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『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、様々な行事や
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。

第7号の表紙は

東新橋・海岸
エリアの話題です

都会のオアシス
き ゅ う し ば り き ゅ う お

背の高いビルが建ち並ぶ浜松町のオフ
ィス街にある、隠れた名所を皆さんはご存
じでしょうか？ 230本もの松の木や大き
い泉水がある大名庭園、それが『旧芝離宮
恩賜庭園』
です。
入口から入ってすぐ、
視界いっぱいに
「和」
が広がります。松の木などの多くの緑が心
を落ち着かせてくれ、庭園の中心にある泉
水に立つ波や水面に浮かぶカルガモたち
が和やかな雰囲気を生み出しています。
約50年前までは、この庭園の周りはみ
んな海でした。そのころは、海水を引き入
れた泉水でしたが、周りが次第に埋め立て
地になり海水を引くことができず、現在は
淡水となっています。その泉水は、日本庭
園に欠かせない松の木や四季を彩る桜、
桔梗、紅葉、水仙などに囲まれ、和の庭園
が広がります。赤松は庭園の中では2本だ
けです。ぜひ探してみてください。
訪れる方の年齢層は幅広く、七五三や
結婚式の写真撮影に利用したり、お年寄り
が散歩したり、海外からの観光客が訪れた
りなど、
理由も実にさまざまです。
イベントも、
年に3〜4回行われています。
特におすすめなのは、お正月に弓道場で
開かれる落語で、若い人にもとても人気が
あります。

JR浜松町駅南口から東芝ビル方面に向かう歩行者デッキからの撮影
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何度も訪れたい！ そんな方には「年間パ
スポート」がおすすめです。値段は600円
とお手ごろで、身分証明などは必要なく、
本人確認のできる写真（顔がわかればプリ
クラでもOK！）があればいいそうです。
庭園内ではお弁当を食べることもでき
ます。いつも屋内で食べている方はもちろ
ん、屋外で食べるのが好きな方も、
ステキ
な景色の中で食べれば、
さらに美味しいこ
とうけあいです。
一度は訪れたい、都会のオアシス『旧芝
離宮恩賜庭園』。皆さんもぜひ一度行って
みてはいかがでしょうか。
〔文・写真 ■ 都立芝商業高校／ 比良 美久、竹本 南〕

海岸1-4-1
TEL 03-3434-4029
●開園時間／9〜17時
（入園16時30分まで）
●休園日／年末年始
（12月29日〜1月3日）
●入園料／一般及び中学生150円、65歳以上
70円（小学生以下及び都内在住・在学の中
学生は無料）
※身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉
手帳または療育手帳持参の方と付添の方は無料
※年間パスポートは大人600円、65歳以上280円

●無料公開日／みどりの日（5/4）、都民の日（10/1）

と う き ょ う は ま ま つ ち ょ う か い い ん か い か ん

心の碇泊地
JR浜松町駅から竹芝桟橋へと向か
う通りを歩いていると、近代的なビル
と庭園の緑を感じながら、やがて海に
近づく期待感で、
とても贅沢な気分に
なります。
ここは「海岸1丁目」。海の気配を感
じずにはいられない地名です。
今回はそんな地名にもふさわしい、
『東京浜松町海員会館』を取材させて
いただき、船員のOBであり、現在は
海員会館の館長である、岡安敏さん
にお話を伺いました。
海員会館は、旧芝離宮恩賜庭園に
隣接した場所にあります。それもその
はず。ここは元、芝離宮庭園の一部で
した。

海員会館は現在、日本各地に30カ
所以上存在します。当時、海外では船
員のための宿泊施設があるものの、
日本にはまだ船員専用の福利厚生施
設がありませんでした。船員労働組
合の運動と熱い要望により、東京では
昭和27（1952）年に船員とその家族
に対する福利厚生施設「東京浜松町
海員会館」が創設されました。航海か
ら戻った船員が、家族と面会したり、
また、休暇を過ごしたりするために、
安く宿泊できる施設として親しまれ
てきました。
現在は、空きがあれば、一般の方も
利用できます。宿泊利用客の中には
島民の方々も多いとか。島には大き

