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　バーレーンはディルムン、ティロス、アワルの文明発祥の地で、その歴史
は深く5000年以上前にさかのぼります。歴史を通してバーレーンは湧き
出る真水やヤシの木で知られており、「不老不死の地」または「グレート・パ
ラダイス」と呼ばれていました。バーレーンはレバントのフェニキア、古代イ
ラクのメソポタミア、古代エジプトのナイルの河谷の文明にとって重要な
場所でした。遺跡や歴史的証拠から、バーレーンは貿易拠点および東と西
の中継地点となっている事が分かります。
　1783年、アハメッド・アール・ファーテフにより征服されたのち、バー
レーンの近代史が始まり、以降はアール・ハリーファ一族により支配されま
した。1971年8月15日、バーレーンは英国から独立し、同年12月16日
に英国の保護国からも独立しました。近代化が進む中、バーレーンは
1973年に初の憲法を公布しました。
　ハマド・ビン・イーサ・アール・ハリーファ国王が1999年に主権を握る
と、バーレーンは新時代に入り、立憲君主制のもと、国民行動憲章と2002
年の憲法改定案に即し改革と発展を行い、王国となりました。バーレーンは
大きく発展し、また、立法機関の下、先進的かつ継続的な政治的民主的改
革を行い、バーレーンは地域そして国際社会の中で主要な地位を占めるよ
うになりました。

赤坂・青
山

地域の活動
地域で活躍している
方 を々紹介！！

第40号から赤坂・青山地域にある大使館を
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しています。第６弾では、
バーレーン王国を紹介します。インタビューに
ご協力くださったのは、バーレーン王国大使館
のアハメッド・アルドーセリ大使です。
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赤坂警察署からのお知らせ
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この情報誌は赤坂・青山地域の在住在勤
在学者及び赤坂・青山地域のために活動を
希望する方々の編集委員によって作成して
います。ご興味のある方はぜひお問合せ
ください。

豊かな文化と多数の歴史的遺産を持つ国

○歴史

○見たい、行きたい（観光）

NPO法人檜町公園遊びを考える会
は、10年前からボランティアとして活
動を始め、檜町公園に来る子どもたち
を中心に様々な遊びを教える活動をして
います。お絵かき、コマ回し、輪投げなど、
懐かしくて素朴な遊びを中心に教えています。

NPO法人檜町公園遊びを考える会サポーター

横田  晶子 さん

師走ともなると何かと慌ただしく“気がつけば今年もあとわずか”と、
時の流れの早さに驚かされます。この時期は、救急車の出動が一年の中
で最も多くなる時期でもあります。冬季に救急要請が急増する原因の一
つとして、風邪やインフルエンザなどの冬季に流行する病気の発生、急
性アルコール中毒、餅を喉につまらせることによる窒息事故などのよう
な急病・事故の多発が関連していると考えられています。こういった年末
年始に多発する事故の発生を未然に防止するために、救急事故の傾向
や注意点を知り、事前に対策をたてておくことが大切です。

赤坂消防署からのお知らせ

病気や事故に
注意しましょう！

特殊詐欺に注意!特殊詐欺に注意!特殊詐欺に注意!特殊詐欺に注意!特殊詐欺に注意!
赤坂地区総合支所からのお知らせ

●問合せ／赤坂地区総合支所  協働推進課  協働推進係
　電話 ： 03-5413-7272

よ こ 　た あ き 　こ

地域でＣＳＲに取り組む
企業の会議体「赤坂・青山会議」

これまで地域活動に参加できなかった方々に地域に関心を持って
もらい、地域活動に参加するきっかけづくりを目的としたイベント、
「地域デビューの集い ～地域みんなが顔なじみ～」を開催します。
岩手県立大学社会福祉学部准教授 菅野 道生氏による講演会や、
実際に地域活動を行っている方々による「地域デビューのすゝ め 
～人と人がつながるまちへ～」をテーマとしたパネルディスカッション
等、盛りだくさんの内容になっています。
また、地域の子ども達によるステージや、ベビーヨガ教室、豪華
景品の当たる赤坂青山町会連合会主催のお楽しみビンゴ大会等、
子どもから大人まで楽しめる企画も準備しております。ぜひご参加
ください！

