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公園と一体的なオークラ庭園の整備 
　公園から西側へ進み、竹林を抜けると汐見坂
と霊南坂に面した傾斜地のオークラ庭園に繋
がっています。樹木と多種の草花に時代を映す
灯篭が点在し、和風庭園の趣です。
　ホテルの利用者を始め近隣で働く人々、近くの
園児たちや犬の散歩コースに利用されています。
　江戸見坂公園と合わせ10種類、約40本が植え
られているという庭園のサクラの木が成長し、
やがて咲き誇るようになると桜の名所になる
ことでしょう。
　地域の緑地として、憩いの場として、あるい
は散歩コースにと、気軽に利用していただき、
街のランドマークにしていきたいという、ホテ
ルとしての気概が感じられます。

地域の人々と宿泊客の憩いの場
 港区立江戸見坂公園 

　敷地の東側、江戸見坂に沿ったエリアはホテ
ルから区に譲渡され、区立江戸見坂公園になっ
ています。
　平成25年（2013）に東京都が「公園まちづく
り制度基本方針」を策定、それに基づき区は平
成26年（2014）に「港区公園まちづくり制度実
施要綱」を制定しました。
　その年に（株）ホテルオークラと（公財）大倉
文化財団が、「公園まちづくり制度」を活用して
ホテルの建て替えと公園整備を一体的に行う
内容の「公園まちづくり計画提案書」を区に提
出、双方で協議を進めて着工に至り、令和元年

（2019）8月27日に開園となりました。
　江戸見坂公園には５種のサクラやヤマボウ
シ、イチョウなどの１年を通して季節を感じら
れるような植栽が行われ、休憩用にベンチが設
置されています。

取材･文：千葉みな子

The Okura Tokyo
虎ノ門 2-10-4
TEL 03-3582-0111
https://theokuratokyo.jp/  

Information

　昭和37年（1962）開業以来、世界中のVIPをお
迎えして日本を代表するホテルとして定評の
あるホテルオークラ東京が、今年9月12日に
The Okura Tokyoに名称を変え、新たな顔にな
りました。
　特に大きく変わったのは、2つのブランドを
備えた2棟のビル、オークラ プレステージタ
ワーは国際都市、東京としての躍動感や機能と
日本の情緒を備え、一方のオークラ ヘリテージ
ウイングは日本的伝統文化や歴史的遺産を残し
た静謐な設えの館内です。
　また正面エントランスの前にあるオークラ
スクエアは、大きな水盤に向かいの大倉集古館
と周りの風景が水面に映りこみ、季節と時間に
よって移ろいゆく風景に、見る人の心を和ませ
る工夫が施されています。
　かつてホテルオークラ東京の顔でもあった
メインロビーは、梅の花に見立てた椅子とテー
ブル、古墳時代の首飾りをモチーフにしたラン
ターン、麻の葉文様の美術組子、四弁花文様の
屏風風壁面など、時間と共に採光の表情が変わ
る雰囲気は以前のように再現されて懐かしさ
が蘇ります。
　ロビー以外にも館内のいたるところにイン
テリアと装飾が元のままに残されているのが
嬉しく感じられます。
　創業時のロビーを設計された故・谷口吉郎の
ご子息・谷口吉生さんが今回の建築デザイナー
として携わられ、親子2代による施工にかつて
の雰囲気が彷彿されます。

　本年6月、新たに総支
配人に就任した梅原真次
さんから「これまでオーク
ラが培ってきた伝統美や
和の精神を引き継ぎつ
つ、最新の設備・機能に
刷新したThe Okura 
Tokyoで、国内外の皆さ
まから愛されるホテルを
目指し努力していく所存
です」と、メッセージをい
ただきました。

新しい様相になった全景、右は41階建てのオークラ プレステージタワー
左は17階建のオークラ へリテージウイング（写真提供：The Okura Tokyo）

The Okura Tokyoのロゴマ一クの基になった銀杏の樹

江戸見坂公園に繋がる竹林

―第2の創業で新たな時代をリードするラグジュアリーホテル―
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代表取締役専務兼総支配人の
梅原真次さん

（写真提供：The Okura Tokyo）

オークラ庭園と一体的に整備された江戸見坂公園

『芝地区地域情報誌』は、地域の皆さんとともに創る情報誌です。芝地区の「いい話」を紹介したり、
さまざまな行事や活動の情報を交換したり、地域の皆さんと一緒に地域のことを考えていく場として、地域情報誌を発行しています。

地区

地域情報誌芝
［発行元］
港区芝地区総合支所協働推進課
発行部数31,000 部

第53号
2019 年 12 月発行



芝地区地域情報誌　第53号 芝地区地域情報誌　第53号 32 区役所のサービスや施設・催しの案内はみなとコールがお答えします！ TEL03-5472-3710 年中無休
午前7時～午後11時