7ページでは掲載記事の所在地を地図上でご案内しています！

い病院がほとんどないため、東京まで
通院したり、入院のために家族などが
訪れたりするからだそうです。
静かにたたずむ会館の建物の中に
一歩足を踏み入れると、そこはレトロ
という言葉では語れないほどの趣が
あります。この背景には、船員の方々
が家族と共に過ごした喜びや安らぎ
があり、現在もこの会館を利用する方々
に親しまれる宿として引き継がれて
いるのです。
〔文・写真 ■ 桑原 庸嘉子〕

海岸1-4-9
TEL 03-3433-5688
●時間／イン15時、アウト10時
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で明治時代にタイムスリップ
の汐留の地が選ばれたと言われています。
この新橋停車場は、大正3（1914）年の東京駅開
業と同時に汐留駅と改称して貨物専用駅となり、そ
れまでの烏森駅が「新橋」の名を引き継いで現在の
新橋駅になりました。駅舎は大正12（1923）年の
関東大震災で焼失しましたが、この地は、昭和61
（1986）年まで物流の拠点として日本の経済を支
えてきました。

手 治虫の「鉄腕アトム」にでてくるような空中
都市。この近未来都市汐留のなかに、明治時代にタ
イムスリップしたような建物がぽつんとあります。
それが『旧新橋停車場』です。この建物は、明治5
（1872）年10月に開業した日本最初のターミナル
新橋停車場の駅舎の外観とプラットホームの一部
を当時と同じ位置に再現したものです。

新橋停車場はアメリカ人R．P．ブリジェンスの設
計によるもので、明治4（1871）年5月着工、12月
完成、翌年鉄道が開業すると、東京の玄関として、
ま
た、新しく整備された銀座通りに向かうターミナル
駅として、日本の近代化の象徴的な建物になりまし
た。この駅舎は、木骨石張り2階建ての左右の棟に
はさまれた木造平屋の正面玄関があり、奥にあるプ
ラットホームに通じていました。
それではなぜこの場所に駅舎が建てられたので
しょうか。この地域は大名屋敷が建ち並ぶ地区であ
ったため、建設に必要な広大な用地の入手が他に
比べ容易であったことや、東京湾に近く水路に接し
ているので、建設資材の運搬にも、
また開業後の貨
物輸送のためにも便利であったことなどにより、
こ

この汐留地区の再開発に先立って行われた発掘
調査で、駅舎やプラットホームの石積みや基礎石が
良好な状態で出土し、
すでに国史跡となっていた
『旧
新橋横浜間鉄道創設起点跡』を含め指定範囲を拡
大して、平成8（1996）年に『旧新橋停車場跡』
とし
て国史跡に指定されました。この遺構を大切に保存
しつつ、その上に信憑性のある資料に基づいた外
観を忠実に「再現」
したのが『旧新橋停車場』です。
建物1階展示室の床の一部はガラス張りで、駅舎基
礎石の遺構を見ることができます。また､正面玄関
階段とプラットホームの先端部分でも､史跡の一部
を見ることができます。

さんへインタビュー

東新橋1-5-3
TEL 03-3572-1872
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第 回

●開館時間／11〜18時
（入館は17時45分まで）
●休館日／毎週月曜日
（ただし祝祭日の場合は開館、
翌日休館）
、年末年始・展示替え期間中
●入館料／無料

この建物の建設・維持管理主体の（財）東日本鉄道
文化財団の調査課長・田村憲祐さんは「この建物は
明治の外観を再現しつつも､現代の材料と工法によ
って鉄道発祥の地汐留に甦ったものです。見学され
る方が、
再現された建物やプラットホームの下に 本
物 の歴史を実感できるように建てられています。
日本の文明開化のひとつの象徴としての鉄道、その
発祥の地としての 場 の記憶を目に見える形で後
世に伝えていくのはとても重要なことだと思います」
と語ってくださいました。
2階展示室では6月1日（日）
まで「東海道―江戸
の旅・近代の旅―」、6月17日（火）から「薗部澄の日
本風景〜戦後復興期から昭和30年代を白黒で旅
する〜」
（仮称）が企画展示されます（入場無料）。
〔文 ■ 岩崎 秀顕〕

再現された旧プラットホーム
駅舎の基礎石が見られる
ガラス張りの床

旧新橋〜横浜間の起点を示す0哩標識

浜松町1丁目にある特定非営利活動法人
「JHP・
学校をつくる会」の代表で「3年B組金八先生」の
脚本家としても知られる小山内美江子さんへの
インタビュー最終回です。

