
MYタウン

AOYAMA

地域の人がつくる
地域情報誌

赤坂青山
AKASAKA

平成29年7月発行
第40号

　
夏
の

お
祭
り

ガ
イ
ド

　
夏
の

お
祭
り

ガ
イ
ド

お祭
りビギナーも

楽しめる！

特
集

ジョージア

トルコ

アゼルバイジャン

黒海
カスピ海

アルメニア

かつて、アルメニアを訪れる日本人観光客は、数十人ほどしかいませんでした
が、年々増え続けて現在では１万人以上の観光客が訪れます。日本と同様に治
安のよい国です。主な観光名所としては、世界有数の古文書館であるマテナダ
ラン。アルメニアのほぼ中央に位置し、標高が１,９１６ｍあり、日本の琵琶湖の約
２倍あるセバン湖。アルメニアに残る唯一のヘレニズム建築のガルニ神殿など、
多くの観光客でにぎわっています。世界一長いロープウェイもあり、パラグライ
ダーなども盛んです。

・ガタ（蜂蜜入りの甘いパン）：小麦粉、砂糖、バターを
使った白餡のような餡が使われ、胡桃などのナッツが
加えられることもあります。

・スジュフ（スイーツ）：ぶどうジュースをナッツの周りに付
着させて乾かしたほんのり甘いスイーツとして売られています。

・杏：アルメニアのおすすめの一つに杏（あんず）があります。日
本のものよりも粒が大きく、とてもジューシーで甘く、大使館
のロゴにもなっています。

・ワイン：ワインの生産も盛んで、6100年前に世界一古いワイン
工房が発見され、ギネスブックにも載っています。現在のワイン
ブームで日本にも５～６種類のワインが輸出されています。

アルメニア文化週間（毎年4月下旬から5月初
旬）では、代官山ヒルサイドテラスにおいて、イベ
ントとして、コンサート、講演、ワークショップ、レ
セプション等様々な催しが行われます。
また、毎年９月２１日はナショナルデー（独立記念
日）として様々なイベント等が行われています。

最後に、アルメニア共和国について詳しくお知りになりたい方は
大使館Facebookページを是非一度ご覧になってください。
きっとアルメニア共和国に行ってみたくなる方も多いはずです。

クラシック、ジャズが盛んな国でアルメニアを代表する楽器に、「ドゥドゥク」が
あります。尺八に似た縦笛で杏の枝から出来ています。やわらかくさみしい音色
はとても魅惑的です。また、日本とアルメニアの音楽家が交流し、それぞれの国
で演奏会を行っています。

4000年の古い歴史と伝統のある国で、古い言葉を何千年も使っています。
紀元３０１年に世界で初めてのキリスト教国家になり、古くからの教会や修道院
が点在しています。その中でも首都エレバンの
西の郊外に位置するアルメニア使徒教会の総
本山エチミアジン大聖堂は、世界文化遺産に
なっています。ユリウス暦によりアルメニアの
クリスマスは１月６日です。アララト山は、標高
が５,１６５メートルあり聖書で有名な「ノアの方
舟」が到着したことで知られています。１９９１年
９月２１日に旧ソ連から独立しました。

赤坂・青山

地域の活動
地域で活躍している

方々 を紹介！！

「みつばちあ～赤坂Bee Townプロ
ジェクト～」とは、赤坂・青山地域にあ
る企業、商店街、NPO、住民が一丸とな
りミツバチを飼育することを通じて、地
域にある自然環境の保全、環境教育の充
実と同時に地域の活性化を図っていくプロ
ジェクトとして2011年４月よりTBSの屋上にて始まりました。木村さん
は2012年から赤坂地域の住民で結成されている「チームみつばちあ」
の一員として、この活動に参加しています。

▪この活動にかかわることになったきっかけを教えてください。
１年目から参加していた方に参加してみないかと声を掛けていた
だいたことがきっかけです。

▪具体的な活動内容を教えてください。
基本的には養蜂家の指導のもと、ミツバチのお世話をしています。
TBSの屋上でミツバチが蜜を集めやすい環境を整えたり、元気に活
動ができる状態を保つ活動を行っています。
その他の活動としては、小学生