地域デビューの集いを
平成31年3月3日（日）に

開催します！
「創業支援制度」をご存じですか？

概要

●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）

※詳細は決まり次第、区設掲示板やホームページ等でお知らせします。

●日時 ： 平成31年3月3日（日）13：30～16：30（予定）
●会場 ： 赤坂区民センター　区民ホール（３階）
●対象 ： どなたでも
●費用 ： 無料

●問合せ／赤坂地区総合支所　協働推進課  地区政策担当
　電話 ： 03-5413-7013

●問合せ／産業・地域振興支援部  産業振興課　経営相談担当　　電話 ： 03-3578-2560・2561

　地域で積極的な社会貢献活動を行っている事業者・教育機関等
で構成される会議体です。地域の環境美化や活性化につながる取
り組み等、地域課題の解決に向け、検討を行っています。

平成30年11月4日（日）に実施された「港区総合防災訓練赤坂会
場」で災害対策備蓄品の配布を行いました。これは企業が保有してい
る災害対策備蓄品で、保存期限が近づいたものを有効活用するた
め、平成28年度から行っているものです。
当日はアルコールティッシュ1,014個と
ヘルメット874個を町会・自治会などの訓
練参加者へ配布しました。

赤坂・青山会議の参画企業が

●「赤坂・青山会議」とは…

バーレーン王国国旗

子ども広場の様子 町会・自治会等の活動を紹介するパネル

＜平成30年の様子＞

まちのお宝発掘プロジェクトが
「フォトコンテスト」を実施します！

●問合せ／赤坂地区総合支所  協働推進課  地区政策担当
　電話 ： 03-5413-7013

赤坂・青山地区タウンミーティング「まちのお宝発掘プロジェクト」
が主体となり、地域のお宝に関するフォトコンテストを実施します。
あなたが知っている赤坂・青山の魅力、地域に関する発見や思い出

にまつわる写真をぜひお寄せください。応募受付時期や詳細につい
ては、決まり次第、地域情報誌や港区ホームページ等でご案内してい
きます。

※詳細は決まり次第、お知らせいたします。

「港区総合防災訓練赤坂会場」において
災害対策備蓄品の配布を行いました。

檜町公園での昔遊びの様子

　バーレーンにはさまざまな観光地があります。歴史に興味がありました
らバーレーンの歴史スポットを訪れてみてください。バールバール神殿や
バーレーンアラド要塞、アル・アーリ古墳群やディルムン古墳群などがあり
ます。また、アッダール島でゆっくりするのも良いでしょう。イルカウォッチン
グやパールダイビングを体験できます。バーレーン国立博物館では5000
年以上に渡るバーレーンの歴史、考古学、現地の習慣や伝統文化などを学
ぶことができます。
　その他の情報はこちらのウェブサイトからご確認いただけます。
http://www.culture.gov.bh/en/visitingbahrain/CulturalTourism/
Destinations/

マチブース

ガフワ

大使館を
訪ねて

赤坂青山地域のVol.06

ホームページ ： www.mofa.gov.bh　　　　　
Twitter、Instagram ： @bahrainembjp

▪活動に携わるようになったきっかけを教えてください。
　仕事の関係で４年前に赤坂に移ってきたことがきっかけです。檜
町公園遊びを考える会を立ち上げた赤坂檜町町会の光田会長に声
をかけていただき、活動に協力するようになりました。

▪具体的な活動内容を教えてください。
　月２回、第１・３木曜日の14時から３時間程度檜
町公園で活動しています。毎回自由参加で、ど
なたでも参加していただけます。遊ぶことを通
して「自ら考え、自ら体験する」大切さを子ども
たちに伝えることが活動の目的です。例えば、コ
マを回して遊ぶ場合、「どうやったら長く回せる
か」を自分で考えてもらいます。試行錯誤しな
がら繰り返しコマを回し、長く回すコツを自分で導き出せたとき、
その経験はその子を成長させてくれます。多くの子どもたちにそう

いった経験をしてほしいと思いな
がらこの活動を続けています。昔
遊び以外にも、大きなボードにお
絵かきしたり、段ボール箱を活用
して秘密基地づくりをしたりなど、
広い公園だからこそできる遊びも
たくさんあります。私自身も活動
に携わるようになってから色々な

遊びを覚えました。参加者の方が私たちの知らない遊びを教えてく
れることもあり、開催するたびに色々な発見があります。

▪どのような時にやりがいを感じますか？
　遊びに参加してくれた皆さんが楽しんでくれる時です。小さい子
どもたちが「先生ありがとう！」と言ってくれた時はとても嬉しい気
持ちになりました。遊びを通して一緒に楽しむことで、自分自身も大
きな喜びを感じ、子ども達から教えられることもたくさんあります。