難民キャンプの警備をしているのはヨルダンのエリ
ートの青年達でした。
「軍ポリス」という表示だったの
で警察だか兵隊だかよくわかりませんが、
かっこいい
濃紺のセーターが制服でした。彼らは「私の国とあな
たの国はとても仲良しだ。ただ大きな違いは、私の国
は貧乏だが、
あなたの国はとても金持ちだ」
と言いまし
た。1990年でしたから、
日本もまだバブルがはじけて
いません。というのは「あなたの国はいい憲法を持っ
ている。戦争をしなくてもいい。ということは軍備にお
金を使わないで、
その分、経済にまわしたから金持ち
になれた」と教えてくれるのです。その後に行ったイラ
ンやその他のいろんな国でも、20代半ばから30近い
エリートはみんな同じことを言うのです。日本人だけが
憲法9条のことをあまり知らないとか、大事にしていな
いみたいで驚きだと言います。

おそろいのつなぎで復興支援に来ていたのです。費
用は彼らの組合で出してくれました。組合とは民間で
すよ。こういう行き方は日本にはまだありませんでした。
その後、93年にソマリア難民のためにアフリカのジ
ブチに行ったら、
またそこであのつなぎを着たお兄ちゃ
ん軍団がいて、
「あなたたちのお仲間に会ったわ」と
言うとにっこり笑ってくれました。そこでいろいろ話し
合ったらば、彼らと「日本は憲法で戦争しないと宣言
して徴兵制がない。けれど、
うちには徴兵制がある。
でも、
良心的忌避をすると兵隊に行かなくてもいい代
わりに、
ボランティアを行わなくてはならないという制度
もあるよ」という話になりました。
どのような場合でも、
こ
れからはお互いに血を流さないで、
できることをやって
いくことが必要なのだと思いました。

イランとイラクの国境の村のインフラ支援

よこや まよしろう

とも え

横山善朗 さん

鞆 絵小学校訪問の足 跡を追って
物理学者アインシュタイン博士が妻エルザと共に、
ド
イツから来日したのは今から85年前の大正11
（1922）
年11月17日で、日本各地に43日間滞在しました。来
日直前、
博士のノーべル物理学賞受賞のニュースも届き、
大正時代の日本はアインシュタイン・ブームにわきま
した。芝地区では、11月19日に慶應義塾大学で講演し
ています。そして日本で最初の小学校である鞆絵小学
校（平成3年に御成門小学校へ統合）を訪れたかもしれ
ないことも、
わかってきたのです。
本誌第2号でご紹介した『愛宕・西ノ久保の歴史を掘
じくる会』
（通称：歴掘会）の会員で、
アインシュタインと
鞆絵小の接点を調査中の同小学校卒業生の横山善朗
さんからお話を伺いました。

アルベルト・
アインシュタイン
１９２１
by Ferdinand
Schmutzer

調査を始められたきっかけは？
歴掘会では月1回程度勉強会を開いて、地域の歴史
を掘りおこしています。平成16（2004）年秋に、
「鞆絵
小学校」のキーワードで、ネット検索したところ、
「 母が
語る20世紀」というホームページを見つけました。ア
インシュタインが母校を訪問したかもしれないと書か
れていたので、
「本当にこんなことがあったのだろうか」
と、会のメンバーの鞆絵小学校同窓会「鞆絵会」の仲間
に話したら「あったとしたらすごいね」
と。アインシュタ
インの鞆絵小訪問の裏付けを取ろうと調査を始めました。

調査で苦労されている点は？
アインシュタインが帰国した翌年の大正12（1923）
年9月1日の関東大震災で、鞆絵小学校の記録も失わ
れて、大正11年までが一切ないんです。これは大正10
（1921）年度の卒業生が記憶を元に描いた鞆絵小学
校正門「大名長屋門」のスケッチですが、
アインシュタ
インが来たはずの当時の校舎と一緒に焼失してしまい

