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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。

青山一丁目町会は住民同士のコミュ
ニケーションが活発で、潤いのあるま
ちにするために、商店街の青山南一商
振会と協力し、毎年たくさんのイベント
等を行っています。

菅沼　豊 さん

赤坂地区総合支所からのお知らせ 都税事務所からのお知らせ

す が ぬ ま ゆ た か

自動車の移転手続・廃車手続は
お済みですか？

平成31年度
「赤坂青山 美しいまち 
マナーのまち」キャンペーン　赤坂地区の区民参画組織である「まちのお宝発掘プロジェクト」

が行うフォトコンテストです。赤坂・青山は歴史伝統が息づくまちで
あるとともに、ファッションや時代の最先端を行くまちでもあります。
　そこで、多くのひとに知ってもらいたい魅力やお気に入りの場
所、風景など、赤坂・青山の写真を大募集します！
　応募方法や募集要項など、決まり次第、港区ホームページや地域
情報誌等でお知らせします。
※実施は、平成31年6月以降を予定しています。

「写そう！あなたの赤坂・青山」を
実施します！

　自動車税は、毎年4月1日現在、自動車検査証（車検証）に記載さ
れている所有者（割賦販売の場合は使用者）の方に課税されます。
自動車を譲渡したときは移転登録、廃車したときは抹消登録の手続
きが必要です。管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続
きをお済ませください。

　引越しをしたときは、管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務
所で自動車の変更登録の手続きが必要です。手続きが遅れますと、
自動車税の納税通知書が届かないなどのトラブルの原因となりま
す。やむを得ず手続きが遅れる場合は、電子申請や電話により、納
税通知書の新しい送付先住所をお知らせください。

▶問合せ／東京都自動車税コールセンター
　電話 ： 03-3525-4066

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

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。
雨天中止です。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。

※詳細は決まり次第、お知らせいたします。

みんなにとっての
赤坂・青山の

「お気に入りの場所や風景」は
なんだろう？？

今から赤坂・青山の素敵な
写真を撮って来ようっと！

大募集！

平成31年3月29日（金）までに手続きをお済ませください。

　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。平成31年度も引き続き活動を行いますので、ぜ
ひご参加ください。

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）。
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。
場所は赤坂見附駅、赤坂駅、溜池山王駅、外苑前駅、表参道駅、青山一丁目駅の６駅の周辺です。
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。
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●問合せ／赤坂消防署　電話：03-3478-0119
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-akasaka

赤坂消防署からのお知らせ

あなたの
家では

　もうすぐ新年度が始まります。就職・進学・
転勤による引越しや模様替えのシーズンです。
　家具や家電を移動するタイミングにあわ
せて家具転対策を行い安全な新生活を始め
ましょう！

【家具転対策】…「家具類の転倒・落下・移動防止対策」の略称。

か　　ぐ　　て ん　た い　さ く

引越シーズンは家具転対策の絶好のタイミング！

家具転対策にはさまざまな方法があります！

していますか？
家具転対策

　Ｌ型金具などを使用
し、家具と壁をネジ留め
する方法が、最も効果
の高い方法ですが、壁
に穴を空けられない場
合には、ネジ留めが不要
な対策器具を組み合わ
せて固定する方法もあ
ります。

地震から
大切な「命」を
守るために
家具転対策を
積極的に実施
しましょう！

赤坂・青山地区
タウンミーティングメンバー募集

▶問合せ／赤坂地区総合支所  協働推進課  地区政策担当
　住所 ： 〒107-8516  赤坂４-18-13
　電話 ： 03-5413-7013　FAX ： 03-5413-2019

募集する分科会

　「未来に向け共存できるまち赤坂・青山～魅力あふれる国際都市
へ～」の実現にむけて、赤坂地区では、区民協働による赤坂・青山の
まちづくりを目指して、一緒に考え、行動する区民参画組織「赤坂・
青山地区タウンミーティング」を設置しています。平成31年度は
４つの分科会メンバーを募集します。