区立御成門中学校
西新橋３-25-30
TEL 03-3436-3551

Information

取材：森 明 ／ 早川 由紀
文：早川 由紀

取材・文：米沢 恵美　　
写真：米原 剛

　西新橋にある中村表装株式会社、5代目の
前田光弘社長にお話を伺いました。

「中村表装株式会社の始まりは
内装屋ではなく経師屋です」

　経師とは、経巻の書写や表装をする人のこと。
経師屋は、掛け軸や襖、障子などの表装をする職
人。江戸時代には名字帯刀を許されました。 
　初代の中村善四郎が、現在の虎ノ門にあたる
琴 平 町 に 経 師 屋 を 創 業 し た の は 慶 應 元 年

（1865）のこと。 
　江戸開城後、日本が殖産興業に湧いた時代、琴
平町近くにある外務省から、海外向け洋画の額
装を請け負っていました。 
　戦後、東京は焼け野原となり、現在地に移転し
て事業を再開します。日本の復興需要や昭和39
年（1964）の東京オリンピックに向けたホテル
建設を背景に、掛け軸や襖、障子の表装から、壁
紙を貼る壁装等への需要の高まりに応じて、事
業を展開してきました。 
　官庁やホテル、大型施設や重要文化財に携わ
り、高い技術と品質を重視した「中村クオリ
ティ」を150年以上にわたり守り続けています。 

職人の技術向上と近代化

　前田社長が奥さまの実家の中村表装に入社し
たのは28歳の時。それまでの経歴とは全く異な
る業種でした。未経験の業界ながら義父から5

代目を継ぐことを要請され、男なら何がなんで
もやり通すと決意を固め挑みました。 
　入社当初、古き日本の職人世界に大変戸惑い
を感じたそうです。当時は、社員よりも外注への
依存度が高く、管理は困難でした。そこで、職人
の管理体制を整えるため、社員7割・外注３割へ
と改革しました。また、当時では珍しい、賄い付
きの全室個室独身寮を用意し、社員の定着率を
上げました。さらに、職人の地位向上のため、技
術養成はもちろん、日頃の所作やマナー、接客を
職人教育に取り入れました。中村表装の財産は

「人」と公言する前田社長。現在、最も重要視して
いるのは、人材の育成、職人の技術向上です。今
でも毎年、社長自ら、すべての職人・スタッフの
個人面談を行っています。 
　全てのスタッフが、中村表装のプライドを
持って日々の仕事に取り組んでいる今のこの状
況は、老舗を未来へ繋いでいくという5代目の
強い決意の結果だと感じました。

意匠性・品質向上を目指した技術の革新

　5代目の社長室の四面の壁は、ベルサイユ宮
殿で使われている緞子張りの壁が一面、古くか
らの和紙の原料・楮を用いた壁紙が二面、そして
もう一面には本物の桐を使った壁紙が貼られて
います。重厚な緞子張りと、粋な楮の和紙壁紙や
斬新な桐の壁紙に囲まれると、壁装の魅力が直
に伝わってきます。 
　前田社長は毎年ヨーロッパを訪問し、様々な
技術やデザインに触れ、そしてそれらを今日ま
で培われてきた日本の壁装技術に積極的に取り
入れ、意匠性と品質の更なる向上を目指してい
ます。
　国内でも革新的な新商材が生産されていて、
前田社長は、国内外の新しい素材や技法を自社
の施工へも柔軟に取り入れられるよう、職人・営
業・現場管理者達へ伝達。中村表装の彼らは、社
長のその期待に応えられるよう日々、技術の向
上と革新に邁進しています。

伝統と安全、未来の表装業へ向けて

　職人世界の「見て覚えろ」という慣習は、非効
率であると、壁装研究会の会長として技術養成
や職人教育に力を入れてきました。東京室内装
飾事業協同組合の理事としても、壁装技能検定
の問題作成に長年携わっています。 
　1980年代の大型ホテル火災を経て、防火規制
が厳しくなり、昔のような厚みのある織物壁紙
の使用が困難になっています。防火面の安全を

重視することも起因し、現在、実際に使われてい
る壁紙の素材は、大半が塩化ビニールです。そん
な中、伝統の織物壁紙の施工技術が途絶えない
ように、日本壁装協会主催の施工講習会が日本
各地で開催されており、協会の理事でもある前
田社長も力を注いでいます。
　この講習会には中村表装の職人も講師役とし
て参加。日本全国の職人の織物壁紙に対する技
能向上を目的としています。織物壁紙の施工経
験がない職人でも、講習会に参加して貼り方を
見て、実際に施工してみると一通りの流れが分
かるようになるそうです。
　また、ここ30～40年間の国内の低価格競争も、
日本の伝統的なすばらしいものを衰退させてき
ました。伝統と安全のせめぎ合いの中、職人の世
界を近代化し、マネジメントに成功した前田社
長。夢は、江戸から伝わる歴史を守り、新しい工
法を取り入れながら、中村表装の技術を継承し、
壁装業界全体の向上にも貢献し続けることです。