▪大変だと感じることを教えてください。
最近では外国人の参加者もいて、言葉の壁にぶつかることがあ

ります。伝えたい遊びがあるのにうまく伝えることが出来ず、ジェス
チャーをしたり、単語をつなげて何とか理解してもらったこともあ
りました。赤坂という土地柄、檜町公園には多くの外国人の方がい
らっしゃるので、伝え方を工夫するのは大変ですが、外国人の方に
も日本の遊びを知ってもらえることはとても嬉しいことです。

▪これを読んでいる方へのメッセージをお願いします。
子どもだけでなく、色んな方に参加していただける活動です。

「遊び」を昔懐かしいと思っていただけたら、ぜひ檜町公園に来て
みてください。一緒に遊んで、楽しみましょう！

今後の活動予定

　平成30年12月に実施予定の「地域防災訓練 いも煮会（主
催：青少年対策赤坂地区委員会）」・「青山みんなで走ろう会（主
催：青少年対策青山地区委員会）」にて保存水約1,500本・ア
ルファ化米約700食を配布する予定です。

みんなにと
っての

赤坂青山の
「お宝」は

なんだろう
？？

教えてほし
いな♪

どんな写真
が

集まるのか
しら

とっても楽し
みね♪

大募集！

地域活動
に参加する

きっかけづ
くりを

お手伝い
！

　創業に必要な事業資金の融資を低利で受けられるよう、金融機関
に対して融資あっせんを行います。
●対　　　象： 区内で創業しようと考えている方、創業して１年未満の方
●時 　 　 期：随時（予約制）
●本人負担率：0.4%
●融資限度額：1,500万円（これから創業しようと考えている方は
　　　　　　　1,000万円で自己資金の範囲内）

4 創業資金を調達したい

▶創業支援融資あっせん

　区内で事業所または店舗を借りて新たに創業した方へ、創業計画
書の作成を要件にその賃料の一部を補助します。
●対　　象： 区内で創業して１年未満の方（事業所等と住居が兼用
　　　　　　でないこと、バーチャルオフィスでないこと等が条件）
●募集時期： 年２回（６月、12月）
●補　　助： （一般）月額賃料の１／３（限度額：月５万円）を１年間
　　　　　　補助　（生鮮三品販売店舗）月額賃料の２／３（限度額：
　　　　　　月10万円）を５年間補助

5 創業時の費用負担を軽くしたい

▶新規開業賃料補助金

　創業セミナーの参加または窓口相談・創業アドバイザー派遣によ
り創業計画書を作成した方に特定創業支援事業による証明書を発行
しています。
●対　　象： 創業セミナー受講者または区所定の創業計画書を
                作成した方
●時　　期： 随時

▶特定創業支援事業による証明書の発行

港区では、区内産業の将来的な発展を支えることを目的に、区内
での創業を積極的に支援しています。港区で開業をお考えの方は、
ぜひご活用ください。

　創業に関する基本的知識を学ぶセミナーを実施します。
●対　　象： 区内で創業しようと考えている方、創業後１年未満の方
●開催時期： 年２回（７月、２月）

１ 創業についての知識を得たい

▶創業セミナー

　過去の創業セミナーに出席した方へのその後のフォローアップの
一環として、人脈づくり及び情報交換を目的に実施します。
●対　　象： 創業セミナー受講者等で創業して５年未満の方
●開催時期： 年２回（９月、３月）

▶創業勉強会

　区内で創業しようとする方を対象に、中小企業診断士による相談
を行います。
●対　　象： 区内で創業しようと考えている方
●時　　期： 随時（予約制）

2 創業について相談したい

▶窓口相談

　アドバイザー（中小企業診断士）を事務所等へ派遣し、創業に係る
相談及び創業計画書の作成を支援します。
※窓口相談の後に本事業を利用できます。

●対　　象： 区内で創業しようと考えている方、創業して１年未満の方
●時　　期： 随時（予約制）
●派遣回数： ３回以内

3 創業計画書を作成したい

▶創業アドバイザー派遣

詳細やその他の支援内容については、港区産業振興課ホームページ
「MINATOあらかると」をご確認ください。
http://www.minato-ala.net/　

赤坂警察署管内 被害状況

（平成３０年９月末現在）１０件

「医療費、保険料、税金の還付がある」
「ATM操作でお金が戻る」
「私の指示通りに操作して」

発生件数

電話で“お金の話”が出たら、
それは詐欺です！

ＡＴＭでお金が戻ることはありません！

●問合せ／赤坂消防署　
　電話 ： 03-3478-0119

年末年始に
急増！

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

風邪やインフルエン
ザなどの冬季に流
行する病気の発生

予防
ポイント

①インフルエンザが流行している時は人ごみを
さけましょう。
②外出時にはマスクを着用し、帰宅時にうがい
と手洗いを忘れずにしましょう。
③流行前に予防接種を受けましょう。