　赤坂・青山の魅力を編集委員自らが取材・編集し、地域情報誌
「MYタウン赤坂青山」を発行します。身近で魅力ある情報の発
信を目指します。

対象者 赤坂・青山地域の在住、在勤、在学者、または赤
坂・青山地域のために活動したい人

活動期間 平成31年４月～翌年３月

定員 地域情報の発信・交流分科会は15名程度
その他の分科会は20名程度

申込方法 下記内容を明記し、郵送・持参またはファックスで
下記問合せ先にお申込みください。
（様式は問いません）

編集会議の様子情報誌の取材の様子

① 地域情報の発信・交流分科会

② いきがいづくり推進分科会

赤坂・青山ふれあいサロンの様子

　地域の高齢者の交流の場である「赤
坂・青山ふれあいサロン」を運営し、高
齢者がいきいきと住み慣れた地域で
安心して住み続けられるように、支援
策を検討します。

③ まちのお宝発掘プロジェクト
　赤坂・青山の魅力を内外に発信し、まちのにぎわいを創出する
ため、地域の新たな魅力発掘や情報発信の手法などについて検
討します。平成31年度は地域の魅力を集めるフォトコンテスト
を実施します。

　次期赤坂地区版計画書の策定に向けて、赤坂地区の現状・課題
や地域をより良くするためのアイディア等について、ワークショッ
プ方式で意見を交換し、区に提言を行います。

④ 地区版計画推進分科会

編集委員自らが取材し、地域の魅力
を発信する情報誌「MYタウン赤坂
青山」。今年度も最終号を迎えまし
た。参加者の1年間の活動を振り
返ってひとこと。
◉平田…取材先で深くお話を伺い、普段見られないところを拝見
させていただくと、できるだけ多くの方々に知ってもらいたい ！ と
強く思います。この街の魅力は尽きず、今年度もスタッフ皆と楽し
く巡れたこと、感謝です。◉中村…まだまだありそう。赤坂・青山
にこんなところが、あんなところが…。大発見 ！ 大感激 ! 誰かさん
に伝えたくなります。ご一緒に訪ねてみませんか ？ ◉小野…編
集委員も5年目。自分が暮らすよく知っているはずの場所なのに、
毎号まだまだたくさんの新しい発見が ! 今号では2度目の迎賓
館取材もでき、感動でした。次号は地元青山の特集。引き続き魅
力ある情報誌作りをしていきたいです。◉松本…今回の「赤坂さ
んぽ」…皆さん楽しんでいただけましたか ？ スタッフ一同日々企
画や取材に奮闘しながら今後も頑張っていきますので、ご意見
等々ありましたらぜひお寄せください♪ 次号「後編」は青山で
す ！ お楽しみにー !! ◉上原…編集委員の活動を通して、想像もし
なかった素晴らしい出逢いや感動があり、キラキラとした四季
折々の思い出が残りました。今後は読み手にも感動を伝えられる
ような記事が書けるようになりたいです。

青山一丁目町会　防災部長

防災訓練には青山一丁目町会からたくさんの
方が参加しました

▪活動に携わるようになったきっかけを教えてください。
　町会活動に積極的な人が近所に多くいたため、自然に町会活動
へ参加するようになりました。以前、青山一丁目町会の防災部員の
多くは、消防団員で構成されていました。災害時、消防団員は消防
団として活動しなければならず、町会防災部としての活動ができま
せん。組織を見直す必要があると考えた当時の町会長が「防災部長
をやっていただけないでしょうか」と声を掛けてくださいました。
阪神淡路大震災が発生した１月17日は自分の誕生日でもあり、防災
とは縁を感じていたため、防災のために何か活動できればと思い、
防災部長を引き受けることに決めました。それ以降、防災部長とし
て町会活動に携わっています。

▪具体的な活動内容を教えてください。
　防災部長になってから、まずは防災への理解を深めようと思い、
防災士の資格を取得しました。資格取得により得た知識を活かし、
町会員へ防災備蓄や家具転倒防止器具の設置を呼び掛けたり、町