ソマリア難民キャンプ（ジブチ）での救援活動

インタビューに
答える横山さん

ました。授業を受けた同窓生が見つかればいいけれど、
ご存命でも90歳以上で、仲間と手分けして調べても音
信不通なんです。
ヨルダン難民キャンプでの救援活動

調査はどこまで進んでいますか？
アインシュタインの日本滞在記録を調べて、鞆絵小
訪問の可能性は大正11年11月22日か26日か、
まで
絞れました。22日午前中はアインシュタインを招聘（し
ょうへい）
した出版社「改造社」
（当時芝区愛宕下町、現
在の愛宕警察署付近）
と増上寺を訪問、26日は大倉集
古館を訪ねています。鞆絵小は当時芝区西久保巴町
（現
地下鉄神谷町駅近く）で、22日に立ち寄った可能性が
とても高い。でもまだ確かな証拠をつかめていないの
です。
先のホームページがご縁で知り合った毎日新聞の記
者も協力してくれて、平成17（2005）年1月1日付毎日
新聞のアインシュタイン日本訪問記事に私のインタビ
ューも書いてくれました。とはいえ、今のところ手掛り
が全くなく、調査はストップしています。この記事を読
んでくださった方からの反響をお待ちしています。

情報提供
のお願い

この記事を読んでアインシュタインの
鞆絵小学校訪問について、お心当たり
のある方は、ぜひ情報をお寄せください。
●ご連絡は港区芝地区総合支所地区
政策課（TEL 03-3578-3191）まで。
〔文 ■ 大澤 佳枝〕

出典：フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
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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！

そうなんです。それは世界平和のために必要です。
日本が「私たちは戦争しないよ」と言い続けることが、
世界のどの国も「戦争しないほうがよい」と思うことに
つながっていくのだと思います。日本は得がたい国です。
本当ですよ。イランとイラクの国境の村でもそう。みん
なとても関心がありました。
私は私で別の発見があり、
つなぎの仕事着でリキリ
キのお兄ちゃんたちが数名で何かやっていました。ウ
インクしてのぞかせてもらうと、
トラックにパイプ・円管等
を積みこんでいました。イランも少し前までイラクと8年
も戦争していたので、国境付近のインフラはひどい状
況でした。復興のためのお金もない。それで、
ドイツの
大工、水道工、電気工などの技術者たちがかけつけ

TEL

03-5472-3710

「愛するもののために死ぬ！」というのは一時代前
の戦争です。死を目前にして自分は何のために死ぬ
のかと、若い学徒兵は苦しむのですよ。そして、
自分
の家族、
愛している人のためなら死んでいけると、
やっ
と自分を納得させて死んでいったのです。でも、戦後
の今は違います。愛している人のために平和を守っ
ていかなきゃいけない。でも平和は守るものではなく、
戦いとるものだと私は思います。
クロアチアのセルビア寄りのところで、現地の大学
生とJHPの大学生で対話をしたときのこと。JHPの学
生が「日本の大学生は大体18歳から22、
3歳位までで
すけれど、
あなたたちはなんでそんなに年齢が高いの
ですか？」と質問したので、
私は言葉を失いました。相
手の学生はみな20代後半でした。日本も1943年、雨
の神宮球場で徴兵猶予を打ち切られた学生達が戦
場へ出て行く一大セレモニーがありましたが、運よく
帰ってこられた人も、
ヤケになって特攻崩れなんて言
われました。
ようやく大学に復帰するときは25、
6歳だっ
たわけですよ。日本だってそういうことがあったのに、
彼らに言われるまで日本の学生は知らなかったので
すね。
そこへ追い討ちが来ます。
「あなたたちの国には徴
兵制がない。我々にはあるから戦争に行って帰って
来たので大学へ戻るのが遅くなったんだ」という答え
に、
今度は「戦争に行ってどういうことしたのですか？」
と聞く始末です。
「兵隊としてやるべきことはすべてや
りました」…それは人を殺しているってこともあるわけ
です。
「私には頭に傷があります。弾がかすったのです。
首から上の出血がひどいので後方に送られ、
それで今、

年中無休 午前7時〜午後１１時

大学に復学しました」そう言われると日本の学生は何
を聞いていいのかわからなくなっていました。JHPの
学生達はそのショックを一生忘れない…そういう国が
今でもあるのだってことを。私は、
日本の憲法を…憲
法9条を褒められたと学生達が感じてくれたと思って
います。