慶應元年創業の老舗内装施工店
「中村表装株式会社」

楮の壁紙の前で、前田社長と長女の前田光副社長

中村表装株式会社
西新橋 2-4-5 
TEL 03-3504-3301（代表）

Information

　御成門中学校は、
昭和44年（1969）に
近隣の愛宕と北芝
の中学校が合併し、
芝公園の文教的地
区に創立されまし
た。校章は3枚の葵
の葉の葉柄を中央
に集め、「中」の字を
配したもので、開校
当初に生徒のデザ

インを募って作成しました。 
　今回創立50周年を記念して創られたロゴ
マークは、平成10年（1998）長野冬季オリン
ピックのシンボルマークをデザインした、7期
卒業生の篠塚正典さんがデザインしました。
300人近い在校生たちのメッセージを一つ一つ
読んだ篠塚さんが、未来への希望を込めて緑と
太陽をイメージしたものです。篠塚さん自身、御
成門中学校在学中の3年間、美術の授業や学校
行事のポスター制作などにふれたことでグラ
フィックデザイナーになろうと決めたそうです。 
　生徒の自主性を育み、創造性を伸ばそうとい
う当初からの校風が現在も続いていることが伝
わってきます。 

　生徒一人ひとりの「考える力」を育むことに重
点を置く校風で、そのための試みを学習指導に
導入しています。学生ボランティアによる放課
後の補習授業で個別に行き届いたフォローをし、
基礎学力を身に着けさせます。そのうえで、アク
ティブラーニングを通じて、プレゼンテーショ

ン力・思考力・対話力の強化に努めています。グ
ループワークショップでは、まず小さい集団で
自信をつけさせ、話の得意な子どもだけではな
く、誰もが物おじしないで発言できるような工
夫がされています。 
　9月からは生徒一人一人にタブレットを持た
せ、学内にWi-Fi環境を整え、「調べ学習」の補助
とし、調べたことについてどのように考えてい
くかにより力点を置けるようにしています。 
　先生たちが時代を先取りした授業を工夫して
いく努力は相当なものだと思うのですが、それ
に関しては、「生徒たちが素直にまじめに取り組
んでくれるので、やりがいがあって頑張れる」そ
うで、とてもいい循環が生まれているとのこと
です。 
　情操教育の一環として10年前からダンスの
授業にも力を入れてきています。生徒たちが
チームを組んで振り付けを行ったダンスを運動
会で披露し、プロの審査員も呼んでコンテスト
を行うのです。ダンス部は地域活性化プロジェ
クトのイベントに参加したり、大会に臨んだり
しています。3年生の特別授業では、プロのダン
サーの指導の下、パフォーマンスダンスを創作
します。全国大会では平成30年（2018）は金賞、
本年は関東大会で銀賞に輝きました。 
　ボランティア活動にも力を入れています。毎
年新しいアイディアが生徒たちの間から生まれ、
企画力・実行力が培われています。上級生が下級
生を導き新しい試みが実践されていく、代々受
け継がれているプロセスです。上級生たちも引
率力が身に付くそうです。 
　「社会が変化していく中で、予測が困難な時代
になっていく。学んだことが将来の社会で生き
る力になっていくためにも、より一層のコミュ
ニケーション能力を身につけ、協働して答えを
見出すことが可能な生徒たちに育っていってほ
しい」という校長の願いを背負って、「全国に誇
れる御成門中学校を創る～世界に発信する」を
スローガンに、明るく元気にのびのびと育って
いく中学生たちの次の試みはどのようなものか。
活躍が楽しみです！ 

御成門中学校
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旧愛宕中学校校舎（写真提供：御成門中学校） 旧北芝中学校校舎（写真提供：御成門中学校）

旧愛宕中学校　昭和23年（1948）度卒
清水 軍治さん（前・芝公園一丁目町会長）
第二期生の同級生は約160人。旧愛宕小の校
舎を使い、床は板張りでささくれ、校庭が狭く
穴だらけだったことを思い出します。アコー
ディオンを中学時代に始め、妻は1年後輩の
コーラス部員でした。人生で最大の出会いを
2つ得た学び舎です。

旧北芝中学校　昭和38年（1963）度卒
的場 繁さん（虎ノ門三丁目広栄町会長）
野球部では愛宕山「出世の階段」登り下りト
レーニングで鍛えられました。3年のとき、区
連合体育大会で国立競技場へ行き、翌年の
東京オリンピックに思いを馳せながら同級生
を応援したのを覚えています。

御成門中学校　平成30年（2018）度卒
深瀬 真子さん（前・御成門中学校生徒会長）
私は御成門中学校での多くの貴重な経験か
ら自分の可能性を広げ、心身共に成長するこ
とができました。先生や友達、設備環境に恵
まれた御成門中学校で青春のひとときを過
ごせたことは、私たちの誇らしい思い出です。