会が保有する防災備蓄倉庫
の中身の充実を図ったりして
います。また年に２～３回、防
災部会を開催し、防災部員や
町会員に防災の必要性につ
いて話をしたり、防災訓練を
行うなど、個々の防災意識の
向上と防災の知識の習得も
図っています。毎年11月に行
われる港区総合防災訓練へ

は一人でも多くの方に参加いただくために、ポスターを作成する
等、周知活動を積極的に行っています。

▪どのような時にやりがいを感じますか？
　訓練等に参加した町会員に「勉強になった」と言ってもらえた時
など、防災の重要性を感じてもらえたと実感できた時に、とてもやり
がいを感じます。防災の重要性を伝えていくために、防災士の学習
会等に参加し、日々理解を深めるようにしています。

▪課題に感じていることを教えてください。
　特に、若い男性の参加が少ないことが課題だと感じています。防
災はマンパワーが必要になる場面が多々あります。一人でも多くの
若い男性の方に参加してほしいと思います。

▪これを読んでいる方へのメッセージをお願いします。
災害はいつ発生するかわかりません。災害に備え、一緒に防災に
取り組みましょう。
また、地域防災には顔の見える関係づくりも大切です。まちで私
を見かけたら気軽に声を掛けてください。

赤坂警察署からのお知らせ

●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）

あやしいと感じたら、すぐに110番！

あなたのお金が狙われている！
新たな手口の被害

が

発生しています！
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を口実にした詐欺事件

全銀協を騙る新種の手口で、隣県で発生しています。

自宅に次の書類が入った封書が届いたら要注意！

元号改元

元号の改元による銀行法改正に関する書類

キャッシュカード変更申込書

返信用封筒

新元号改元による銀行法改正に伴い、不正操作防止用のキャッシュカード
への変更が始まります。」と偽情報を伝えてきます。

　1525年にポルトガルの探検隊がヤップ島とユリシー島を発見したこと
がきっかけでヨーロッパに知れ渡りました。その後、スペイン、ドイツによる
統治を経て、1914年の第一次世界大戦時に日本が現在のミクロネシア
連邦を占領しました。日本は1920年に国際連盟の委任を受け、太平洋戦
争終戦の1945年までの間、ミクロネシア連邦を統治しました。終戦後は
アメリカが統治をしていましたが、1986年にアメリカとの間で自由連合協
定が締結され、ミクロネシア連邦は独立を果たしました。
　歴史的に日本との関係が深く、1988年に外交関係を樹立後は、友好な
関係を構築してきました。ミクロネシア連邦の初代大統領、トシヲ・ナカヤ
マ氏は世界初の日系大統領であり、日本との国交樹立の立役者とされてい
ます。現在でも国民の５人に１人が日系人であり、政治・経済分野等のリー
ダーとして多くの日系人が活躍している親日国として知られています。
　また、文化的にも日本の文化が受け継がれていて、例として「運動会」が
あります。現地でも「Undoukai」で通じて、種目もかけっこやリレー等、日
本の運動会と同様の内容で村対抗や州対抗として実施されています。

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７弾とな
る今回は、ミクロネシア連邦大使館を訪ねまし
た。駐日ミクロネシア連邦大使館は赤坂１丁目
にあります。