そうですね。あんなのは絵空事だとよく言われます。
平和、平和って、
どこかの国が攻撃してきたらやられ
っぱなしでいいのかって言われる。やり返しても、
同じ
だけ向こうの人が死ぬだけですからやらないほうがい
いに決まっている。
もちろん、
日本が攻撃されないように、
平和的に力を尽くすのが「政治」だと思っています。
正直、
やられっぱなしでいいのかって言われると返事
のしようがないのですよ。でも、
無抵抗主義のどこが悪
いかと言い返すこともあります。ガンジーは無抵抗不
服従を続けて、
イギリスからインドの独立を勝ち取って
います。ガンジーを見習ったのがキング牧師です。彼は、
差別を訴えワシントンに100万人の黒人を集めたこと
によって選挙権を獲得しました。無抵抗主義というのは、
日本人に合っている気がします。戦後、鉄砲を持って
よその国へ行き、
そこの人を殺してないのは日本くら
いですよ。誇るべきことです。徳川秀忠が武家諸法
度を発布してから二百数十年間で内戦は天草の乱
だけ。外国とも戦争していませんよ。日本は本来、
戦わ
なくていい国だと思います。
テレビでチェルノブイリ原子力発電所事故のことを
やっていました。広島・長崎の原爆の500倍の威力が
あるとはすごいことですよ。核兵器でもそんなでっかい
被害を出すものがある時代に、
やられたらやり返すっ
ていうことはやめようよって言うしかないですよ。インド
とパキスタンでは一遍に人を殺す兵器を自分の国も
持つことができたと胸をはる市民がいるようですが、
そ
んな意味のないことはやめようと話し合うことが大事で
す。そして、核兵器の非人道的なことを伝えるのは日
本人でしょう。
昭和20年4月15日の空襲で私の家が全部焼けて
しまいました。赤ちゃんをおぶっていて機銃掃射を受け、
背中の子だけが亡くなったお母さんがいました。その
人はもう半狂乱ですよ。だから私はドラマで子どもを
殺しません。一度だけあえてこのシーンをドラマに再
現しましたが、
人間に望ましいのは自然に死ぬことです。
自然に死ぬことの対極は暴力ですよ。暴力の最高の
ものは戦争です。だから、
「人間は自然に死ななきゃい
けない」っていう考え方を持っていたら、
「戦争は絶対
にしてはいけません！」
と言い続けざるを得ません。

JHP・学校をつくる会について
特定非営利活動法人「JHP・学校をつくる会」
は、平成５
（１９９３）年よりカンボジアを中心に
学校建設、音楽・美術教師育成などの地域に
根ざした国際協力に携わっています。同時に「国際ボランテ
ィア活動」の実践として、カンボジア、アフリカ諸国、旧ユー
ゴスラビア、インド、国内災害救援活動などに総勢１０００名を
超える若者を派遣しています。

浜松町1-25-11 宮下ビル4階
TEL 03-6411-5261
http://www.jhp.or.jp/
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6月1日（日）、浜松町1丁目の神明小学校跡地に新しいエコプラザがオープン
します。港区の環境や、地球規模での環境について関心を持ち、考え、行動する