や幼稚園生、希望者対象に見学会
の実施や、イベントの際にミツバ
チの生態を教えるパネル展示や
得られた蜂蜜を活用したブース出
展等も行っています。

▪どのような時にやりがいを
感じますか？
実際にミツバチのお世話をすることで、今まで知らなかったミツ
バチの生態を学び、学んだことを見学会やイベント等を通して多く
の人に広く伝えていくことにやりがいを感じます。

▪特に大変だと感じることを教えてください。
生き物と自然を相手にする仕事であることが大変なところです。
ミツバチは生物なので自分たちのお世話の仕方で良い子になった
り、困った子になったりと育ち方が変わります。また、開花の時期に
合わせ個体数を増やす必要があるため、季節を先読みして育ててい
かなければなりません。

▪ここを読んでいる方へメッセ―ジをお願いします。
どんなに小さなことでも良
いので、自然に目を向けてみ
てください。自然の中には新
たな発見や楽しい発見がたく
さんあります。また、ぜひ一度
「みつばちあ～赤坂Be e 
Townプロジェクト～」の見学
会に参加してみてください。

●問合せ／協働推進課 協働推進係　電話： 03-5413-7272
●問合せ／赤坂消防署　電話：03-3478-0119
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-akasaka

熱中症は、炎天下の屋外で起こるものだけではありま
せん。室内であっても、風通しが悪く湿度が高いと熱中
症になる危険性は非常に高くなります。
しっかりと対策をとって、熱中症を予防しましょう。

他にも多くの詐欺の手口があります
このような電話・メールが来たらすぐに１１０番を！

２時間の事前学習会及び２日間の講座を受け、最終日の試験に合格
すると防災士の資格を取得できます。資格取得後は地域の防災リー
ダーとして活躍することが期待されています。受講費は無料です。ご
自身やご家族の命を守っていくためのきっかけとしませんか。

第４０号から連載で赤坂青山地区にある大使館を訪ねてその国の歴
史、文化、観光などの特色についてインタビューをいたします。第１弾
は、アルメニア共和国を訪ねました。
駐日アルメニア共和国大使館は、赤坂１丁目のビルの２階にあり、

2010年に開館しました。読者のみなさんは「アルメニア共和国」をご
存じでしょうか？
インタビューに笑顔でそして堪能な日本語で

答えてくださったのは、グラント ポゴシャン特命
全権大使です。

申し込み期間や方法等の詳細は、８月及び11月の広報みなとや港
区公式ホームページをご覧ください。

●問合せ／防災危機管理室 防災課 地域防災支援係
　電話 ： 03-3578-2111（内線2517）

申請を希望される場合は下記へお問い合わせください。

赤坂青山地域情報誌 第40号
平成29年（2017）7月発行
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

●問合せ／警視庁赤坂警察署 生活安全課 防犯係
　電話 ： 03-3475-0110 （内線2612）
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お手続きを
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権利が当たった

電子マネーの
コードを送って

みつばちあ　～赤坂Bee Townプロジェクト～
「チームみつばちあ」飼育員

木村 清美 さん

赤坂警察署からのお知らせ赤坂地区総合支所からのお知らせ

赤坂消防署からのお知らせ

な詐欺に
ご注意を

～こんな電話・メールは詐欺です～

（発行部数 24,500部）
赤坂親善大使
アカオくん再生紙を使用しています

防災士養成講座

港区では、高層住宅等が防災計画を策定する場合や、地域団体や高
層住宅等による防災意識の高揚や防災知識の普及啓発を図るための講
演会・学習会に防災に関する専門家である「防災アドバイザー」を無償で
派遣しています。地域の防災力向上を図るため、ぜひご活用ください。

「防災アドバイザー」を無償で派遣します

vol.

14

１）毎月中旬～下旬の２日間を基本として実施します（年20回予定）。
２）７月、８月は気温が高いため、参加者の体調を考慮して実施しません。
３）場所は溜池山王駅、外苑前駅、表参道駅、赤坂見附駅、青山一丁目駅、赤坂駅の６駅の周辺です。
４）喫煙マナー・ルール向上の啓発活動（通行者への呼びかけ、ＰＲグッズの配布）、清掃活動、放置自転

車・バイクへの警告札の貼付を実施します。

注１）キャンペーン実施日については変更する可能性があります。
注２）雨天の場合は中止します。当日の朝中止決定し、関係先へ連絡します。
注３）キャンペーンのお知らせは、月末に発送している「町会・自治会への定期便」に同封いたします。商店