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）

ミクロネシア連邦国旗

○食べたい、飲みたい（食文化）

●詳しくはホームページをご覧ください。「ミクロネシア連邦
　大使館」で検索してみてください。

ナンマドール遺跡

石貨

大使館を
訪ねて

赤坂青山地域のVol.07

ミクロネシア連邦大使館 Federated
States ofMicronesia

フィジーオーストラリア

パプアニューギニア

フィリピン

ミクロネシア連邦

平成31年3月発行
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【パンの実】　国の代表的な食べ物の一つで、焼いたり、蒸したり、揚げた
り、餅状にしたりと、多様な食べ方があります。全州共通で、主食として食さ
れています。
【タロイモ】　日本の里芋よりも大きなお芋で、パンの実同様、主食として
食されています。蒸したり、餅状にして食べることが一般的です。タロイモ
で作る餅は保存食にもなります。
【ウム料理】　地面に熱した石を敷きつめ、パンの実、タ
ロイモ、肉（主に豚肉）、魚などをのせて、大きな葉っぱ
で蓋をして蒸し焼きにする伝統的な料理法です。ヤップ
とポンペイでは特別な日に食す習慣があります。
【ココナッツ】　国の主要な食材の1つがココナッツで
す。主にココナッツミルクにして様々な料理に重宝され
ています。また、ココヤシは子どもが生まれた際に各家庭で植樹する風習が
あるなど国民の生活に一体化した大切な木であり、国章にもココヤシが描
かれています。その果実であるココナッツは食材としてだ
けでなく、ヘアオイルや薬品など幅広く使われています。

編集後記

　ミクロネシア連邦は607の島と環礁からなる島嶼国です。「ヤップ」、
「チューク」、「ポンペイ」、「コスラエ」の４つの州から構成されています。
【ナンマドール遺跡】　ポンペイ島の南東にある玄武岩を積み上げて作ら
れた92にも及ぶ島から成り立つ古代遺跡で、世
界文化遺産に登録されています。世界でも類を
見ない大規模な海上都市遺跡であり、500～
1000年かけて建設されたといわれています
が、誰がどのように築き上げたのか、未だに多く
の謎に包まれています。
【石貨】　「ライ」または「フェ」と呼ばれるドーナ
ツ型をした石で、現金化は出来ませんが、土地の購入や結婚式祝いとして
現在も使用されています。大きさや重さは関係なく、その石が運ばれてき

た背景などによって価値が決まる珍しい貨幣です。大
きさも直径数cmから2.5ｍ以上の大きいものまで
様々あります。現在では国外への持ち出しは禁止され
ていますが、日本の日比谷公園には、1925年に寄贈
された石貨が今も展示されています。

ウム料理
❷氏名 ❸年代 ❹性別 ❺職業（学校名）❶住所

❻電話番号 ❼メールアドレス ❽希望分科会名
記入
内容

自動車税住所変更届の
電子申請を
ご利用ください

▶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

　「歩道」は字のとおり、人が歩く
道です。歩行者が最優先である
ことを忘れずに。

行者優先歩
　速度を抑え、追い越しも控えま
しょう。

いところは一列で狭

　原則、歩道の左側を走り、他の
歩行者と接触がないよう注意し
ましょう。

側走行左
　追い越す際に歩行者にぶつ
かって怪我を負わせる危険が潜
んでます。

理な追い越しは
しない無

　大人数で広がって走ると、通行の妨げ
となります。少人数にグループ化してス
ムーズに走行しましょう。

団走行は少人数に
グループ化集

　来た時よりも美しく。水分補給
等で出たゴミは必ず全て持ち帰
りましょう。

ミは持ち帰るゴ

　一人ひとりのマナー、モラルが大切です。東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会に向けて、誰もが気持ちの良いまちにし
ましょう。

　明治神宮外苑及び赤坂御用地
周辺のランナーの皆さんへ大事
なお願いです。

優良ランナーって
素敵！

優良ランナーって
素敵！

http://fsmemb.or.jp/

※左上写真：ジョン・フリッツ駐日ミクロネシア連邦特命全権大使
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茶室が茶席以外で使用されたのは過去
2度だけ。内1回は、故ダイアナ妃のリク
エストで、雛人形が飾られたのだとか。

