Nice One!

Hello!

もっと見たい
会いたい
知りたい！

「赤坂×早稲田大学公開講座」
に
参加しました!
港区赤坂地区総合支所では、平成19年
（2007）
から早稲田大学

赤坂親善大使の誕生秘話
平成24年（2012）の2月に、 赤坂の魅力を発信するキャラクターと
して、アユミン、アカサカメン、アカオくんが誕生しました。
全国から約660人の応募があり、 3人の赤坂親善大使が選ばれま
した。 その後、リーダーを決定するため、赤坂のまちで選挙を行い、
アユミンが、赤坂親善大使のリーダーに選ばれました。
今年は、これまで以上に沢山のお祭りやイベントで活躍している赤
坂親善大使たちですが、まだまだ知られていないプロフィールについ
てご紹介します！

創造理工学部建築学科と共同授業を行っています。 共同授業では
毎年
「赤坂」
をテーマとしたユニークな課題が出題されています。 今
回は、6月から7月にかけて実施され

●ごみ出しのルールを守らない

6月18日 に、 約120人 の 学 生と

● 餌をやり、汚い状態のまま放置する

地域のボランティアが赤坂区民ホー

など、 一人ひとりの自分勝手な行為が「人に害をもたらす」形で私

ルに集まり、 課題発表が行われまし
赤坂は坂が多く、歩きがいがありま
した。

は、 赤坂について学ぶために、この土地をよく知る地域ボランティ

帽子が赤い坂
（赤坂）
になっていて、体は赤坂
の「A」
と「人」のイメージから生まれました！

アに案内され、まちを散策しました。 この日は天候にも恵まれ、学
生たちは思い思いにメモを取ったり、 写真を撮影したりして、 映像
のアイディアを拾いながら歩いていま
した。

みんなで歩もう、楽しく美しい街、赤坂！

7月2日に行われた公開講座では、

芸者さんに憧れている好奇心旺盛なアユミンは、

まち歩きを通じて製作した、 映像の

音楽が大好き。グルメやショッピング、ファッション

上映会が行われました。15秒という

にも詳しい女の子です。

みんなのヒーロー。
楽しくわくわくする街、赤坂
赤坂の平和を守り、この街の

楽しさを伝えるのがアカサカメ

短い時間の中で、 学生たちが趣向を

ヒーローだけど恥
ずかしがりやなので、
いつも赤坂のイニ
シャル「A」の仮面
をつけています。

学生たちにとっても、 自分が作った
映像が大きなスクリーンで発表され
る貴重な経験となりました。

凝らして製作した映像が流れ、 中で
も審査員に高評価を得た優秀作品が
表彰されました。

総合防災訓練（赤坂会場）のお知らせ
赤坂地区総合支所では、 首都直下型地震の発生を想

ンの役目です。 みんなから愛さ

参加者には
防災グッズを
めに、毎年、総合防災訓練
（赤坂会場）
を実施しています。
差し上げます

定し、震災下で必要となる適切な対応力を身につけるた

れるヒーローとして、赤坂を安全

でわくわくする街にするため、頑

訓練内容は、
応急救護訓練、
初期消火
（スタンドパイプ）

張っています。

訓練、
起震車体験などの体験訓練のほか、
ペット防災コー

赤坂が大好きで、髪型と鼻が、アカサカの「ア」に
なりました。服のボタンとあわせて「アカサカ」です。

赤坂に訪れた方々を
おもてなしの心でお迎えします
赤坂の歴史散策や、図書館、美術館に行くのが大

ナーや、ガスメーターの復旧の仕方を学ぶコーナーなど、啓発コーナー
もあります。 会場では、赤坂親善大使のリーダーであるアユミンも参加
します。お子さまには、ポップコーンや綿菓子を用意しています。
近所の皆さんをお誘いの上、ぜひご参加ください。
◦日時：平成26年11月2日
（日）
午前9時30分から11時30分まで
◦場所：港区立青山中学校