街・企業等はメールもしくはＦＡＸで送付します。

クリーンキャンペーンに
参加してみませんか？赤坂青山子ども中高生 事業

9月14日（木）

9月15日（金）

10月12日（木）

10月13日（金）

11月9日（木）

11月10日（金）

12月14日（木）

12月15日（金）

1月25日（木）

1月26日（金）

2月22日（木）

2月23日（金）

3月15日（木）

3月16日（金）

(受付9：10～）

(受付9：10～）

(受付9：10～）

(受付8：40～）

(受付9：10～）

(受付8：40～）

(受付9：10～）

(受付9：10～）

(受付9：10～）

(受付8：40～）

(受付9：10～）

(受付8：40～）

(受付9：10～）

(受付9：10～）

9：30～10：30

9：30～10：30

9：30～10：30

9：00～10：00

9：30～10：30

9：00～10：00

9：30～10：30

9：30～10：30

9：30～10：30

9：00～10：00

9：30～10：30

9：00～10：00

9：30～10：30

9：30～10：30

溜池山王駅周辺

青山一丁目駅周辺

赤坂見附駅周辺

外苑前駅周辺

赤坂駅周辺

表参道駅周辺

溜池山王駅周辺

青山一丁目駅周辺

赤坂見附駅周辺

外苑前駅周辺

赤坂駅周辺

表参道駅周辺

溜池山王駅周辺

青山一丁目駅周辺

赤坂スターゲート プラザ前

ホンダビル前

赤坂見附駅交番前

外苑前歩道上 北青山吉川ビル前

赤坂BIZタワーアネックス１ 赤坂通り側

秋葉神社前

赤坂スターゲート プラザ前

ホンダビル前

赤坂見附駅交番前

外苑前歩道上 北青山吉川ビル前

赤坂BIZタワーアネックス１ 赤坂通り側

秋葉神社前

赤坂スターゲート プラザ前

ホンダビル前

候補日 時間帯 活動場所 集合場所

この情報誌は赤坂青山地域に在住在勤在学者または赤坂青山地域のために
活動したいという編集委員の方々で作成しています。ご興味のある方はぜひ
お問い合わせ下さい。

赤坂地区総合支所では、「赤坂青山 美しいまち マナーのまち」
キャンペーンを実施し、地域の安全・環境美化活動に継続的に取
り組んでいます。

主に清掃活動を通して、みなとタバコルールの啓発活動を行っ
ています。清掃活動の他にも、放置自転車・バイクへの警告札の
貼付、啓発物の配布等を通して、赤坂青山のまちを美しいまちにす
るために活動しています。

町会・自治会で活動してみませんか
～身近で気軽にできることがたくさんあります～

町会・自治会は、住民の皆さんが自主的に運営する団体です。
安全・安心で非常時には助け合えるまちにする活動に、あなたも
参加してみませんか。

加入希望表はがきをポストへ投函した方に
は、後日、町会・自治会または区の担当者から
ご連絡します。

●町会・自治会はこんな活動をしています

●リーフレット
　「町会・自治会－加入のご案内－」を
　配布しています

配布
場所

赤坂地区総合支所
協働推進課 協働推進係

・防災訓練
・登下校の見守り
・環境美化活動
・街頭防犯カメラの設置と管理
・防犯灯の維持管理

・防犯パトロール
・高齢者の見守り
・お祭り
・ラジオ体操

外では帽子や日傘で日光を避けよう！
室内では風通しを良くしよう！
暑かったら無理をせずに
エアコンを使おう！

暑さを避ける

熱中症

●問合せ／協働推進課 協働推進係  電話 ： 03-5413-7272 ●問合せ／協働推進課 協働推進係  電話 ： 03-5413-7272

●問合せ／協働推進課 協働推進係  電話 ： 03-5413-7272

対象者
１. 区内在住者
２. 以下の区内の団体等に所属する区内在勤・在学者
 ①防災住民組織または地域防災協議会
 ②消防団
 ③駅周辺滞留者対策推進協議会
 ④事業所を構成員とする会議体のうち、区が主催等をするもの
  ●赤坂・青山会議
  ●麻布地区事業所防災ネットワーク
  ●芝浦・海岸地域防災連絡会
 ⑤区との災害時協力協定を締結している事業者