５階では素敵な日本間を見学できます。
この日は元田紫葉さんによる見事ないけ
ばなが飾られていました。

　赤坂が誇るシンボル、迎賓館赤坂離宮。絢爛豪華な本館はよく知ら
れていますが、実は同じ敷地内に「迎賓館和風別館」という、もう一つの
迎賓施設があることをご存じでしょうか。昭和49年、帝国劇場などで有
名な建築家の谷口吉郎氏の設計で建てられたこの建物は「游心亭」と
いい、本館とはまた違った和の趣が感じられる空間です。
　別館は完全予約制のガイドツアーでのみ見学することができます。当
日は主庭に集合し、エリザベス女王が植樹したイングリッシュオークや
庭師さんお手製の竹柵を見ながら、国賓たちも通る路地で別館へ向か
います。視界が開けると、鯉が泳ぐ池の向こう側に、立派な和風別館が
現れます。よく賓客が来日した際に、鯉の餌やりの光景でおなじみなの
が、この場所です。ちなみにこの鯉たちは、田中角栄元総理が「池に鯉が
いない」と言われたことから、改修工事をして飼われるようになったのだ
とか。
　まずは、和風庭園がある南側のテラスから中に入り、建物の北側へ。
別館の正面玄関にあたるこちらには坪庭があり、白川砂の中に貴船石
が点在、その奥には孟宗竹が揺れ、なんとも風情が感じられます。続い
て靴を脱ぎ、別館の中心となる主和室を見学。真ん中に掘ごたつ式の

テーブルがありますが、この
テーブルは床に収納するこ
ともでき、すべてを畳敷きに
すると47畳もの広さとなり
ます。この部屋では、和食に
よる接遇はもちろん、琴の演
奏会や着物ショーなども行
われることがあるそう。主和

4

3

1

2

　

東京2020、さらにその

先に向けて、この地ならでは

の「日本らしい特別なコト・モノ」

をまずは知り、世界中の人々に教えて

あげたいもの。｢和｣のおもてなしの最

高峰である迎賓館からビル屋上の空

中庭園まで、桜を愛でながら赤坂散

歩はいかがでしょう？　次号は青

山を巡ります。お楽しみに！

柴田康時先生は輪島塗の漆器店店
主。修理内容は先生が見極め、写真
を撮って指示書を作成し、輪島の職
人に送られます。

全国各地のさまざまな伝統工芸品が並ぶギャラリー＆ショップ。クリニック
開設は33年前。当時は南青山3丁目の交差点角で全国伝統的工芸品セン
ターとして運営していました。

デッキガーデンで花と緑を眺めながら、お弁当を楽しむコマツの社員も多いとか。
4月下旬にはサクランボも実るので、ガーデナーの猪俣さんにつまんでＯＫか聞い
てみては？

　「溜池交差点で、お花見をしませんか？」…こんな誘いを受けて驚か
なかったとしたら、かなりの赤坂通です！ 外堀通りと六本木通りが交
差する溜池にある、ランドマーク的存在のコマツビル。10階建てのビ
ルの屋上に、なんと53年も前から見事な庭園があるのです。
　屋上庭園は公益財団法人日本花の会が管理・運営しており、この会
は花をこよなく愛する当時のコマツ社長・河合良成氏が創設しました。
桜の名所づくりと花のまちづくりを理念にしており、1966年に溜池に
コマツビルを建てる際、屋上に桜庭園を造る前提で設計されました。
屋上緑化など思いもよらなかった時代ですから、ビル風に耐えられる

割れたかけらがある場合は、
こんな風に金継ぎします。か
けらがない場合、５ミリ以下
なら金継ぎできます。

ような土台作りや、階下に配慮して土や砂を軽いものにするなど、さま
ざまな工夫を重ねたそうです。
　桜は1月中旬に開花する熱海桜をはじめ、河津桜、寒緋桜と次々に
咲き、3月下旬～4月には八重紅枝垂がひときわ大きく咲き誇ります。
この桜庭園のほか、チューリップやクリスマスローズなどの花や果実に
溢れるデッキガーデンは社員の方々にとって憩いの場でもあり、ベリー
をつまんで食べることもあるそうです。また、希少な山野草のあるスク
エアガーデンは、固定ファンが多いとか。　　　
　首相官邸や国会議事堂方面、高層ビルの立ち並ぶ景色などを眺め
ながら、花と緑に囲まれて心地よいお散歩が楽しめます。公開日時や
受付方法の詳細は、予めホームページを参照の上、お出かけください。