赤坂の魅力をみんなに伝えて、
みなさんをおもてなし

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

赤坂親善大使
アカサカメン

再生紙を使用しています

起震車体験
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応急救護訓練

子どもコーナー

●お問い合わせ／赤坂地区総合支所 協働推進課 協働推進係
電話 03-5413-7272

ほ し はじめ

リ・ガニザデさん。イラン出

星 一 （1873年～1951年）

身のアリさんに赤坂・青山

1種イ 第9号4側9､ 10番

星一は、日本初の国産のモルヒネの精
であり、政治家でもありました。また、SF作家の星新一の父としても知

はじめ

と改名）
でした。 やんちゃな性格だった星は幼い頃、右目に弓矢が刺さ

績を収めます。やがて、幼い頃から英語や外国文化を本から学んでいた

刺激しない・襲われないための対策
①ごみの管理……ごみ出しの時間や場所を守る、防鳥用ネット
を被せるなど、
ごみをあさられないようにしましょう。

②巣を作らせないための対策……ベランダや庭にある植木は、
あらかじめ剪定をしましょう。
また、
巣の材料になる針金ハンガー

などは、
外に出さないようにしましょう。

③近づかない……巣に近づいて襲われることもあります。近づか
ずに各問合せ先に連絡しましょう。

鳥への餌付けについて
鳥に餌付けをすることで、本能を奪われ、自力で餌を確保するこ

とができなくなってしまいます。 また、鳥のフンを肺に吸い込んで

しまうと、体にも悪い影響があります。野鳥にはエサを与えないよ
うにしましょう。

星は、お金がなくても働きながら学べるアメリカで、経済学を勉強したい

ています。生息拡大の原因は、再開発事業などで建物が高層化す

ることにより、 住処を失ったクマネズミが住宅地へ侵入したことで

す。また、地下街や鉄道網が広域に移動する格好の場所となった

のも原因の1つです。 都市生活者の活動の終日化で、絶え間なく

●ネズミの相談
みなと保健所 生活衛生課 生活衛生相談係
電話 03-6400-0043
● 動物の死骸
※場所や管理者によって問い合わせ先が異なります。
詳細は港区ホームページ
http://www.city.minato.tokyo.jp/
「暮らし・手続き」
→
「動物・ペット」
をご覧ください。

←特集ページもご覧ください。

「来日のきっかけになったのは、『戦後、日本がなぜここまで急速
に復興を遂げることが出来たのか』ということを知りたいと思っ
たからです。 実際に来日し、日本人が一生懸命働く姿を目にし
て、 本当に驚いたのを覚えています。 日本に根付く風土にも素

アメリカで12年の苦学、そして財界人たちとの出会い

晴らしいものを感じました。日本の政治は江戸時代より、武力で

識字率が高くなかった時代なので、
「佐吉」という名前から誰でも書
はじめ

ける
「一」
に改名し、20歳で渡米しました。しかし、なんとか工面した留
学資金を、右も左もわからぬ異国の地で騙し取られてしまいます。その
ような失敗を繰り返しながらも、必死の想いで住み込みの書生や行商で
生計を立て、ニューヨークのコロンビア大学で働きながらの入学を実現
します。在学中も、アメリカで初めて、日本語の新聞や日米関係の雑誌
を出版し、注目を集めていきました。星は、その新聞などの発行資金に
も事欠き、常にボロボロの服や靴を身に着けながら、懸命に働きます。
英語が堪能で、アメリカの経済学の知識を持つ星は、伊藤博文、杉山
茂丸、後藤新平など多くの財界人に見込まれ、彼らが外遊する際には、
野口英世を引き合わせるなど、政治的な仕事にも関わりました。