平成29年12月29日（金）～平成30年１月３日（水）を除く全日

９時～21時の間の最大８時間

支援対象

派遣可能日

派遣可能時間

●港区内の地階を除く階数が６以上かつ住宅の用途に供する部分の戸
数が５０以上（今年度より変更）の建築物の居住者、管理組合及び管
理事業者

●港区内の防災住民組織
●港区内の地域防災協議会
●町会・自治会
●区内の共同住宅の用途に供する（共同住宅以外の用途を併用する場
合含む）建築物の居住者、管理組合及び管理事業者が結成した団体

場 所

港区役所会議室 ラーニングスクエア新橋
（新橋４－21－３新橋東急ビル６階）

講座開催日
事前学習会：平成29年９月13日（水）19時～21時
養成講座：平成29年10月14日（土）、15日（日）９時～18時
事前学習会：平成30年１月９日（火）19時～21時
養成講座：平成30年１月20日（土）、21日（日）９時～18時

に気をつけて！！

対策１

外出・室内関係なく、
こまめに水分を補給しよう！
のどの渇きを感じなくても、
定期的に補給しよう！

運動で暑さに体を慣らすことも大切です！
ウォーキングなどで汗をかく習慣を身につけましょう！
こまめな水分補給も忘れずに！

こまめに
水分を取る

対策2

巧 妙
赤坂地区総合支所では、地域の企業、団体、住民が主体的に地

域の子ども向け事業に取り組む仕組みつくりをめざし、地域の企
業や団体等と協働して小学生～高校生向けの講座等を実施して
います。
講座の内容は「驚き・感動・気づき」から「自ら考え、行動する。」

へ導くものとし、子どもの社会参加意識を高めて地域の活性化を
図ります。
また、トップアスリートを講師に迎えた運動講座も実施し、アス

リートから直接スポーツマンシップやフェアプレーの精神、コミュ
ニケーション能力を育むものとします。

秋以降にも、ラグビー、ブラインドサッカー、野球などの各種ス
ポーツ講座やクリスマスに向けてのアイシングクッキー教室、プロ
グラミング体験講座など多彩なプログラムを実施予定です。
最新の情報や講座の様子の報告はFacebookとホームページで

確認できます。
ぜひチェックしてみてください。

平成29年7月8日（土）

平成29年7月21日（金）

元NFLチアリーダー中山麻紀子さんと

キッズファッショニスタ育成講座2017

青山小学校

期日 講座名 場所

普段着に一工夫！
ファッションモデルを体験しよう！

弟子入り講座2017
プロのお仕事体験！

～赤坂は茜坂といわれてた？～
茜ってどんな植物？茜で草木染を体験しよう！

平成29年7月25日（火）
～8月3日（木）

青山ファッションカレッジ

㈱ユミカツラインター
ナショナル、東京消防庁
赤坂消防署、㈱みずほ銀行
赤坂支店　ほか

青山児童館平成29年8月5日（土）
About 赤坂

●問合せ／協働推進課　地区政策担当
　電話 ： 03-5413-7013

http://www.akasaka-aoyama-tomoiku.netホームページ

http://www.team-mitsubacheer.com/ホームページ

Facebook https://www.facebook.com/akasaka.aoyama.tomoiku/

Facebookホームページ

【活動内容】
【第２回】

事前学習会 養成講座

【第３回】

※第1回の募集は終了しました。

目指せ
かけっこ

ナンバーワン！
運動会で輝く
ランナー養成

講座！

Myカラオケ
スピーカーを
つくろう！

羽田
ヴィッキーズと

楽しく
バスケットボール

体験！

弟子入り体験
（東京ソワール）

※平成28年度実施

※平成28年度実施

アルメニア
大使館のロゴ

※活動の一例です。
など

共 育
とも いく 大使館を

訪ねて

赤坂青山地域の

アルメニア国旗

ガタ

魅惑の国アルメニア

○歴史

○見たい、行きたい(観光)

○食べたい、飲みたい(食文化)

○聴きたい、癒されたい

日本で参加したい、体験したい

Facebook

ARMENIA

エチミアジン大聖堂内部

Vol.01

アルメニア共和国大使館

【お詫びと訂正】
第39号「MYタウン赤坂青山」で紹介いたしました
「町会長さんに直接伺いました！」で掲載した写真のコメントに誤りがありました。
心よりお詫び申し上げます。下記のとおり訂正いたします。
【訂正箇所】「Q 赤坂・青山の魅力ってなんですか？」内、掲載写真のコメント
 【誤】海舟勝の書　→　【正】勝海舟の書