JR浜松町駅前から「環境」を守るべく、力強い取り組みを進めている
文化放送さんに、その意気込みをお聞きしました。

ことを目的とした環境に関する情報、学習、交流の場です。
東京都あきる野市の「みなと区民の森」の間伐材をふんだんに使った天井高

私たち文化放送は、浜松町駅前のスタジオからラジオ

5mの広い館内は、木の香りに満ち、ゆとりと癒しの空間となっています。また、

番組を放送しています。港区芝地区にある一企業として、

旧エコプラザ（旧鞆絵小学校）に残されていた机や椅子を再生利用し、区立小学

放送を通じて地球環境問題を発信していきたいと考え

校の思い出や足跡を残しています。さらに環境配慮設備として、
ビオトープ（生
物生息空間）、屋上緑化、雨水利用設備、太陽光・風力ハイブリッド街灯を設置し

ています。
「GREEN FESTA」を放送中のスタジオで／
いとうせいこうさん（左）とアナウンサーの石川真紀さん

今まさに、地球温暖化、異常気象、海水面上昇、種の絶

ています。
環境に関する情報を知りたい方は、ぜひエコプラザにお越しください。最新

滅などなど、地球規模の問題が山積している中、私たち
の生活レベルで、一体何から始めればいいのか…。そし

善するべくマニフェストを作っています。マニフェスト達

の情報や地域の情報など、何でも手に入れることができます。また、環境に関心

てラジオ局として、一体何ができるのか…。文化放送は

成のために、番組とリスナーが一体となって考え行動し

のある方同士が交流することで、新たな発想が生まれる場でもあります。

放送やイベント、WEBサイトを通じて、地球が生んだ最

ます。例えば、東京都の最西端「檜原村」の緑を守るべく、

館内は「みなと区民の森」の間伐材をふんだんに使った設計に

環境学習講座やワークショップ、エコバザーなどさまざまなプログラム・イベ

も素晴らしい作品である「緑」が、少しでも増えるよう、

森林の中に番組オリジナルのマナー看板を制作し、設置

ントも目白押しです。何度も足を運びたくなるような魅力的な施設ですので、新

このキャンペーンを「緑の作品」＝「文化放送GREEN

に取り組んだり、番組オリジナルでマイ箸作りに取り組

しいエコプラザにご期待ください。

WORKS」
と名づけ、長期的な展望を持って展開させてい

んだり。
「GREEN」の第一歩を、楽しくわかりやすく、
いろ

くことになりました。

いろな角度から、今すぐ行動できる身軽さでお送りして

さらに、いとうせいこうさんがパーソナリティを務め
る番組
「いとうせいこうGREEN FESTA」
(毎週月曜午後
7時半〜8時)では毎週、ラジオの力で環境を少しでも改

エコプラザ 館内のご案内

います。

searching

街灯も風力ハイブリッドを採用しています

working

（サーチング）

◆身近なところから、環境にやさしい取り組みを始めることが、
実はとっても大切なことですね。

（ワーキング）

自習ができる情報コ
ーナー。エコプラザ
が 発 信 する情 報 に
出会い、環境に関す
る図書やDVDの閲
覧ができ、パソコン
が利用できます。

周辺の4方向に分かれて道路脇の植え込
みや公園の清掃を実施しました。春の陽

（吹き抜けのため2階はありません）

learning
（ラーニング）

手を使ったり汗を流
す体験学習コーナー。
各種ワークショップ
形式のイベントを開
きます。朝市やエコ
バ ザ ー の 会 場にも
なります。

吹 抜

セミナ ー や 講 座 を
おこなうための研修
コーナー。１５０名が
収容可能な大教室
になります。大スク
リーンを使って上映
会もできます。

E.V

みなと環境に
やさしい
事業者会議

倉 庫

WC

WC

WC（男子）

わくわくする
出会いを演出
する開放感あ
ふれるエント
ランスホール。
展示スペース
にもなります。

がら黙々と美化活動に集中していました。
芝地区総合支所では、
ごみのポイ捨て禁
東京都立三田高等学校（三田1-4-46）
では、奉仕の授業の一環として、生徒さん
が町に出て環境美化活動を行っています。
3月19日（水）には、引率の先生に伴わ
れた1年生の生徒180人が、田町駅周辺、
区立芝公園周辺、赤羽橋周辺、麻布十番

止や路上喫煙禁止などのキャンペーンを
定期的に行っていますが、残念ながらマ
ナーを守らない人が多く、苦情が絶えな

事務所

ホール

E.V

【サーチング】

【ワーキング】

【ラーニング】

自販機

WC

受 付

（多目的）

WC（男子）

WC（女子）

楽しくてためになる
プログラムメニュー

高めてくれることを期待します。

清掃道具を貸し出しています！
芝地区で自主的に環境美化活動を行う団体等に
竹製トング、
ビブス、軍手をセットで貸し出します。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

芝地区元消防団長の富張元夫さんにお話を伺いま
した。新橋七丁目町会長、芝家具の椅子職人とさまざ
まな顔をお持ちの方です。港区の中では大きめの規
模を持つ芝消防団は、1個分団26名構成の7個分団、
27名構成の1個分団、団本部11名、総勢220名の団
員を誇ります。この消防団で昭和37（1962）年から、
43年間と7カ月、団長としては6期12年を過ごされ
た富張さんは、消防団という組織を越えた地域の顔
であり、住人の心の支えでもあります。長年にわたる
地域防災への貢献が認められ、平成19（2007）年秋
の叙勲を受章されています。団長としての指導が長
かった富張さんは、
幹部のみが入学する消防大学校
（調
布市）でも学ばれ消防団長科を卒業されています。
16日間に及ぶ合宿生活では気象学などの勉強をさ
れたとか。
消防の活動は予期できず、早朝や夜中に活動が及
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研修