最近のネズミ被害は9割以上がクマネズミで住宅地域に広がっ

Ｑ1 日本にいらしたきっかけは何ですか？

と思うようになりました。

通訳や、臨時秘書を務め、ヨーロッパも巡りました。また、伊藤博文に

ネズミについて

アリ・ガニザデさん。 お気に入り
のペルシャ絨毯の前で。 ペルシャ
絨毯は7000年もの歴史があり、
1枚つくるのに実に6年かかるそう
です。

福島県いわき市の農家の長男として生まれたのが、星佐吉
（後に
「一」

力は人一倍強く、あらゆる分野の本を読み、東京で通った学校でも好成

日本で製薬会社のスタート、その先に待っていた困難とは

31歳でアメリカから帰国した星は、その幅広い人脈により、役人や新

聞社、鉄道会社などの仕事を勧められますが、全て断り、自身で
「星製
薬」
を設立し、当時の日本では珍しかったアメリカの先進的な薬の輸入販
売を始めます。その後、台湾でモルヒネの原材料を生産、日本で精製し、
国産化に成功。第一次世界大戦で、
ドイツからの薬品輸入が止まったた
め、薬は飛ぶように売れ、星製薬はすさまじい勢いでたくさんの工場を
持つ大企業となっていきました。しかし、星をずっと支援してきた後藤新
平の政敵が政権につくと、資金源であった星製薬を妨害するため、星は
架空の阿片違法売買の罪で起訴されます。判決は無罪になったものの、
会社は信頼を失い、破産に追い込まれてしまいます。それでも星はあき
らめずに新薬の開発を進めますが、敗戦で台湾の領地を失い、東京の
工場も戦災で消失。 その後、星は衆議院議員に

行使されていたのではなく、民間の考えに基づいて治められてき
たことを知り、より日本への理解が深まりました。」

Ｑ2 赤坂、青山はどんな印象がありますか？
「13年前に紀尾井町でペルシャ絨毯を扱うお店をはじめ、その後
落ち着いた場所でお店を持ちたいと思い、2年前に豊川稲荷の裏
にお店を移転しました。カナダ大使館から外苑前、表参道までを
買い物や散歩で歩くこともあります。そこで感じたのは、このエリ
アに住んでらっしゃる方々はとてもきちんとされている印象で、い
い雰囲気をもっているので、気に入っています。
」

Ｑ3 日本の食べ物は、何が好きですか？
「お刺身が大好きですね
（笑）
。イランでは生のものは食べません
が、慣れるととても好きになりました。伊勢海老も好きです。梅
干しや納豆も食べますよ
（笑）
。お取り寄せや実際に旅をして、日
本各地の名産品を食べるのも好きです。このエリアだと
『とらや』
の和菓子ですね。」

Ｑ4 来日して困ったことやイランとの共通点はありますか？
「日本は物価が 高く、 教育費にかかる比率も諸外国に比べ
て高いということには不 安が あります。 そして生 活 保 護を
受けられずに亡くなる方がいらっしゃることに心が痛みます。
また、イランでは人と人のつながりをとても大事にしています。皆
が家族みたいなんです。 知らない人の家でご飯をご馳走しても
らったり
（笑）
。困っている人がいればすぐに助け合うのがイラン
の文化です。戦後の日本も、イランのように皆が助け合っていた
と聞いています。今の若い人たちにも、そうした日本人の素晴ら
しさを忘れずにいてほしいです。そして、イランの人の温かさや

当選し、アメリカで復興のための新事業に取り組

素晴らしい文化があることを、もっと多くの人に知ってもらいた

んでいる最中の77歳で亡くなりました。

いと思っています。」

挫折と挑戦を繰り返し、最後まで諦めずに働き

を募集しています。今年度は
「防火標語」
と
「救急標語」
を募集します。

vol.

4

さん

北青山三丁目住宅自治会は、多くの緑
に囲まれた閑静な住宅地です。
現在は、 約300世帯が居住しており、

ⒸThe Hoshi Library

第20回の中村歌右衛門の墓所の表記に一部誤りがありました。正しくは
「1種イ 第1号9、10側17番2」
と訂
正するとともに、読者・関係者の方々にお詫び申し上げます。

アリさんのお店には、色鮮
やかなペルシャ絨毯がたく
さん並んでいます。

防火標語 ～住宅からの火災を防ぐ～
たばこ・ストーブ・こんろ等からの出火防止、住宅用火災警報器・防
炎品等の普及、 高齢者を火災から守るポイント、 身近な火災予防
の心掛けなど、家庭における防火対策を呼びかけるものです。