忘年会、新年会など
における急性アル
コール中毒

予防
ポイント

①自分の適量を知り、その日の体調にも注意し
ましょう。
②短時間のうちに多量の飲酒（一気飲み）はや
めましょう。
③飲酒の無理強いはしないようにしましょう。

餅などをのどにつま
らせたことによる窒
息事故

予防
ポイント

①急いで飲み込まず、ゆっくりと噛んでから飲
み込みましょう。
②乳幼児や高齢者との食事には、適時様子を見
るなど注意を払うよう心がけましょう。
③応急手当の方法をよく理解しておきましょう。

詳しくは東京消防庁
赤坂消防署のホームページを

ご確認ください。

ATM

○食べたい、飲みたい（食文化）
【マチブース】　
　バーレーンの伝統的な料理の一つです。
魚や鶏肉、ラム肉などを入れた炊き込みご飯です。
【グージ】　
　グリルしたラム肉に米や野菜、スパイスなどを詰めた
伝統的な肉料理です。
【ガフワ】　
　現地の言葉で“コーヒー”という意味で
す。バーレーンではおもてなしの際に提供
され、ダッラと呼ばれるコーヒーポットから
フィンジャンという小さな器にコーヒーを
注ぎます。

●大使館からのお知らせ　2019年１月に行われる「港区大使館等周
遊スタンプラリー」に参加します。バーレーン王国大使館は１月21日
（月）～１月25日（金）の５日間、参加します。ぜひお越し
ください。バーレーン王国大使館からのお知らせは、
ホームページ、Twitter、Instagramをご覧ください。

グージ

バーレーン王国

エジプト

トルコ
シリア

イラク

サウジアラビア

オマーン
U.A.E

カタール

ペルシャ湾

イラン

ヨルダン

BahrainKingdom of バーレーン王国大使館
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活動内容

●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など

注１）
注２） 
注３）

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。
雨天の場合は中止します。前日の16時までに中止決定し、関係先へ連絡します。
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。

●問合せ／赤坂地区総合支所  協働推進課  協働推進係　　電話 ： 03-5413-7272

平成３０年度「赤坂青山 美しいまち マナーのまち」キャンペーン

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。初めてのご参加も大歓迎です。ぜひお気軽にお問
合せください。

候補日

1月24日（木）受付9：10～
9：30～10：30

赤坂BIZタワーアネックス１　
赤坂通り側

時間帯 活動場所 集合場所

赤坂駅周辺

1月25日（金）受付8：40～
9：00～10：00

秋葉神社前表参道駅周辺

2月14日（木）受付9：10～
9：30～10：30

赤坂スターゲートプラザ前溜池山王駅周辺

2月15日（金）受付9：10～
9：30～10：30

ホンダビル前青山一丁目駅周辺

3月14日（木）受付9：10～
9：30～10：30

赤坂見附駅周辺 赤坂見附駅交番前

3月22日（金）受付8：40～
9：00～10：00

外苑前歩道上
北青山吉川ビル前

外苑前駅周辺

地域の人がつくる
地域情報誌



平成元年に引き取る際、普光寺の大勢の檀信徒さんが別れを惜し
みつつ優しく見送ってくれたことが、ご住職には忘れられない思い出
だとか。46年ぶりに鐘が戻ってきたので、焼けた鐘楼を再建するこ
とに。鐘楼の跡地は子どもの遊び場でしたが、土の中から雷電が寄
進した瓦が出てくるという、2度目の奇跡が起きました。
　一番鐘を撞いたのは、寄進時はもちろん雷電、明治に再現された
時は大砲萬右衛門、平成に帰
還した時には千代の富士貢。
名だたる力士に縁のある報土
寺、ここ一番の勝負時にパワー
をもらえるかも！
　現在では、夕方5時の港区
のチャイムが鳴り終わった後、
ご住職が毎日梵鐘を撞いてお
られます。是非一度、奇跡の鐘
の音を聞きに報土寺へ出向い
てはいかがでしょう。