本館と庭園は予約不要で参観できます。「朝日の間」の改修が間もなく終わり、4月
2日から公開が再開されます。本館の最新情報も要チェック！

正式名称は「即席料理室」。壁の色がとても美し
い、なんともイゴコチの良い空間です。

池の水に太陽が差し込んで、廊下と外壁に水面のゆら
めきが投影されて起こる現象です。季節によっては、和
室の中の方まで発生することもあるそうです。

最大で18名までが座れる掘ごたつ式
のテーブル。正座が苦手でも、ゆっくり
食事を楽しんでいただけそうですね。

室からは、先ほど見た鯉が泳ぐ池と、紅白の梅が植えられた築山が一望
できます。特に花が咲き始める春から緑の美しい初夏にかけては、絵画
のような風景が広がりそうです。また、この部屋のもう一つの見どころ
は、「ゆらぎ」という現象。池の水に太陽の光が差し込むと、主和室の廊
下の天井に水面のゆらぎが投影されます。こんな景色を美しいと愛で
るのも、なんとも日本的です。
　続いて案内されたのは、カウンターが印象的な部屋。少人数での会
食の際に、寿司や天ぷらをふるまうための部屋です。天井にのびるの
は、栗材の梁。こんなに真っすぐなものはとてもめずらしいそう。凛とし
た雰囲気だった主和室とは一変、こちらはこぢんまりとしてアットホー
ムな感じです。こんな場所
でおいしい日本酒とおつま
みがいただきたいなんて、
贅沢な願望でしょうか？
　最後のお部屋は、茶室で
す。賓客は、一段高くなった
四畳半の畳席でお茶をた
てるところを見学したり、
立礼でお茶の接待を受け
たりするそうです。印象的
だったのは、天井。桐を編

Aoyama Square

伝統工芸青山スクエア2 Komatsubiru Okujou Teien

コマツビル屋上庭園4

春を感じながら日本文化を訪ねる

A k a s a k a  S a n p o

「ゆらぎ」は、
晴れた日限定の
特別な景色

コマツビル屋上庭園

草月会館

伝統工芸青山スクエア

迎賓館赤坂離宮

つう ●コマツビル屋上庭園

「“直さなくていいよ”と言うのも自分の
仕事。大丈夫なうちはどんどん使い、お
金がかかることは最後に考えればいい
のです」とのアドバイスにほっこり。気
が楽になりました。
　漆椀の場合は熱い汁などで変色す
るので、毎日使うものは10年に一度、
貴重な品で保管しているものは50年
に一度の目安で修理が必要とのこと。
ただし、柴田先生が考える直すべき
ものとは、「思い入れがあるか」だと教えてく
ださいました。修理を依頼される輪島の漆
職人にとっては、ただ面倒なだけ。それを動
かすのは、客の思いを受けた柴田先生の強
い意志と的確な指示なのだと思いました。
　相談に行きたいと思った方、予約が必要
なので、伝統工芸青山スクエアのホームペー
ジ内の「工芸品クリニック」で詳細を確認して
からお出かけください。

Geihinkan Akasaka Rikyu 

迎賓館赤坂離宮1

赤坂2-3-6  
問い合わせは（公財）日本花の会事務局　☎03-3584-6531
一般公開は毎週金曜日14：00～16：00（最終受付は15：30）
2019年春の特別開放は
4月5日（金）10：00～16：00　4月6日（土）10：00～15：00
東京メトロ「溜池山王」9番出口すぐ

1階受付で手続きをして、専用エレベーターで屋上へ。
インターネット検索は「コマツビル屋上庭園」で。

●迎賓館赤坂離宮
元赤坂2-1-1  ☎03-5728-7788
JR・東京メトロ「四ツ谷」より徒歩約7分

参観料 2,000円（和風別館・本館・庭園）
公開日程・和風別館の参観予約等は迎賓館
赤坂離宮のホームページをご参照ください。

和風別館のみを使用する際、賓
客はこちら側から入館するそう。
正面玄関をくぐった渡り廊にあ
るこの坪庭が、外国からのお客
様を最初に出迎えます。

黄色のブルドーザーが印象的で、建設機械などに関する事業をグローバルに展開
するコマツ。昔は屋上庭園の桜の下、入社式が執り行われたこともあったそうです。

　お気に入りの器が欠けてしまい、金継ぎをしてくれるお店を探し
ていたところ、ようやく見つけました！ 「ぬりもの・やきものクリニッ
ク」という名称で、赤坂郵便局の並びにある伝統工芸青山スクエア
で、月に一度行われています。この道40年の柴田先生にみていただ
いたところ、「この程度の小さな欠けなら、1000番手ぐらいの極細
目のサンドペーパーでこすれば、修理せずに使えますよ」とのこと。 

