
活かし自然に近い状態を保ちながら、
まさに「市

しちゅう
中の山

さんきょ
居」を体現しています。

6月後半には七夕にちなんだ短冊に願
いを書くイベントも予定しています。

 岡本太郎記念館

ちぃばすって何？

 根津美術館  サントリー美術館

公園は、ミッドタウン・ガーデンと一体となり、オフィスや住宅街の憩いの場となっ
て、都市空間を形成しています。池の傍らに和風の休息所が設置されるなど、かつ
て毛利家の下屋敷があったことを思い起こさせるデザインを醸し出しています。

いまや東京の新しい観光スポットとして賑わっていますが、この場所は、平成14年
の発掘調査では古墳時代や縄文時代の集落跡のほか、3万年前の旧石器時代の石
器が出土しています。また、明治維新以降は軍用地として兵舎が立ち並び、太平洋
戦争後は連合軍が、さらには防衛庁が置かれ、重いイメージのあったこの場所を、歴
史を継承しつつ、東京ミッドタウンの建設は明るく楽しい街へと変身させてきました。

 檜町公園

「これでおしまい」風呂上
がりのブランディーを飲ん
だあと、77歳で眠るように
亡くなった勝海舟の最後の
言葉です。

勝海舟の終焉の地は赤坂
氷川町四番地、2500坪の
屋敷で、その跡地に現在は、
特別養護老人ホーム、サン
サン赤坂と子ども中高生プ
ラザがあります。イチョウの
大木が残り、展示コーナー
の茶碗などに往時の勝海舟の生活が偲ばれます。 ここに
27年間住み、『氷川清話』ほか『勝海舟全集』24巻で読め
る多くの著作を残しました。

海軍の基礎を築き、西郷隆盛を説いて江戸城無血開城を
実現、明治の新生日本の誕生に生涯を尽くしました。

本所生まれの勝海舟は、父小吉（青山墓地に眠る）の縁で
島田虎之助に直

じきしんかげ
心影流と禅を学び、さらに兵学を学ぶため

にオランダ語（蘭学）を習得しようと赤坂溜池の永井青
せいがい

崖の
許に通いました。難局にあたり、身命を捨ててかかる勇気
と胆力と世界を見る目が育まれました。新婚の23歳のとき
赤坂田町の借家に転居、２度目の転居先・本氷川坂下（氷川
神社裏）で幕府崩壊までの10年を過ごし、この間に、咸

かんりん
臨

丸で艦長として太平洋を往復、坂本龍馬が刺殺に来たのに
すぐ心服して海舟に弟子入りしたのがこの地です。

勝海舟の終焉の地
（1823〜1899）

ちぃばす

誰でも気兼ねなく入れる空間

4月～5月の一部の時期にの
み楽しめる藤棚と燕子花（か
きつばた）。 取材のこの日は
両方が美しく咲き、庭園を
彩っていました。

正門からのアプローチ
©藤塚光政

敷地内には見覚えのあるたく
さんのオブジェが飾られてい
ます。

住居、庭、アトリエ全体が
　　　　ひとつのアート作品

庭園で四季折々の自然を
楽しむ美術館

ミッドタウンで感じる歴史美術

 　 118／133-2「南青山六丁目」下車すぐ
　 10：00～18：00（最終入館17：30） 火曜日（祝日の場合は開館）・年末年始
　 ※その他休館日についてはホームページをご覧ください
　　 http://www.taro-okamoto.or.jp

 　 133／１１９「青南小学校」徒歩2分
　 10：00～17：00（最終入館16：30）
　 月曜日・展示替期間・年末年始
　 ※展示替期間は全館閉館いたしますのでご注意ください
　　 詳細はホームページをご覧ください
　　 http://www.nezu-muse.or.jp/

 　 36「六本木七丁目」徒歩1分／52「檜町公園」徒歩1分
 　 10：00～18：00（金・土及び7/20は～20:00） 火曜日
　 ※その他休館日についてはホームページをご覧ください
　　 http://suntory.jp/SMA/

ちぃばすの魅力は、座席12※

の小さく、ゆっくり、低い目線の
「人力車でゆく贅沢な我がまち」
気分で巡ってくれること。停留所
ごとについ降りてみたくなります。
新しくて古いまち、赤坂・青山を
堪能できる、地域に密着した可
愛いバスで、マイバス、マイタウ
ンを楽しんでください。
※一部、座席26の中型バスもあります。