卒業生コメント

開校50周年記念式典での校歌”合唱”（写真提供：御成門中学校）

御成門中学校は今年50周年をむかえ、11月9日に式典と祝う会が催さ
れました。佐藤太校長先生に伺ったお話をレポートします。 

（写真提供：御成門中学校）

式典で除幕した体育館の校歌額（写真提供：御成門中学校）

きょう  じ

次世代への技術伝承と人材育成に力を注ぐ前田光弘社長

西新橋の本社ビル

職人による障子の張替

細やかな作業で進められる障子の張替

へき そうがみ

かべ
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特定機能病院として、これまで高度
医療を中心とした先進的な取り組みを
進めてきた「東京慈恵会医科大学附属
病院」が2020年1月に新外来棟と母
子医療センターをオープンする。新外
来棟では各診療科の緊密な連携に基づ
く包括的・横断的医療、患者さんの利
便性を重視した医療、未来を志向した
医療の3つを柱とした医療が行われる。
母子医療センターは一つの建物の中に
小児・周産期部門がすべてまとめられ
ている施設であり、ハイリスク妊婦の
ケア・新生児医療・小児の高度先進的
医療を担うセンターに大きな期待が集
まっている。新外来棟・母子医療セン
ターの開設にあたっては “原点回帰”
を病院運営の理念に掲げている。

病院が新しくなっても、長い歴史の
中で受け継がれてきた患者に寄り添う
精神は変わらない。井田博幸病院長に
新外来棟・母子医療センター開設に向
けての意気込みを詳しく伺った。

芝の家・ちゃぶ台日誌 秋編

芝の家
芝 3-26-8
TEL 03-3453-0474
開室日時：火・木曜日／11：00～16：00
 　 水・金・土曜日／12：00～17：00
休 室 日 ：日・月曜日、祝日
http://www.shibanoie.net/

Information

慈恵大学病院が生まれ変わります
― 建学の精神に基づいた患者中心の治療を実践 ―

東京慈恵会医科大学附属病院通信・第5回

学校法人　慈恵大学 
西新橋 3-25-8 
TEL 03-3433-1111( 大代表 ) 
http://www.jikei.ac.jp 

Information

再整備計画進行中

取材：米原 剛
写真・資料提供：学校法人 慈恵大学

芝の家とは、芝地区の地
域事業「地域をつなぐ！ 交
流の場づくりプロジェクト」
の拠点。芝地区総合支所と
慶應義塾大学の協働で始
まり、事務局スタッフとボラ
ンティアスタッフが日々の場
を運営しています。姉妹拠
点「ご近所ラボ新橋」（港区
新橋6-4-2）と合わせて気
軽にお立ち寄りください。

「ちゃぶ台日誌」は、芝の
家ホームページにて
日々の様子やイベント
のお知らせを投稿する
ブログのタイトル。ぜひ
ホームページも合わせ
てご覧ください。

芝の家の昔を振り返ることも、これから
のことを考えることもできたおまつりでし
た。そしてあらためてたくさんの方達の
想いが込められている家だということを
感じた一日でした。

病院運営の理念として掲げられて
いる慈恵大学病院の原点を教えて
ください。

 

Q

Q

Q

Q

Q

です。そのため、各診療部の連携を強化して包括
的・横断的医療を展開していきます。また、関連
する領域の診療科を同じフロアに配置し、患者
さんの利便性を高めました。例えば、消化器エリ
アには消化器・肝臓病内科、内視鏡科、上部/下部
消化管外科という診療科をまとめました。もう
一つ、未来医療への取り組みにも注力していき
ます。6階に細胞治療のためのCell Processing 
Facilityを開設。細胞を培養したり処理したりす
るための専用の部屋で、細胞治療や遺伝子治療
などの領域で活用されます。私たちが目指して
いるのは患者さんに優しく、全人的で未来志向
の医療です。新外来棟はこれらのコンセプトの
もと設計されています。

母子医療センターと慈恵大学病院
の特徴について教えてください。

　高度な医療技術を必要とする小児患者やハ
イリスク妊婦を受け入れられるように、集中治
療室を拡充。新生児集中治療室（NICU）と小児
集中治療室（PICU）を増床するほか、母体胎児集

中治療室（MFICU）も新たに6床設けます。無菌
室を配置することにより骨髄移植などの高度医
療にも対応可能です。小児医療から成人医療の
移行期医療、人生をひとつのライフサイクルと
とらえる成育医療を行っていきます。そして、小
児・家族を包括的に診療していきます。また、慈

恵大学病院の特徴は各診療科が連携をとりなが
ら診療を行う包括的・横断的医療です。新外来棟
に設置されている遺伝診療部をコアにしたゲノ
ム医療はその象徴です。外科系ではステントやカ
テーテルを用いた低侵襲手術が当院の強みです。