「うれしいね 防火で笑顔の 人と町」
（平成26年度防火標語）

会員の高齢化が進んでいますが、「手づくり」で温かい自治会運営
を心がけて、日々活動しています。

救急標語 ～大切な命を救う～

▪この仕事にどのくらい携わっていますか？
1回退いたこともありましたが、通算すると20年以上携わっています。

▪自治会の活動内容を紹介してください。
北青山三丁目住宅自治会では、自治会内で警察署と連携した
「交通
安全運動」
や
「防犯啓発運動」
、夏には健康増進のため
「ラジオ体操」
を
実施しています。 また、 定期的に高齢者を招いた「高齢者の集い」も
行っています。 その他に、青山児童館の子どもたちと七夕の準備をし
ており、自治会だけでなく、行政機関と協力しながらイベントを行って
います。

▪自治会の活動の中で、
特に力を入れている活動は何ですか？
自治会の活動の中でも「高齢
ます。「高齢者の集い」
は、集会

急手当の実施を呼びかけるものです。

「救うのは 一番近くの あなたの手」
（平成26年度救急標語）

地域の人が
つくる

「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

各標語の最優秀賞には

賞状及び旅行券5万円分を贈呈します。
しめきりは11／15
（土）
までとなります。
詳細は下記電話番号にお問い合わせ、
あるいは下記ホームページをご参照ください。

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

室に５０名ほど集まるイベントで
す。 季節に合わせたイベントを

赤坂警察署からのお知らせ

行っています。 役員が手作りで
料理を振る舞い、その料理をみ
んなで食べたり、警察署などの
行政機関も参加し、防犯に関す

救急車の適正利用、 若しくは応急手当の知識と技術を身につけ応

●お問い合わせ／赤坂消防署 予防課 標語募集担当
電話 03-3478-0119

者の集い」に特に力を入れてい

高齢者の集い
（クリスマス会）
の様子

るお話をしていただいています。 集まった高齢者が食事をしながら会
話をすることで、コミュニケーションを図ると同時に、自治会内の高齢
者が元気かどうかの確認もしています。

▪
「高齢者の集い」
のやりがいは何ですか？
「高齢者の集い」
を行うにあたり、 手作りの料理を振舞っていますが、
参加した高齢者が皆さん笑顔で食べて、 楽しそうな顔をしているのを
見るのが、やりがいにつながっています。 また、自治会内にはひとり
暮らしの高齢者がたくさんいます。自治会のイベントを通じて、参加者
が楽しいひとときを過ごしていると感じているのが伝わるので、うれし
いです。