楽しくダンス体験！



※参加方法、渡御時間詳細はお問い合わせください

※夏祭りの内容等は変更する場合がございます。詳細情報は乃木會館HPでご確認ください

赤坂氷川神社　赤坂氷川祭

曜日の宵宮は山車1本とお神輿2基、土曜日は子ども神輿、日曜日は山車3本とお神輿
5基が巡行される、今年の赤坂氷川祭。山車とお神輿の両方が一緒に巡行するお祭りは、

全国的にもかなり珍しいのだとか。日にちが近くなると「赤坂氷川祭」や「氷川連」のウェブ
サイトで山車の曳き手やお神輿の担ぎ手の募集が始まりますので要チェックです。
　赤坂氷川神社は江戸時代からの祭礼を継承する一方、最近は週に一組は外国の方の結婚式が
行われるほど国際的な一面も。お祭りに参加される方も国際色豊かになっています。
　土、日の夜は境内で盆踊り。赤坂名店の料理や、赤坂産のはちみつを使った
カクテルを出す屋台も登場します。大銀杏の下、夕暮れを待ちながらの一杯は
また格別です。
　境内ではほかにも雅楽（氷川雅楽会）や合唱（赤坂氷川混声合唱団）の披露
などもあり、盛りだくさん！ 足を運んでみませんか。 
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港区赤坂6-19-12　東京メトロ千代田線「赤坂」6番出口から徒歩8分

9月15日（金）～17日（日）

あ か さ か ひ か わ じ ん じ ゃ

川稲荷東京別院は、正式名称を「妙嚴寺」という、曹洞宗のお寺
です。江戸時代の奉行・大岡越前守忠相公が、赤坂一ツ木にあった

屋敷内に豊川稲荷の分社を祀ったのが始まりです。明治20年に愛知
県にある豊川稲荷の直轄寺院となり、現在の場所に遷座しました。大岡
公は唯一、旗本の身から大名にまで出世した人です。境内には大岡公を
お祀りした「大岡廟」があり、立身出世や仕事運、学業運にご利益を与え
てくれるそうです。

　9月22日に開催される九月大祭、別名「大岡公報恩祭」は、
そんな忠相公を偲んで、報恩と供養が行われます。当日は
11時から法要が始まり、大岡公が江戸の火消しである「いろは
四十八組」を組織したことから江戸消防記念会による木遣の
奉納が行われます。また、志納（寄付）をした人には、江戸の
町の防火に努めたことにちなんだ火盗除札がもらえたり、
野点や赤飯の接待が受けられたりします。

写経やヨガ、こども坐禅会など、
夏休み中も参加できる講座がたくさん！

厳かな祭り

き や り

木遣
声響く

9月22日（金）  11:00～11：30

大岡廟の前で行われる法要。ご祈祷の後、木遣の奉納が行われます
本殿のすぐ横にある大岡廟。学生やサラ
リーマンの参拝が多いそうです

お囃子の音色に、山車の
車輪のきしむ音。目でも
音でも楽しめます

夜の赤坂が担ぎ手、
曳き手の熱気に包
まれます

みょうごんじ

おごそ

う じ こ

そうとうしゅう

ほうおん
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けいだい

しじゅうはっくみ き やり
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港区元赤坂1-4-7
東京メトロ銀座線・丸の内線「赤坂見附」B出口から徒歩5分
東京メトロ半蔵門線「永田町」７番出口から徒歩5分

境内大岡廟前（雨天の場合は、稲荷会館2F法輪閣）

豊川稲荷 東京別院　大岡公報恩祭
と よ か わ い な り

江戸の

をり再祭 現
7月30日（日）・31日（月）  17:00～21:00
善光寺  納涼盆踊り大会
ぜ ん こ う じ

青
　山

青
　山

青
　山

赤
 坂

赤
 坂

赤
 坂

赤
 坂

本物の赤坂芸者にも会える！

坂住人や在勤者にとっての“夏の風物詩”といえば浄土寺の盆おどり！
　「元々は浄土寺幼稚園の保護者会でやっていた小規模なお祭り

だったんだよ…」とお話しをしてくださるのは赤坂一ツ木町会の出野会長。
今では都心のド真ん中で立派な櫓に力強い太鼓の音色、そしてゆかた
姿の踊りのお師匠さんたちが夏の夜に華を咲かせてくれています。45
回目となる今回は５年に一度の大型イベントが追加！