　さて、皆さん神社で目にする狛犬
は何対だと思いますか？ 大抵は１
対か２対ですが、こちらでは７対も
の「狛犬」に出会えます。なかでも手
水舎と社殿の間にある楼門の脇に
いる狛犬は東京都で２番目に古い
狛犬というから驚きです。 写真から
もわかるように頭が平たい狛犬は、
昔はそこにロウソクを置いていたの
では？ という説もあるとか。その狛
犬の前にある「石灯篭」もまた文化
財に指定されているので、楼門まわ
りは見どころ満載です！ 最後に紹
介するのは「力石」。これは、江戸時代～明治時代にかけて、力試し
を競う際に用いた石とされるもので、境内の土の中から発見されま
した。この力石の場所はあえて秘密にしておきます（笑）。ぜひ宝探
しのつもりでご自分で探してみてくださいね。

　前号に続いて「編集委員が選ぶパワースポット」の後編をお届

けします！  “パワースポット”は人それぞれですが、今回も編集

委員が総力をあげて、皆さんを豊かな気持ちにさせてくれる場

所をご紹介します！

パワースポットと言われて思い浮かべるのは、
どんな場所でしょうか。日本一えらい神様がいる場所？ 
樹齢何千年の木々が並ぶ島？ 
それとも世界の中心にある愛を叫ぶ場所？

後 編

パワースポット
赤坂・青山の

����� �����

編集委員
が選ぶ

●明治神宮外苑いちょう並木
　東京メトロ「青山一丁目」駅
　 1 番出口 徒歩5分
　ちぃばす青山ルート
　「123青山二丁目交差点」
　下車すぐ

●咲柳山 報土寺
　赤坂7-6-20
　☎ 03-3583-5401
　【開門時間】 8：00～17：00
　東京メトロ「赤坂」駅
　6番・7番出口 徒歩2分
　ちぃばす赤坂ルート
　「39赤坂五丁目交番前」 徒歩1分

●赤坂氷川神社
　赤坂6-10-12
　☎ 03-3583-1935
　【開門時間】 6：00～17：30
　都営地下鉄「六本木」駅6・7番出口、
　東京メトロ「赤坂」駅6番出口、
　「六本木一丁目」駅1番出口、
　「溜池山王」駅12番出口各徒歩8分
　ちぃばす赤坂ルート
　「51-2 赤坂六丁目」 徒歩6分

※風致地区 ：1919（大正8年）に制定され
た都市計画法において、都市内外の自然美
を維持保存するために創設された制度。

　「明治神宮外苑いちょう並木」は街路
樹では珍しく、観光名所になっています。葉
の形がアヒルの脚に似ていることから、中国
語で「鴨脚」と呼ばれているいちょう。その実
である「銀杏」は、皇帝に「鴨脚の実です」と
出すわけにいかなかった料理人が、咄嗟に
思いついたネーミングという説があります。
黄金の葉と銀の実がいっぱいのいちょう並
木は、金運アップの場所といわれています

　伝説の力士が眠るお寺。そこに奇跡の梵鐘がある！ と聞き、赤坂
の報土寺に伺いました。港区で1、2を争う急勾配な坂として有名な
三分坂。そのスタート地点に
位置し、江戸時代からの築地
塀が目印です。
　お話しを伺ったのは、15代
目ご住職の朝倉俊さん。伝説
の力士とは、江戸時代の最強
力士、雷電為右衛門です。

　その雷電が、文化の大火で焼失した報土
寺に梵鐘と鐘楼を寄進。ところが、鐘をつる
す竜頭に二人の力士が四つに組む形を模す
など異様な形であった為、寺社奉行によって
没収され、長い間つり鐘のない状態でした。
2代目の鐘が明治41年に再現されたもの
の、太平洋戦争下で国に供出。その後ずっと
行方がわからないままでした。
　それが、東京大空襲後に五日市町の普光
寺に引き取られ、保存されていたのです！ 　