▪これからの目標は何ですか？
色々なイベントを、 警察署などの行政機関の協力をいただきながら
時に、いざというときにはすぐに駆けつけてもらえるような、高齢者が

今でも語り継がれています。

平成26年10月3日発行

防火防災標語の募集

実施することで、常に防犯や生活安全に関する情報を共有できると同

続けた星の半生は、息子の星新一の著作によって
参考図書：
『明治・父・アメリカ』『人民は弱し 官吏は強し』『明治の
人物誌』星新一著
（新潮文庫刊）

津田 洋子

第29号

東京消防庁では、東京の安全と安心を呼びかける
「防火防災標語」

北青山三丁目住宅自治会
総務部長

うかがいました。

られています。星一の人生は、常に挑戦の連続でした。

るために攻撃的になってしまうことがあります。

から7月にかけては、巣作りや子育てをする時期で、巣やヒナを守

地域の活動

違いなどについてお話を

製に成功した製薬会社
「星製薬」
の設立者

地域で活躍している
方々を紹介！！

山
赤坂・青

の印象やイランと日本の

ほしはじめ

り、失明してしまいます。しかし片目が不自由になっても、好奇心と行動

● 防鳥用ネットの貸し出し・カラスの相談・野良猫の去勢手術助成
赤坂地区総合支所 協働推進課 協働推進係
電話 03-5413-7272
初期消火訓練

扱う仕事をされているア

分に減少したといわれています。3月

困ったときには…

定です！ 今後は、 SNSやいろいろな場所で、 親善大使の活動につい
を、街で見かけたときは、ぜひ声をかけてみてくださいね！

増えすぎたカラスの駆除は、 東京

都が対策をとり、 現在では以前の半

る問題なども被害増加に関わっていると考えられます。

赤坂親善大使3人の誕生月の2月には誕生会のイベントを実施予

赤坂でペルシャ絨毯を

第21回

右目を失明するも勉学に励んだ青年時代

カラスについて

侵入に自力で対応できない高齢者世帯の増加や防除対策に関わ

するために、日々活動しています。

て知ることも！赤坂の魅力をお伝えするために、日々頑張っている彼ら

たちに還って来ているのかもしれません。

提供される廃棄物が採餌活動に好都合となっています。 ネズミの

昨年の訓練の様子

好きな男の子
（年齢はヒミツ）
。 歴史と出会える街、

います。しかし、動物が生態で被害を及ぼすことはほとんどありま
● 飼えなくなったペットを外に捨てる

材しました！

秒のPR映像の作成」
です。 学生たち

動物による被害については、衛生面と騒音が主な被害になって

せん。原因を調べてみると、

た
「赤坂×早稲田大学公開講座」
を取

た。 テーマは、
「赤坂を表現する15

生き物と共存するために

第9回

赤坂消防署からのお知らせ

安心できる自治会運営を目指していきます。
●お問い合わせ／赤坂地区総合支所 協働推進課 協働推進係
電話 03-5413-7272

新しい手口の詐欺被害に
ご注意ください！
ケース❶ 「LINEを利用した
“乗っ取り詐欺”
」
LINEのアカウントを乗っ取り、 友人のふりをして「手伝ってもらえま
すか？ コンビニでウェブマネーを買って、 番号を写真に撮って送っ
てください。」
とメッセージを送り、電子マネーをだまし取る手口

ケース❷ 「名簿リスト抹消詐欺」
不正に入手した名簿を利用して、
「あなたの個人情報が流出してい
ます。 手数料を払えば、すべての情報を削除できます。」
といって、
手数料や解約費用の名目でお金をだましとる手口

ケース❸ 「金融機関をかたった不正送金詐欺」
金融機関のホームページそっくりなサイトに誘導して、IDやパスワー
ドといった個人情報を入手し、インターネットバンキング利用者の口
座から不正に送金させる手口
この他にも、犯人は様々な手口でお金をだまし取ろうとしています。
おかしいな、と思ったらすぐに下記の電話までご連絡ください。

●お問い合わせ／赤坂警察署 電話 03-3475-0110（内線2612）

赤坂青山

あにまる
LIFE

僕は、公園が好きです。
私は、緑がたくさんある小径が、楽しいです。

特集

ここには、たくさんの友だちの動物がいます。
ルールもマナーも、守ります。
みんなが、気持ち良く過ごしたいから。
動物たちから見た街を、ご紹介します。

オススメ
お散歩
スポット

ここ、TBSの8階屋上には、6群の みつばち の巣箱があり、約

外苑の銀杏並木

12万匹の みつばち たちが活動。地域のボランティアの方々が飼

今 日も
高橋是清翁記念公園
でパシャリ！桜やつつじ、
あじさいなど、 季節のお花が
楽しめる、お気に入りのお
散歩スポットです。

高橋是清翁記念公園

青山小学校

育に携わっています。
赤坂や青山地域にある企業や商店街、

区立青山公園

早朝5時、ウォーキングで家を出ると、じっとしているヒキガエ
ルに会いました。どこから来たのでしょうか？ どこに住んでいる
のでしょうか？
檜町公園に行くと、ウシガエルの声がします。 セミの脱け殻
も、ありました。 ツクツクボウシ？ ミンミンゼミ？ アブラゼミ？
どんなセミの脱け殻でしょうか？
毎年、梅雨が終わる頃の早朝には、ひょっこり、茸
（きのこ）
が
出ています。 色々なセミの声
が、小さくなる頃には、シオカ
ラトンボや、イトトンボが飛ん