分たちできれいにしよう」という意識を

♪みんなで街をキレイに♪

芝地区元消防団長の 富張元夫さん

実習

環境に関する活動団体に会議室
（2室）を貸し出しています。
貯めたエコポイ
ントとエコ商品
とを交換したり
購入したりでき
るエリアです。

動を見かけた人が、
「 自分たちの町は自

浜松町1-13-1
TEL 03-5404-7764（6月1日から）

と み はりも と お

自習

ショップ

いのが現状です。生徒さん達の地道な活

●芝地区総合支所地区政策課

TEL 03-3578-3193

瑞
宝
双
光
章
を
受
章
さ
れ
ま
し
た

環境学習講座・
ワークショップ

●開館時間／9時30分〜20時
●休館日／毎月第4月曜日
（祝日と重なるときはその翌日）、
年末年始
（12月29日〜1月3日）
●入館料／無料
●ホームページ／http://www.eco-plaza.net/
●最寄りの交通／
（駐車場はありません）
JR浜松町駅北口、
都営線大門駅B1出口から徒歩3分
浜松町駅前バス停から徒歩3分
（都バス虹01：東京ビッグサイト〜浜松町駅）
（都バス浜95：東京タワー〜品川車庫前）

れています。これまで消防総監から家族の功を称え
る賞はなく、初めて創設された年におけるご受賞で
した。消防団の活動が、家族の支えがあって初めて成
り立つものであることが認められたのは意義あるこ

元
夫
さ
ん
は
昨
年
の
秋
︑

とでしょう。
団長として地域の防災に積極的にかかわってこら
れた富張さんは、今、若手の入団が減っていることに
気を揉んでいます。地域在住者だけではもはや事足
りず、勤務地団員の活躍も目立ってきています。他区

ぶこともしばしばであります。次々に傘下の団員に電
話をして協力を求めます。そんなとき奥様である雅
子さんの内助の功が大きかったと話されました。まさ
に一心同体、二人三脚の43年間であった、
という印
象を受けました。その功績が認められ、
平成17
（2005）
年に奥様も東京消防庁消防総監より感謝状を授与さ

区役所のサ ービスや施設・催しの案内は

会議室
B

（多目的）

（女子）

気も手伝ってか、みな額に汗を浮かべな

事務所

会議室
A

のある消防団はほぼ100％勤務地団員で構成され
ているそうです。地域や町、学校どうしの小さな単位
の繋がりが薄れかけている現在こそ、災害時の際の
支えとして、今一度自分の地域に目を向けてみたい
です。今年は東京国際消防防災展も開催されます。防
災に対して普段よりちょっとだけ考えてみてはいか
がでしょうか。
〔文 ■ 小知和 千佳子〕

みなとコール がお答え します！

TEL

03-5472-3710

環境資料の
閲覧・貸出

森林体験・
農業体験

環境技術・情報
パネル展示

バザー・お祭り

エコポイントと
エコ商品の交換

東京国際
消防防災展
2008
●開催日 6月5日（木）〜8日
（日）
●場

所 東京ビッグサイト（江東区有明3-21-1）
西1・2ホール・屋外展示場

●入場料 無料
●主

催 東京消防庁 ㈱東京ビッグサイト
東京国際消防防災展2008実行委員会

●問い合わせ
TEL 03-3212-2111
(東京国際消防防災展2008実行委員会事務局)
●ホームページ
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/

年中無休 午前7時〜午後１１時

C O2フリー

定 員：各室とも３０名
利用料：無料
※事前の団体登録・予約手続きが必要
です。詳しくはお問い合わせください。

エコプラザで
出会う

温暖化の原因である
二酸化炭素を出さない生活
スタイルを追求します。

森づくり
森を感じる空間で環境
と文明の存続に欠かせない
森について学びます。

オーガニック
衣食住すべてにわたって
「オーガニック＝本質的な」
暮らしに誘います。

★ 芝消防団員を募集しています ★
消防団活動を推し進めていくため、一緒になって活動してい
ただける消防団員を募集しています。
資

格

芝消防署管轄内に在住、在勤、
在学で１８歳以上の方

問い合わせ
芝消防団事務局（芝消防署内）
TEL 03-3431-0119

芝消防署管轄
新橋、東新橋、西新橋、愛宕、虎ノ門
（虎ノ門2丁目１番、2番、
１０番を除く）、
芝公園、芝大門、浜松町、海岸、芝浦、
芝、三田、台場
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御田国際音楽祭