青山  善 光 寺
あ お 　や ま ぜ ん 　こ う 　 　じ

青山でも体験できます！ 真っ暗闇の「戒壇めぐり」。

明治神宮外苑いちょう並木
め い 　じ 　 　じ ん 　ぐ う 　が い 　え ん な み 　き

歩くとわかる!? いちょう並木のパワー。

が、実は話題となった学園ドラマの
告白シーンでも使用されているよう
に、恋愛が叶う場所ともいわれてい
ます。
　ところで国道246号線から聖徳記
念絵画館へ向かうと、下り坂になっ
ているのをご存じですか？ 造園家・
都市計画家の折下吉延氏が遠近法
を利用し、絵画館が大きく見えるよ
うにと道路の高低差は約１メート
ル、いちょう自体も少しずつ低く植樹
し造園。日本初の耐震理論を唱えた

建築家の佐野利器が携わった建造
物である絵画館の裏手には、明治天
皇の葬場殿跡があり、葬場殿、絵画
館の中央大広間、いちょう並木が一
直線になるよう設計されています。約
13種もの国産大理石を使った絵画
館中央大広間から眺めるいちょう並
木も絶景です！ 
　いちょう樹木は全部で146本あり

　東京十社の一つに指定されている赤坂氷川神社は、天暦５年
（951）から1000年以上の歴史を有するお社です。その歴史からも
わかるように、ここにはたくさんの社宝・文化財が残されており、参
拝後、貴重なそれらの姿に触れながら散策できる、まさにミュージ
アム的な神社です。
　早速、正面入り口の鳥居をくぐった先にある「社殿」は、享保14年
（1729）に建造。関東大震災や東京大空襲の被災を奇跡的に免れ、
今もなお江戸時代当時のまま現存されており、昭和51年（1976）
に東京都の有形文化財に指定されている大変貴重な建物です。 
　社殿での参拝が終わったら、次は境内を回ってみましょう！ まず
は、参道脇の奥にそびえ立つ「大銀杏」。こちらは樹齢推定400年以

赤 坂 氷川神 社
あ か 　さ か 　 ひ 　 か わ 　じ ん 　じ ゃ

パワーの宝庫！  赤坂氷川神社。

上とされる天然記念物にあたるもの。
東京大空襲で木の幹の大部分が空洞
になっていますが、未だ葉が生い繁る
この大銀杏は傍に立っているだけでも
強いパワーを感じます。
　そのまま社殿方向に歩いた右手にあ
る東参道の石段を降りていくと、氷川
神社の末社にあたる、「四合稲荷神社」
があります。こちらのお稲荷さんは、４
社を合わせたお稲荷さんを当時近くに

住んでいた勝海舟によって、幸福の“幸せ”、志の“志合わせ”もかけ
て“四合稲荷”と名付けられました。現在はさらに縁起の良い社が加
わって７社が祀られていますので、お参りするだけで倍倍に幸せが
訪れてくれるかも？ 

月１で行われている
「良縁祈願祭」は
HPでチェック！

「暴れん坊将軍」のモデル・
８代将軍の徳川吉宗によって
建てられた総欅（けやき）造り

しあわせ

ちからいし

いしどうろう

しあわせ

まつ

こま

し

港区登録・有形民俗文化財
力石には「三捨五貫目」（約130kg）
と刻まれています

他の狛犬も表情豊かで個性的な
ポーズでお迎えしてくれます

四合稲荷神社。33段の石段を降りて左手にあります

葬場殿趾のクスノキ

(みっしゃく)

「戒壇めぐり」は原則団体が
対象で、事前申し込みが必要
です。詳しくは電話にてお問
い合わせください。

中央大広間から並木道まで一直
線に続いている

いちょう並木の落葉と
銀杏

東京大空襲ですっかり焼失したはずの雷印の瓦が土の中から！
仁王門をくぐると右手に立派な鐘
楼と梵鐘が！ 川名観恵 住職

最も古いものは
遷座以前の享保

９年

（1724）の石灯
篭！

おおづつ

さんぷんざか

つい じ  

すぐる

雷電は

松江藩お抱え

力士で未曾有の

最強力士！

雷電寄贈の鐘に刻まれていた鐘銘を、
原文のまま鋳造された2代目の鐘

毎夕5時に撞きます！

咲 柳山  報 土 寺
し ょ う 　り ゅ う 　ざ ん 　 　 ほ う 　ど う 　 　じ

雷電の奇跡の梵鐘を聞きに。

べい

ます。明治神宮外苑と東京都の各管轄があるにもかかわらず、見事
な景観が保たれているのは二者で話し合い、4年に一度、剪定して
いるからです。そして今年は剪定の年。葉が落ちた頃に、日本一高い
クレーン車を用いた作業風景も見られますよ。
　絵画館を背にした帰り道は上り坂となって後ろ髪を引かれるよう
な仕掛になっており、もっと一緒に居たい気持ちになること受け合
いです。