理想の病院像はどのようなもので
すか。

 
　医療面の理想は、高度で先進的な医療を提供
していくことです。研究を推進し、新しい技術・
設備を取り入れ、難治性の疾病を治療していき
たいです。そのために、高度な医学知識と医療技
術を有する人を育てていきたいと思います。ま
た、概念面の理想は、患者さんに選ばれ、働くス
タッフが誇れる大学病院であることです。患者
さんに安心感を与え、信頼を得られる病院にな
れたらうれしいです。病気を治すだけでなく、心
もケアできるような真の意味でのハピネスを提
供できる病院を目指しています。

地域の皆さまへメッセージをお願
いします。

　今、医療は非常に複雑化しています。だから
こそ大事なのは、患者さんにとっての分かりや
すさ。新外来棟には患者さんのためのサポート
エリアを設け、複雑な医療ニーズに応えられる
環境を整えています。大きな病院では特に、どの
診療科を受診すればよいのか分からずに、困っ
ていらっしゃる患者さんが多いと思います。サ
ポートエリアでは、そうした患者さんをご案内
するコンシェルジュのような役割を果たすほか、
各地にある連携先の病院と緊密に連携をとり、
入院から退院までをフォローします。
　時代の変化に合わせて、新たなニーズに対応
する医療を展開するのが私たちの使命。患者さ
んに寄り添う“慈恵の心”はこれまでと変わらず
に持ちながら、どんどん新しいチャレンジをし
ていきたいと考えています。

エントランスホール

小児集中治療管理室（ＰＩＣＵ）

ブロック受付

一般病棟（小児科）

東京慈恵会医科大学附属病院 院長 井田博幸さん

　当院は、有志共立東京病院として開設された
慈善病院で、根底にあるのは「社会貢献」と「慈
愛の心」です。建学の精神である「病気を診ずし
て病人を診よ」に基づいて、病気の治療だけで
なく患者さん全体を診る全人的医療を展開し
ています。2020年1月に新外来棟・母子医療セ
ンターがオープンしますが、設立から140年近
い歳月が経って、病院が新しくなっても大切に
している精神であり、受け継いでいきたいと思
います。

新外来棟はどのような機能を持つ
のでしょうか。

 
　近年は高齢化に伴い、さまざまな疾患を併せ
持つ患者さんが増えています。糖尿病の患者さ
んが心臓にも持病を抱えているなど、いくつも
の診療科を受診しなければならない方も多い

社会貢献の精神と
慈愛の心を基本とする医療
社会に役立つ医療を行うことと、
思いやりの心を忘れないこと

医学を基礎にしながらも
人間味のある医療

学術的な視点を重要視しつつも
患者さんを第一に考えること

患者さんを中心とした全人的な医療
単に病気を診るだけでなく、

患者さんと痛みを共有し、共感すること

慈恵大学病院の医療の原点

どなたでも自由に出入りできる「まちの交流拠点」芝の
家。日々近所の方から遠方の方まで、年代も0歳～学生～
シニア世代まで、多種多様な方が立ち寄ります。

当日は小雨が降り出し、外での企画は残念ながら
断念し、家の中へ変更しました。中では、8年前学生
スタッフとして携わっていた方が、卒業制作として
制作した当時の芝の家の模型や、日々を観察した
写真やイラストを載せた冊子を展示。8年前の芝の
家の様子をみんなで共有することができました。変
わっているようで変わっていない芝の家にみんな
感動。そこに写っている小さなお子さんが、今なお
来てくれている中学生だったり、「僕若いね～」とご
本人が大笑いしていたり、とても和やかな空間を
作っていました。

昨年１番が出来上がっていた「芝の家
のバースディソング」の２番を作る、と
いう企画へ。皆さんから集めた芝の家
の思い出の言葉をもとに、テンポ良く
作られていきました。素敵な歌と振り付
けが出来上がったので、芝の家にお越
しの際は是非聞いてみてくださいね。

自由に皆さんが楽し
む時間へ。歌作りを
リードしてくださった

「音あそび実験室」の
皆さんといろいろな
世 代の人たちが混
ざって音楽を楽しみ
ました。

最後は、旧拠点跡地のこれからのお
話「芝のはらっぱ計画」を話し合いま
した。子どもから大人までみんなの
夢がどんどん提案され楽しい時間が
過ぎていきました。

10月6日、「いろはにほへっと芝まつり」を
開催しました。今回は、11周年の記念と
共に、いよいよ取り壊しになってしまう旧
拠点への「ありがとう」の気持ちを込めて
催しました。

事前に「旧拠点
への気持ちをみ
んなで残そう！」
というイベント

「芝の家 おもいでワークショップ」を開催し、たく
さんの方が、それぞれの想いを黒板に描き残しま
した。その想いが素敵な黒板アートになり、当日
お披露目されました。