TBS

檜町公園

青山霊園内の区道

今回、青山霊園を中心として

都立青山公園・南

3つの公園と2つの並木を巡る、
約3kmのルートを歩きました。

檜町公園
東京ミッドタウン

速

高

都

首

線

状

環

心

都

池を囲む日本式庭園と開放され
た芝生の広場が人気です。 緑と無
心に遊ぶ子どもやペットたちに、大
人もいやされます。 東京ミッドタウ
ンにつらなる赤坂のオアシスです。

区立青山公園を出発し、青山
霊園内の桜並木を南下します。

この体長１cmほどの小さな みつばち
たちの行動範囲は（驚くことに）巣からお
よそ半径2〜3kmも。幸い、近くには、赤

巣箱に集まる みつばち たち

トーモイちゃん
（パグ 13歳）

のは、都会の真ん中でありなが
ら予想以上に緑が多く、季節を
感じることができるということで
す。海や山はもちろん、思い切り
走り回れる草原や砂浜もありま
せんが、深緑の並木、シロツメク
サの原っぱ、セミの抜け殻など、
都会の中でも小さな自然を発見
し、四季の変化を感じながら楽し

青山通りから聖徳記念絵画館
まで、約300m続く銀杏の並木で
す。紅葉の季節には、一面が黄金
色に染まります。

区立青山公園

青山小学校のそばにある、小さ
いながらもよく整備された公園で
す。蛇型の噴水は子どもたちの夏
の水遊び場としても親しまれてい
ます。

食べ物！ なんだけど……あっ、それより
くびれがほしいから走って遊べる みんな
の遊び場 作ってほしいワンワン♪

都立青山公園・北

青山一丁目駅近くの、芝生が広
がる公園です。春の桜や秋のどん
ぐりなど、 都心にありながら四季
の移り変わりを感じられます。

都立青山公園・南

乃木坂駅近くに位置する、多目
的広場を中心とした公園です。背
後には六本木ヒルズをはじめとし
た巨大ビルを望めます。

茶ちゃん(13歳)

チャンスちゃん

（ヨークシャーテリア 3歳）

※ペットは水の中に入れません。

青山ファーマーズ
マーケットの里親会で、
パパとママに出会いました。
お散歩でお友だちと遊ぶ
のが大好きです♪

「ペットショップ以外」
の選択肢

「保護動物」
とは、
様々な事情により動物愛護相談センターや民間

青山霊園内の区道

のボランティア団体に保護された動物たちのことです。保護犬や保

街でみかけた犬猫たち

約26haの広 大な青 山
霊園の中央を走る区道で
す。 春には約170本の桜
のトンネルが楽しめます。

福ちゃん

（三毛猫 16歳）

※墓地内にはペットは入れま
せん。

護猫がほとんどですが、中には保護ウサギや保護鳥などもいます。

琥珀（こはく）ちゃん

テンちゃん

（イタリアン・グレーハウ
ンド 2歳）

（黒パグ 8歳）

「アニキ、今晩のおかずは何？」
「秘密ダ！」

くる」
と先生はおっしゃいます。アテナ

TBSの8階屋上にある6群の巣箱
● 赤坂 Bee Town プロジェクト
http://www.tbs.co.jp/csr/ecology/mitsubacheer/