　本堂前に舞台を作って、本格的な鳴物による赤坂芸者の舞や、
アノ有名人が登場したり…と普段見ることのできないステージ
が出現します。さらにイベントを見た人には抽選券が配布され、
有名ホテルのペア宿泊券やお食事券など計100本もの豪華景

品が当たる抽選会に参加でき
ます。その他にも来場した子
どもたちには飲み物とお菓子
セットを、大人には100円以上
の寄付で生ビール１杯を提供
してくれる太っ腹さ！26・27
日は絶対に行かなきゃっ !!!

日本三大盆踊りの
ひとつ

郡上おどりin 青山

盆踊りには、やっぱり
"ゆかた"が似合いますよネー!

踊りの練習会開催中！ 当日に向けて参加しましょ！

掘り出し物に出会えるかな？
骨董市を目的に来るかたも 社殿での狂言奉納は

子どもも鑑賞OKです

紀州徳川家の家祖・徳川頼宣により元和５年に鎮座
正保元年より現在地に移還

ゆかた特典！高確率な抽選会！５年に一度の
大イベントは
必見です

神楽殿では、
BEGINの
奉納演奏も

事前予約や整理券配布のイベントがあるので、早めに乃木神社ＨＰを
要チェック！

子どもたちに
は、

”金魚すくい
”や

“千本つり
”も

あるヨ！

会場では着替え室もあるので、ゆかたを持って出かけませんか？

青山の踊り会場で毎年開催する 郡上市物産展は大人気！

王八幡宮は、渋谷の地名にもなっている渋谷氏の氏神として、平安
時代に鎮座した神社です。かつて渋谷城があった場所で、緑がいっ

ぱいの境内には、今でも砦の石が残されています。
　毎年、秋に行われている例大祭も、長い歴史があります。渋谷駅周
辺にお神輿が集合することから渋谷のお祭りというイメージが強いで
すが、実は青山地区にも大いにゆかりがあります。
　金王八幡宮の田所克敏さんに、青山と金王八幡宮、そして例大祭との
関係について、お話を伺いました。
　金王八幡宮の氏子は、神社を中心に、青山・渋谷地区へ広がってい
ます。青山地区では、外苑西通りから246号線の両側、高樹町の辺り
までが金王八幡宮の氏子になります。
　例大祭は毎年、9月14日とその後の土、日に行われます。元々あった
宮神輿は、鎌倉時代に作られたもの。何と、鎌倉の神社から青山百人
組が担いで持ってきたという伝説が残っています。現在の宮神輿は、昭和
30年代に作られた牛車型の鳳輦です。土日には各町内会が持っている
町会神輿が参加します。青山地区からは、青山表参道町会、青山三・
四丁目町会、青山高樹町町会に3つのお神輿があり、毎年宮入りが
行われます。

　金王八幡宮は開放的な神社で、境内横にある神楽殿では伝統的な
神代神楽が舞われますが、土曜日は氏子さんなどご縁のある方の中
から、舞台に立ちたい方を募集して催しを行います。昨年は、インド
舞踊や琴、子どもの日本舞踊などが行われました。神楽殿に一般の方が
上がれるのはとてもめずらしいことだと思います。向かいの駐車場
にも特設ステージを設けて、大道芸や阿波踊りも行われます。また、
露店も氏子さんたちにお店を出してもらいます。地域の飲食店だけ
でなく、一般の方も参加されて、とても賑やかです。

　神社というと、何となく敷居が高いというイメージがありますが、金王
八幡宮では地元の方はもとより、氏子地域の会社、氏子以外の方にも
お祭りに参加していただく取り組みをしています。お神輿を担いでみた
い方は、ぜひ神社にお問い合わせください。町内会に声をかけていただ
いてもいいですよ。
　お話の後で、境内を案内していただきました。江戸時代に作られたと
いう社殿は、彫り物がとても美しく、見応えがありました。お話にも出て
きた宮神輿と鳳輦も近くで見ることができ、特に鎌倉時代のお神輿は、
細工が細かくすばらしいものでした。
　最後に、青山地区の氏子総代である川島さんと鈴木さんにもメッ
セージをいただきました。

させられます！

大人も子どもも

ワクワク したような感覚が味わえる
昭和ノスタルジー満載の境内

で参加しよう！“ゆかた”