さて明日の芝の家ではど
んなことが起きるでしょう。 

新外来棟・母子医療センター
2020年1月4日（土）オープン
新外来棟・母子医療センター
2020年1月4日（土）オープン
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　ヨガマットの上で、講師の厳しくも優しいご指導
のもと1時間以上汗びっしょりになりながら、皆さん
時折、笑いも交えてヨガを楽しんでいます。
　ここは赤羽橋近くのみなと保健所2階にある区立
子ども家庭支援センターの地域活動室です。日本
語、英語、さらにヨガの専門用語を駆使して、さまざ
まなポーズが次 と々くりひろげられています。
　毎週木曜日午前10時15分から、途中休憩をはさ
み1時間半、ヨガにみっちり取り組んでいます。その
後のランチ、おしゃべりもまた参加者の楽しみの一
つのようです。
　本日は代表の倉橋愛子さん、尾畑美枝さんにお話
を伺いました。

ーサロンを立ち上げた経緯
　7年前に、産後ヨガの集まりに参加し、そのメン
バーが中心になり始めました。当時は東日本大震災
の直後で「人との繋がりが必要」という思いから、子

育て中でも「外に出て友人を作りたい」という気持
ちが若いママのあいだにあり、ヨガ教室の後も高輪
区民センターで集まりを続けていました。縁あって5
年前に港区社会福祉協議会のサロン登録をしまし
た。

ー参加者はどのような方？
　参加者は乳児から小学校低学年の子どものママ
が主体です。中には妊娠中の方も参加しています。
登録者が全員毎回参加しているわけではなく出席
者が数名の時もあります。
　 赤坂、芝浦、三田と港区内のさまざまな地域から
参加しています。年代は30代から40代が主です。

ーバリエーションも考えて
　週に1回活動していますが、クリスマス会など年2
回は近所のパーティールームを借りて皆で楽しんで
います。

ー今後取り組んでいきたいこと
 　親の悩みも日々変わるし、参加者も復職したりと
入れ替わるので、皆で集まれる場所を確保していき
たいです。
　子どもが小さい時の親同士の友達は大切にした
いですね。
　毎日慌ただしい子育て中でも、週に一度くらいは
自分を見つめることに専念する場所があっても良い
と考えています。

＊　　　　＊　　　　＊

　登録者との連絡や出席の管理はスマートフォンを
使い、各メンバーがそれぞれの得意分野を分担しな
がら運営しています。妊娠中は係を交替したりと役

割を分担しています。参加者も主体的に関わり、ア
イデアを持っている仲間もいるので、気負わず運営
ができています。
　「子どもの頃から親と一緒に地域に関わっていた
ので、自分も地域に関わりたいと思っています」と、
倉橋さんの物静かにお話しされる姿が素敵で印象
的でした。

オーガニックな子育てサロンBio(ビオ)
活 動 日：木曜日　10:15～11:45 
活動場所：区立子ども家庭支援センター 地域活動室
　　　　 （三田1-4-10 みなと保健所2階）
問い合わせ先 : 港区社会福祉協議会 地域福祉係 
TEL 03-6230-0281 

Information

取材・文：伊藤 早苗

　芝地区のいきいきプラザでは、モノ
づくりに関するさまざまな講座も展開
されています。今回はそんな中でも、
目新しい講座をご紹介します。　 

取材・文・写真：米原 剛

NEWモノづくり講座編

Information

■三田いきいきプラザ
　芝4-1-17 TEL 03-3452-9421

■神明いきいきプラザ（プラザ神明）
　浜松町1-6-7 TEL 03-3436-2500

■虎ノ門いきいきプラザ（とらトピア）
　虎ノ門1-21-10 TEL 03-3539-2941

三 田 神 明 虎 ノ 門

入口

入口

入口

https://shiba-ikiiki.com/

シャドーボックス講座

アクリルたわしづくり講座

臨床美術講座

くつしたアニマル講座
　シャドーボックスとは17世紀の
ヨーロッパで流行したデコパージュ
の技法の一つで、その後アメリカに伝
わり、立体的に発展して出来たハンド
クラフトです。
　初回は、令和に合わせて講師のオリ
ジナルデザインで作っています。どの
方も初めての参加で不安だったとい
うこともありましたが皆さん達成感
を感じられたようで、大変好評でした。
　

　アクリルたわしとは、アクリル100％の毛糸
で編んだたわしで、洗剤なしで食器やシンク磨
きに使うことが出来るエコなたわしです。かぎ
針を使っての編み物ということで、
参加した方々には戸惑
う様子もみられました
が、作品が完成すると
皆さん大満足でした。

　くつしたでかわいいぬいぐるみをつくる
というこの企画。
　最初はくつした選びから始まり、講師が
熱心に説明しながら作ります。男性の方も
参加いただくなど、和気あいあいと時間が
過ぎていきます。終わった後には、写真撮影
会も実施し、大変盛り上がりました。

　“五感を使って脳トレ・アートしませんか？”の
キャッチフレーズで、実施しているこの講座は介
護予防、認知症予防に効果があるとされている手
法の一つです。
　今回はパステルを使って「パステル色の空」と
いう作品を作成していました♪
　「どんな空を描こうかな？」「あの時の
空は何色を使ったら出るかな？」と、思っ
た空の色をパステルで表現していきます。
一言に「空」といっても時間、場所、天候に
よって大きく変わります。それぞれいろ
いろな表情を持つ空をパステルで素敵に
描いていました。 ●写真・資料提供:百葉の会・東急コミュニティー共同事業体 