保護犬・保護猫ってなに？

犬用の水飲み場がある
んです

「ペットを見れば、飼い主も見えて

どこかで お口 にかかれるかも……。

日本では、
「飼えなくなった」
「迷子や捨て子」など、人間の都合

により都道府県に収容された動物たちが、毎年約20万頭も殺処分

されています。新しいペットを迎える時、
「保護動物」
も選択肢の1つ
に加えてみてください。

動物病院福村雄一院長の飼い犬で、
病院のマスコットであるスタンダード
プードル、ルンルン嬢
（2歳）
は、穏や
かで人懐っこいです。

ごみがカラスに荒ら
されないように番人
をしています。

ベルーガちゃん
（白）
&ウォッカちゃん
（黒）

モモちゃん

（メインクーン 6歳）

「Do One Good」ホームページ

ラピタ！ちゃん

（シーズー 3歳）

（コッカープー 1歳半）
※

※アメリカンコッカースパニエル
とプードルのハーフ

http://doonegood.jp/

モモちゃん

（ミニチュアダックスフント 6歳）

東京都動物愛護相談センター ホームページ

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/

③フンの片付け方

きれいな街を守るために、散歩のときは、フンをあらかじめ用意し
ておいた袋に入れて自宅に持ち帰ってトイレに流しましょう。おしっ
こをした所に水を流すなどの配慮も必要です。 自宅でトイレを済ま
せてから散歩に行くしつけをするようにしましょう。

研修医時代、下町の足立区で臨

人とペットとの良い関係を築いていくため、そして近隣住民に迷
惑をかけないようにするため、しつけは欠かせません。ひどく鳴か
ないようにしつけを行うなど、ペットのことを勉強して本能や習性を
正しく理解し、しつけましょう。
みなと保健所では、 犬のしつけ教室を実施しています。 詳細
については、みなと保健所 生活衛生課 生活衛生相談係（電話
03-6400-0043）までお問合せください。

⑥動物の苦手な人や、アレルギーを持っている人に
対して配慮しましょう

動物の苦手な人や、アレルギーで近寄れない人がいることを認識
しましょう。特に、ペットの抜け毛は、人のアレルギーの原因になりま
す。こまめにブラッシングをして、抜け毛を取ってあげましょう。

床の基礎と人情の偉大さを学び、ア
メリカで高度の獣医学と合理性を身
に付けたという先生は、犬と同時に
飼い主に暖かい目を注がれています。動物の病気だけでなく、飼
い主との隙間を診断しているようです。
「ドッグランは赤坂・青山にありません。犬が安心して遊べない所
では、子どもやお年寄りだって安心して住めないと僕は思うんで
す」みんなが幸せになれるように、というのが先生の願いです。

身近なところでは、 青山・国連大学で毎週土・日開催のファー

マーズマーケット内で、複数の動物保護団体が参加する
「里親会・

犬の首輪には鑑札・狂犬病予防注射済票を装着しましょう。これ
らには固有の番号が記載されているので、 迷子になっても飼い主
が判明します。

⑤ペットのしつけ

東京ミッドタウンには

獣医さんに聞きました

ハチミツフェアや、赤坂氷川神社のお祭

②犬鑑札・注射済票の装着

猫は、上下運動やリラックスできる場所を用意するなどストレスを
与えないように配慮すれば、屋内飼育が可能です。 猫を屋外に出
すと交通事故や猫同士の病気の感染だけでなく、フン尿などで近
隣住民に迷惑をかけることがあります。

にも一生かかって一所懸命集める蜜の量はティースプーン1杯ほ

り、赤坂青山料飲組合、赤坂サカス商業

散歩中や外出中のアクシデントを防
ぐため、 都の条例で犬の放し飼いは禁
止されています。外出の際は必ず犬にリードをつけ、リードを短く保
ちしっかり持ちましょう。また、リードをはずして遊ばせたい時はドッ
グランを利用しましょう。