タイムスリップ

本格的な雅楽演奏も
聴くことができます！

青山氏子の宮入りも必見！
ソイヤー！！

例大祭には「神楽」が奉納されます

9月14日（木）～17日（日） 
金王八幡宮  例大祭
こ ん の う は ち ま ん ぐ う

踊り始めたら

か ぐ らで ん

じんだい

各地のお祭りに出向く郡上おどり
保存会の方々。下駄を鳴らして調
子をとる踊りは、初心者もすぐに覚え
られます。写真は銀座のお祭りにて

大きくて立派な
宮神輿。戦争で
焼けてしまった
お神輿を今の宮
司さんによって
７年前に新調

青山百人組が、鎌倉の八幡
宮から担いで来たと伝えら
れる神輿（手前）が展示さ
れています

狛犬を左右に配した社殿。
江戸時代初期の建築様式を
とどめる。随所に見応えの
ある彫り物も

続出！
とまらない人

港区赤坂8-11-27
東京メトロ千代田線「乃木坂」1番出口から15ｍ
東京ミッドタウンから徒歩5分

港区北青山3-5-17　東京メトロ「表参道」A3出口から徒歩1分

港区赤坂4-3-5　東京メトロ千代田線「赤坂」1番出口から徒歩3分

港区北青山2-8-35（秩父宮ラグビー場駐車場）
東京メトロ銀座線「外苑前」3番出口から徒歩3分

　「町会では、金王八幡宮の例大祭を、町会の一番大きな行事として、
長い間、大切に行っております。地域の皆さんの心が一つになって
盛り上がる、楽しみな行事です。一年に一回の場であり、今後も絶え
ることなく、次の世代に受け継いで行って欲しいと願っております。」

金

赤

山表参道商店会が、日ごろのご愛顧に感謝の心を込めての
「盆踊り大会」です。櫓、出店（販売も）などの設営から解体まで、

すべて、商店会の約40人の役員さんの手による、まさに手作りのお祭り
です。当日は、港区長はじめ、赤坂消防署長、赤坂警察署長、青南小
学校長、青南幼稚園園長他の方々もお見えになり、境内は2日間で、
およそ3,000人の人たちで大賑わいとなります。

　今年は 7月30日（日）、31日（月）の
2日間開催です。両日共午後5時スター
トです。参加者のみなさんには、手ぬぐ
いとうちわ（数量限定）が配られます。
　「一年に一回の謝恩納涼盆踊り大会
です。大勢のみなさんに、大いに楽しんで
いただければ！」と商店会会長の田中さん
からも熱いメッセージをいただきました。

青

表参道の交差点で、お神輿が見られますよ
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　岐阜県郡上市で7月～9月の間で約30夜開催される郡上
おどりは8月お盆の頃、地元ばかりでなく全国のファンが集い、
徹夜で踊り続けます。郡上八幡城主・青山家の菩提寺が梅窓
院であった縁で、毎年6月には外苑前の秩父宮ラグビー場駐
車場で開催されます。下駄をカランと打ち鳴らすのが特徴で、
派手さはないものの踊り始めたら病みつきの楽しさ。始まる
前には講習会もあるので初心者や子どもでも安心です。
　特産品のハムを販売する物産展もあり、早々に売切れ必
至は、郡上鮎の塩焼きだとか。
　来年をどうぞお楽しみに！