芝地区のいきいきプラザ3館
では絶えず新しい楽しい講座
が用意されています。詳細は
ご遠慮なく各館にお問い合わ
せください。

オーガニックな子育てサロンBIO
ビ オ　現在の三田（桜田）通りは、赤羽橋方面に東京タ

ワーを仰ぎ見ることができ、またその通り沿いは、
オフィス街化がすすんでいます。
　三田の歴史は、明治４年（1871）、肥前島原藩中
屋敷跡（現在の三田２丁目付近）に「慶應義塾」が
移転してきたことにより、下宿屋・食堂・書店・文
具店などが増え、武家町から学生街へとまちは一
変し、その後も時代と共に移り変わってきました。
　しかし今もなお、昔ながらの面影を残す商店や
路地が味わえるのも、三田のまちの魅力のひとつ
です。そのなかでも学生街に欠かせなかった古書
店は、区内でも現在は10件もなく、貴重な存在に
なっています。
　慶應義塾大学三田キャンパスの東門から出た
目の前、三田（桜田）通りを渡ったほど近いところ
に、古書店「雄文堂」はあります。足早に通り過ぎ
そうになるところ、その店先のワゴンにある文庫
本などの古書に目が留まります。本に囲まれた店
内は、外とは打って変わって静かな別空間です。
　雄文堂書店は、当主の父、村上さんが丁稚奉公
していた神田神保町の古書店から独立をし、昭
和25年頃、この三田の地に店を構えました。そ
れから代変わりした後に一度、店を閉じたこと
もありましたが、また再開して現在に至ってい
ます。
　そもそもこちらの古書店は、学生さんの教科書
の売り買いが多いものでありましたが、そういっ
た風習はもう減ってしまい、今は、院生や留学生
の利用があるということです。
　土地がら、浜離宮あたりから歩いてきた外国
人観光客の方が道を聞きつつ、本も見ていかれ
ることも少なくないそうで、日本語文字をデザ
インのように楽しんで購入されていくなどの面
白いエピソードも。取材で伺った時は、オフィス
街の人が休憩時間に訪れているような光景もあ
りました。

　「ぜひ、手に取って本を読んでみてください。時
間つぶしでも良いので、その時間のなかで思いが
けない本との出会いがあるかもしれません」と、
雄文堂さん。
　ジャンルや、年代もさまざまな古書が、ところ
狭しと積み上げられているなかから、気の向くま
ま自由に手に取ってみる。そこから、古書ならで

はの楽しみ方が広がりそ
うです。
　三田のまちの景色に溶
け込む雄文堂で、読書の
ひとときは、いかがで
しょうか。

雄文堂書店 
芝 5-1-12
TEL 03-3451-7053 
営業時間： 12:00～19:00 
定 休 日： 土・日・祝  

Information

取材・文・写真：桑原 庸嘉子

江戸時代の厳島での観光名場所を記した書物「厳島」

芝
・
三
田
の
景
色
と
共
に
、

古
書
に
触
れ
る
ひ
と
と
き

雄文堂書店

今日はスペースも余裕があります

尾畑さん（左）と倉橋さん

ちびっこもママと一緒に楽しそう
（写真提供：港区社会福祉協議会）

汗びっしょりになりながら
取り組んでいます
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TEL03̶3578̶3192 FAX03̶3578̶3180

ホームページ

http://www.city.minato.tokyo.jp/

本誌に掲載した記事に出てくる施設などをまとめました。
ウォーキングマップとしてご活用ください。

芝 地 区
M A P

1 ～20は旧町名由来板の設置場所

三田いきいきプラザ　 P6-7

神明いきいきプラザ 　P6-7

虎ノ門いきいきプラザ 　P6-7

子ども家庭支援センター　 P7

新橋親柱　 P8

7The Okura Tokyo 　P1

中村表装株式会社 　P2

御成門中学校 　P3

東京慈恵会医科大学附属病院 　P4

芝の家 　P5

雄文堂書店 　P6
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●　本誌の制作には以下の編集委員が参加しています
伊藤早苗／菊池弓可／桑原庸嘉子／柴崎賢一／柴崎郁子／田岡恵美／千葉みな子／早川由紀／森明／森田友子
／米沢恵美／米原剛（五十音順 敬称略）

●今後の発行スケジュールは次の通りです
2020.3（第54号）2020.6（第55号）2020.9（第56号）2020.12（第57号）※各号発行月の20日ごろ

芝地区総合支所【芝、海岸１丁目、東新橋、新橋、西新橋、三田１～３丁目、浜松町、芝大門、
芝公園、虎ノ門、愛宕】内の地域の方にお届けしているほか、地区内各施設などで配布して
います