　造営当時、西洋庭園として設計
されたいちょう並木は歩きながら
公園を感じることができる歩道と
して、日本初の風致地区※に指定さ
れました。訪れるたびに発見のある
いちょう並木に気になるあの人を
誘って出かけましょう！

おりしも　よしのぶ

さ　の　とし　かた

赤坂青山

赤坂

青山

●青山 善光寺
　北青山3-5-17
　☎ 03-3401-3915
　【開門時間】 9：00～17：00
　東京メトロ「表参道」駅
　A3出口 徒歩2分
　ちぃばす青山ルート
　「120表参道」 徒歩2分

ヤアチャオ

ぎんなん

とっ　さ

らゆかし  すみれ草” などがやさしく迎
えてくれます。
　入口の以前の仁王門は惜しくも東京
大空襲で焼失しましたが、現在も戦前と
同じ“天下り仁王尊”が仏の守護神とし
て安置されています。右が那羅延金剛力
士で口を開き、左が密迹金剛力士で口
を閉じ、ともに、智をあらわす尊像です。
　青山善光寺では、長野の善光寺と同
じく極楽浄土が約束されるといわれる
「戒壇めぐり」が体験できます。本堂の闇
の回廊をめぐり、御本尊の真下に安置されている「極楽のお鍵」に
触れて、如来さまのご慈悲におすがりし、心の闇を払うと心眼を開く
ことができるそうです。回廊の中は本当に真っ暗闇で何も見えま
せん。
　他にも、毎年7月最終の日
曜、月曜には「納涼盆踊り」
が盛大に行われます。また、
12月31日午後11時30分
頃に足を運ぶと「除夜の鐘」
を撞くことができるそうです。
　日常の煩雑さ、街の喧騒
を離れて、心安らかなひとと
きを、青山善光寺で過ごし
てみてはいかがでしょうか？

　青山表参道交差点のほど近く、今や華やかで現代的、人通りの絶
えない青山通りから一歩足を踏み入れると、おや、もうそこは別世
界！ こんな所に目にも鮮やかな朱塗りの仁王門が・・・！ ここは、あ

の有名な信州善光寺別院、
「南命山無量寿院善光寺」
です。本堂瑠璃檀におまつりし
てある御本尊は一光三尊仏。
その中心の阿弥陀如来は、
合掌して「南無阿弥陀仏」と
唱えれば、救いの手を差しの
べてくださるといわれていま
す。
　春には美しい桜満開の境
内では、社務所、手水舎はも
ちろん、高野長英（江戸時代
の蘭学者）の顕彰碑や松尾
芭蕉句碑 “山路来て  何や

みっしゃく

いっこう　さんぞんぶつ

な　ら　えん

今年の大晦日

は鐘を撞いて

みませんか。

せんてい

つ

雷電と「お手合わせ」？！

◀神宮外苑
　いちょう並木青山通り

（国道246号）
▼

葬場殿趾の▶
クスノキ　 ◀聖徳記念

　絵画館

密迹金剛力士は口を閉じた吽形像。「吽
（うん）」は物事の終わりを意味します

那羅延金剛力士は口を開いた阿形像。「阿
（あ）」は物事の始まりを意味します

雷印！
参考：東京神社庁ホームページ

一直線！

ちょうず や

幹周7.5m、

樹高25mの

大銀杏！

【神社の参拝方法についてご存知ですか？】

鳥居の
前で一礼

二礼二拍手
一礼

神社の正式な入口は鳥居です。手前で
一礼をしてから、鳥居をくぐって境内へ
入ります。

手水舎ではお寺と同じ順で身を清めま
す。左手、右手、口（左手に水をためて
すすぐ）、最後に柄杓を立てて柄を洗
います。

本殿（または拝殿）からお参りします。
静かにお賽銭を入れたら鈴を鳴らし、
二礼二拍手一礼※。
※出雲大社など四拍手の場合もあるので注意！

参道の真ん中は、神様の道。神社では
道の左右を歩きましょう。

鳥居 本殿
手水舎
ちょうずや

1 2 3 4
パ
ンパ
ン

お寺の参拝方法は前号で！
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