④猫は屋内で飼いましょう

byリリアンでした。

ところで、みなさんは、この小さな1匹の みつばち が、けなげ

譲渡会」
が開かれています。

春になると豊川稲荷にやってくる鳥が
いっぱい。これはツグミでしょうか？

花より団子 より好物は飼い主さんの

130kgのハチミツが採取されました。

地域などで使用されるとのことですので、

くお散歩することができました。

ミッドタウンの檜町公園ではキジバトた
ちがのんびりくつろぎ中？

友達がいたけど、怪しげで、リリアンいつもの後ずさり。

度
（2011年）
は約90kg、2012年度は約100kg、2013年度は約

Bizタワーのレストラン街で開催される

外苑の銀杏並木

たら、またモデル犬やらされました。 サングラスで会議中のお

の樹木のみどりや花々に恵まれて、初年

港区内の小中学校の環境授業や体験学習に。 そして今年も赤坂

のお散歩となりました。

です。 柔らかい芝生の上で肉球が生き返る〜！ とうっとりして

離宮、芝公園、新宿御苑などなど、多く

園の南エリアに立ち寄り、外苑東

合わせて、ゆっくり廻った約1時間

も入れて、良い気持ち♪ 週末はたくさんの人や犬がいっぱい

坂御用地をはじめ日比谷公園、皇居、浜

最後に、気になる採取したこの 赤坂ハチミツ の行方は……？

犬と一緒に歩いてみて感じた

ひょっこり顔をのぞかせた茸
（きのこ）

月より養蜂に取りかかったとのことです。

南北2つに分かれた都立青山公

で、ほっこり一休み。犬のペースに
とっても大きなウシガエルにびっくり

一生懸命蜜を集める
みつばち

ちの受粉に負っていることも心しておきたいものですね。

（シュナウザー 1歳半）

杏並木へ。最後はカフェのテラス席

存できる街です。

域の活性化を図るのを目標に、2011年4

いる食物
（野菜や果物など）
の3分の1は、この小さな みつばち た

トミーちゃん

策。 青山通りを左折し、外苑の銀

赤坂は、色々な生き物と、共

病院の帰りには東京ミッドタウンに行きました。 芝生に誰で

どということをご存知でしたか？ そして、私たちが毎日口にして

通りを北上したら、北エリアを散

でいます。

どんなセミの抜け殻でしょう？

都立青山公園・北

in 青山

都会の中で見つけた小さな自然

命令が出ているのですが、花より団子で痩せられません……。

る自然環境の保全、環境教育の充実と地

円通寺通りから公園に入ると、 子犬連
れには少々きつい緑豊かな大きな階段で
す。高台の別天地が期待されます。公園
に隣接してエレベーターもあり、ＴＢＳも赤
坂サカスも間近です。

①犬にリードをつけましょう

歳の熟女です。ふふん、寸胴のせいか「子犬
絶句しています。メタボで、主治医の福村先生からダイエット

ち を飼育することを通して、
この地域にあ

円通寺坂公園

9歳のダックスフントです。人で言えば 52
ですか？」と聞かれることもあり、飼い主さんは

NPO、そして住民が一丸となり、 みつば

マリスちゃん
（7歳）

円通寺坂公園

お散歩体験レポート

マナーとルール

初めまして、中島リリアンと申します。

あにまる
LIFE

生き物がいっぱい

ペットを飼うとき知っておいてほしい

みつばちあ 〜赤坂Bee Town プロジェクト〜

赤坂青山

赤坂青山には

ドッグランがほしいワン！

赤坂で養蜂！
？？

●港区のドッグラン

芝浦中央公園 港区港南1-2-28
http://shibaurachuopark.com/?cat=3

港南緑水公園 港区港南4-7-47

近くだと
ここにあるよ！

http://www.city.minato.tokyo.jp/shisetsu/koen/konan/13

ってなぁに？
「ほじょ犬」
ほじょ犬
（身体障害者補助犬）
とは、目や耳や
手足が不自由な人のお手伝いをするために、特
別な訓練を受けた犬で、ペットではありません。
マナーも良く、衛生的で、からだの不自由な人
の、
「からだの一部」
として、活動しています。
「身体障害者補助犬法」
という決まりのもと、
公共の施設など、いろいろな場所で、ほじょ犬を
受け入れることが義務づけられています。 ユー
ザーに寄り添い、お仕事をするほじょ犬を、どう
「ほじょ犬」
が同伴可能
ぞ暖かく見守ってあげてく
な施設にはステッカー
ださい。
が貼られています。

→裏面の「生き物と共存するために」
もご覧ください