ぼ だ い じぐじょうはちまん

ぐじょう

ばいそう

いん

けいだい

7月26日（水）・27日（木） 18:30～21:00
イベントタイム  両日とも20:00～20:30

浄土寺　第45回 浄土寺盆おどり大会
じ ょ う ど じ

渋谷区渋谷3-5-12　JR「渋谷」東口から徒歩5分

宵宮渡御：9月30日（土）　連合渡御：10月1日（日）
青山熊野神社  例大祭
あ お や ま く ま の じ ん じ ゃ

渋谷区神宮前2-2-22　東京メトロ銀座線「外苑前」3番出口から徒歩6分

※参加方法、渡御時間詳細は各町会までお問い合わせください

8月5日（土）  15:00～20：00 
乃木神社  乃木神社の夏祭り
の ぎ じ ん じ ゃ

木希典大将と静子夫人をご祭神として祀る乃木神社は、氏神様と
氏子を持たない崇敬神社。お神輿が出る夏祭りではなく、地域の人々や

ここで結婚式を挙げたカップルが集い、境内で夏の風情を楽しむ趣向です。
　夏祭り企画担当の小林さんと石角さんに乃木神社の夏祭りの特徴を伺うと
「敷地内に足を踏み入れると、ゆったりとした時が流れているんですよ。古き良き時
代というか、日常とは全く違う時間が流れていて、それがいちばんの魅力ですね」。
　毎年、乃木會館のスタッフが半纏を着て境内の屋台に立ち、屋台料理も乃木
會館での手作り！地域の皆さんに、安心して遊んだり食べたりしてもらおうというコン
セプトで、毎年8月の第一土曜日（15時～20時、雨天は隣接メゾンブラン2階にて屋台を出店）に開催してい
ます。屋台は昔ながらのお祭りメニューで、焼きそば300円などお財布にやさしいのも嬉しいところです。
　小さい子どもから高齢の方まで、幅広い年齢層が楽しめるイベントの豊富さも人気を博しています。
境内の社殿では大蔵流能楽狂言奉納（無料）があり、大笑いするようなわかりやすい狂言が好評です。
子どもに大人気の紙芝居（無料）、ゆかたを持参しての着付け教室（有料）や、昭和レトロな味わいにひた
れる「ARATAMA 食堂」（要予約）もあります。昔懐かしの屋台が立ち並ぶ境内では、風鈴の絵付けや
手づくりうちわなどのワークショップ（有料）も行われ、骨董市も開催されます。
　夜になると絵灯篭がぽっと灯り、夏祭りの日だけ許される花火に興じることができます。子ども心に
戻れる昭和ノスタルジーを存分に味わえる夏のひととき、大切なひとと是非行ってみたいですね。

乃
の

普段、結婚式の披露宴を行っている乃木會館では、
ビュッフェ式のARATAMA食堂がオープン！

乃木将軍ご夫妻の御霊を祀り、お二人の精神を永世に伝える
ことを目的に創建された乃木神社

乃木會館の２階から本殿に続く
美しい回廊

けいだい

いしず み

み こ し

し ず こ まつぎ ま れ す け

はんてん

おおくらりゅうのうがくきょうげん ほうのう
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毎年７月下旬からの10日間、
境内にてラジオ体操を開催。
子ども向けのプログラムもあり！　　　　 を誘って家族や友人

参加してみよう！ 

夏のお祭りガイド夏のお祭りガイドお祭りビギナーも楽しめる！お祭りビギナーも楽しめる！ 特集
「お神輿を

担ぎたい
！」

「お神輿を
担ぎたい

！」
「盆踊りに

行きたい
！」

「盆踊りに
行きたい

！」
「夏祭りで

食べ歩き
たい！」…

「夏祭りで
食べ歩き

たい！」…

「ゆかたを
着て出かけ

たい！」

「ゆかたを
着て出かけ

たい！」

そんなお祭りラヴァーさんはもちろん、どう参加し
たらいいのかわからずにいた

お祭りビギナーさんも気軽に楽しめる情報を求め
て、地域の寺社を取材しました。

情報をゲットしたら、各寺社のHPをチェック！７～９
月のお祭りをぜひ満喫してください!!

※参加方法、渡御時間詳細はお問い合わせください

つ葉葵」の御紋が社紋の青山熊野
神社は、青山総鎮守として地元に

愛され、地域に根付いている神社です。
この神社の恒例行事のひとつに９月末に
行われる例大祭があります。
　各町会の子ども山車、子ども神輿、そし
て大人神輿が集まって華麗に青山～原宿
地区を渡御する様はまさに圧巻！必見
です。またお祭りの2日間境内では、近隣、
町会の方々をはじめ、青山高校の生徒た
ちのお手伝いによる模擬店もあり、地域
ならではの価格でソースせんべいや、
わたあめ、焼きそば、焼き鳥…をはじめ、輪投げ、金魚すくい、そして一番
人気の射的などが楽しめます！ さらに豪華景品が当たる（!?）来場者全員
参加型の無料イベントもこの期間中に行われています。
　来年は宮神輿が出る年です！ 来年に向けて、ぜひ今年からご家族や
ご友人を誘って一緒にお祭りに参加してみませんか？ お祭りに参加した
子どもには、お楽しみチケットも限定数配布されるので要チェックです!!
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