芝地区地域情報誌の配布について

町会・自治会トピックス
新橋一丁目東部町会から発信する地名「新橋」の由来

　「新橋」という地名の由来をご存じですか？　実は、かつて
新橋1丁目と銀座8丁目の間を流れていた汐留川に「新橋」と
いう橋が架かっていました。橋は昭和39年（1964）の東京オ
リンピックに合わせた開発により姿を消しましたが、親柱（橋
等の両端に立つ太い柱）のみ現存しています。
　そんな「新橋」の親柱が、地元新橋一丁目東部町会の声を
きっかけとして平成30年（2018）1月15日区指定文化財に登
録、今年9月20日に標柱が設置されました。親柱のある「銀
座・新橋ミニパーク」には以前多くのごみが捨てられており、
町会も頭を悩ませていました。それをきれいにしたい、そして

「新橋」の地名の由来を発信したいという思いから区へ投げかけを続け、つ
いに実現しました。
　町会長の木村暖子さんは「区指定
文化財になったことで、親柱が後世
に残ることになりうれしい。時間はか
かったが、まちの人の声がかたちに
なることはとても素敵なこと。訪日客
が増えるなかで、文化財の説明を記
した標柱に英語表記を加えてもらっ
たのも、まちの要望で区内初めての
試みとなった」と振り返りました。

港区民交通傷害保険は、少額の保険料で加入で
き、車両による交通事故でケガをしたときに、入
院や通院治療日数と通院治療期間に応じて保険金
をお支払いする保険制度です。

また、自転車または身体障がい者用車いすの所
有・使用・管理に起因して、他人にケガを負わせ
たり、他人の財物を壊したりしたこと等によって発
生した、法律上の損害賠償を補償する｢自転車賠償
責任プラン｣もあわせて募集します。令和2年4月1
日より「東京都自転車の安全で適正な利用の促進
に関する条例」が改正となり、都内で自転車を利
用する人などの自転車賠償保険等の加入が義務化
されます。

自転車事故でも被害の大きさにより多額の損害
賠償金を支払わなくてはならない場合があります。
いざというときのために｢自転車賠償責任プラン」
もあわせてご加入ください。

詳しくは、各総合支所で配布するパンフレットま
たは港区ホームページをご覧ください。
※自転車賠償責任プランのみに加入することはできません。

区からのお知らせ

令和 2 年度 港区民交通傷害保険に加入しましょう令和 2 年度 港区民交通傷害保険に加入しましょう
■加入対象者 令和2年4月1日時点で港区に住所がある人
■保険期間 令和2年4月1日午前0時～令和3年3月31日午後12時
■加入方法 個人加入の場合
 各総合支所協働推進課協働推進係または区内金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・ゆうちょ 
 銀行・郵便局)で配布する加入申込書にご記入のうえ、保険料を添えてお申込みください。

 10人以上の団体加入の場合 
 各総合支所協働推進課協働推進係で、団体加入申込書にご記入のうえ、人数分の保険料を添 
 えてお申込みください。
■加入申込期間 令和2年2月3日(月)～令和2年3月31日(火)
 ※金融機関での申込みは令和2年3月23日(月)までです。申込期間外のご加入はできません。

■コースの種類と保険料
表の6つのコースから１つを選んでご加入ください。複数のコースへのご加入はできません。

承認番号：SJNK19-09247 
承認日：2019/11/29

お問い合わせ先
芝地区総合支所協働推進課
　　　　　　　協働推進係
TEL 03-3578-3121

引受保険会社：損害保険ジャパン日本興亜株式会社
このご案内は概要を説明したものです。
詳しくは、損害保険ジャパン日本興亜株式会社東京公務開
発部営業開発課(新宿区西新宿1－26－1)までお問い合わせ
ください。
 TEL 03-3349－9666（平日午前９時～午後５時） 
※損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、関係当局の認可等を前提として、令和2年
　4月1日に商号を変更し、「損害保険ジャパン株式会社」になります。

コース 補償内容 一時払保険料 最高保険金額
Ａ 区民交通傷害Ａコース 1,000 円 150 万円 ( 交通傷害 )

Ｂ 区民交通傷害Ｂコース 1,700 円 350 万円 ( 交通傷害 )

Ｃ 区民交通傷害Ｃコース 2,900 円 600 万円 ( 交通傷害 )

ＡＪ 区民交通傷害Ａコース＋自転車賠償責任プラン 1,400 円 150 万円 ( 交通傷害 ) ＋1 億円 ( 自転車賠償 )

ＢＪ 区民交通傷害Ｂコース＋自転車賠償責任プラン 2,100 円 350 万円 ( 交通傷害 ) ＋1 億円 ( 自転車賠償 )

ＣＪ 区民交通傷害Ｃコース＋自転車賠償責任プラン 3,300 円 600 万円 ( 交通傷害 ) ＋1 億円 ( 自転車賠償 )

東京都は令和2年4月から
自転車損害賠償保険等の

加入を 義 務 化 します

町会のみんなで親柱を清掃中

あつ  こ