国籍問わず人気なのは江戸切
子。米国人は寄木細工、中国
人は金沢箔だとか。

日本の伝統工芸品は
外国人にも大好評

全面ガラス張り。都心とは思えない青山通りに面した、この緑鮮
やかな空間でコーヒーを一杯・・・。

　青山通り、赤坂御所の門の向かい側に建つ草月会館、入り口のドア
の向こうは、広―い空間で、イサム・ノグチ氏の傑作、石庭『天国』が眼前
に。ゆっくりと脇の階段をのぼっていってみると、一つひとつ形や色、大
きさや質感など、それぞれ異なった石が、まるで語り掛けたくなるよう
に配置され、ところどころに心地よい水音が聞かれる雰囲気に圧倒さ
れます。この建物の設計は日本の近代建築を牽引した丹下健三氏との

働く人や外国人も来店するとのことです。
　本誌をご覧になった皆さま、身近にあってこの非日常的で素敵な空
間を満喫するため一度訪れてみてはいかがでしょうか。

ことです。
　さて、この建物の2階にあるカ
フェ「connel coffee」で一休み。
ひときわ高い天井まで両面がガ
ラス張りの空間は、隣にある高橋
是清翁記念公園を借景に、樹々
の季節ごとに移り変わるカラフ
ルな情景を満喫できます。後ろを
振り返れば、何と先ほどの石庭も丸ごと一望できる特等席です。佐藤
オオキ氏率いるデザインオフィスnendoが運営に携わっています。内
装だけでなく、オリジナルマグカップやマドラー等もnendoによるデザ
インです。近くにはカナダ大使館やドイツ文化会館などもあり、近隣で

Sogetsu Kaikan

草月会館3

店内スペースは高橋是清翁記念公園が一望でき、対面は石庭『天国』が見られます。

いけばな草月流の
拠点として、

ジャンルを超えた
創作活動の

　発信地となっている
草月会館

●草月会館
赤坂7-2-21 ☎03-3408-1154
営業時間 月曜日～金曜日 9：30～17：30
地下鉄「青山一丁目」4番出口  徒歩4分
ちぃばす「高橋是清翁記念公園前」下車すぐ

「connel coffee」は☎03-6434-0192
ホームページはhttp://connelcoffee.jp

●伝統工芸青山スクエア
赤坂8-1-22  ☎03-5785-1301
営業時間 11：00～19：00（催事により変動あり）
年中無休（年末年始を除く）
地下鉄「青山一丁目」4番北出口  徒歩3分
ちぃばす「46赤坂郵便局前」下車すぐ

「ぬりもの・やきものクリニック」は
毎月第2火曜日13：00～16：00要予約

んだあじろ天井はとても美しく、
日本の匠の技が感じられました。
　本館とは違う、四季折 の々風情
と日本ならではの美意識が感じ
られる別館も、ぜひ訪れてみてく
ださい。

赤坂 コーネル コーヒー

ネンド

別館ガイドツアーは完全予約
制で

10：30～15：00の間、30分毎に
開催

されています。15：30～は英語の
ガイ

ドツアーも開催中。申し込みは迎
賓館

のホームページまで。
前庭には日替わりで移動販売に

よる

カフェが出店。思い立って迎賓館
を眺

めながらコーヒーで一息…なん
て贅

沢な時間も過ごせます。

オフィスnendoオリジナルのマグ

カップ、実は一つひとつ形が違い

ます。

今年のお花見は
コマツビルの

屋上庭園に決まり！
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