取 材 M E M O

●●●

1 まずエッセンチアを作る。小鍋に水１００

mlとスパイス（クローブ・シナモン・ナツ
メグ）とレモンの皮を入れ、必ず蓋をして、

2 大鍋に水と砂糖（または蜂蜜）と塩をひ

とつまみ入れてとかし、煮立ったところ

〈エッセンチア〉

へ 1 とサワ―チェリー・レモンの薄切り

水

１００ml

クローブ

粒2個もしくは粉末も可

シナモン

少々（粉末も可）

ナツメグ

少々（粉末も可）

レモンの皮

1/2個分

〈スープ〉

を入れて煮る。
3 チェリーを煮ている間に、ボールに小麦

粉とサワークリームを入れて混ぜ合わせる。
4 小麦粉とサワークリームが混ざったとこ

７００g

6月初旬に出回るサクランボで、ジャム用の酸っぱい種類が最適です。

（ なければ、サクランボの砂糖煮やコンポートの缶詰や瓶詰で代用できます）
砂糖

１００g（または蜂蜜）

塩

ひとつまみ

ろへ 2 のスープをお玉1杯入れて、混ぜ

小麦粉

だま がなくなったら 2 の大鍋にすべ
5 チェリースープが香り良く煮立ったとこ

ろで、赤ワイン（ハンガリーワインがおス
スメ）を１００mlほど入れて煮て、アルコ
ールをとばして味をととのえる。
6 チェリースープの大鍋を氷水に浸して粗

６０g

熱をとり、人肌に冷めたところで、スープ

１００ml

を別の容器に移して冷蔵庫に入れ、2〜

赤ワイン

１００ml

〈飾りとして〉

3時間冷やす。
7 器やカップにコールドチェリースープを

ホイップクリーム

少々

入れて、
ホイップクリームを上にのせ、
ミ

ミント

適宜

ントの葉を添えればでき上がり。

芝公園福祉会館
芝公園2-7-3
TEL 03-3438-0395

だ い ば

い し が き い し

者の山田やまをモデルとしたこの裸婦像は、文夫
その精確に彫られた面には初々しさまで伝わって
くるようだ。傑作にはちょっとした騒動も付きもの
である。この作品は展覧会二等を取ったが、
まだ裸
婦立像の珍しかった当時、警察より一般陳列を禁
じられたいわく付きの作品である。その生々しい
いつもにぎやかな西新橋交差点を歩いた経験
をお持ちの方なら、黄金に輝くブロンズ像をご覧

表玄関にふさわしい。よく目を凝らしてみると、台
座部分には12星座のシンボルが彫られている。

描写は当時のもうひとりの巨匠・高村光太郎との
芸術論争にまで発展した。もう一体は、娘・響子に

になったことがあるだろう。新日本石油ビル前に

あなたもふと目を留めてこの人類の恩人にほほえ

よる「晨（あした）」である。先述の裸婦像とは全く

置かれた、
富永直樹
（1913〜2006）
制作による
「プ

んでみよう。

異なる印象を与える、2メートルを超そうというこ

ロメテウス・希望」である。人類に火と知恵を授け

同じビルのロビーに足を踏み入れると、朝倉文

てくれたといわれるというこの神の黄金立像にふ

夫（1883〜1964）
・響子（1925〜）父子による二

さわしく、両の手に燃える松明を掲げている。油田

体の婦人立像を目にすることができる。一つは、巨

さらに、歩を進めて日比谷セントラルビル前広場

に高く舞い昇る炎をも連想させ、誠に石油会社の

匠・朝倉文夫作「いづみ」
（1914年作）
である。婚約

に出てみよう。山本衛士（1946〜）作、ステンレス

のブロンズ立像は現代的で、行き交う人々にちょ
っとニヒルな微笑を送り続ける。

による一対の現代彫刻がある。高いビル、歩
く人、夏には熱い太陽、白い入道雲、緑の木々、
冬には白い雪、丸裸の木々、木枯らしさえも、
一対の屹立している弓なりのステンレス・ス
チールの鏡に映し出される彫刻である。鏡

術の正確さがうかがえます。
芝公園散策の際には、
みなと図書館前のお台場の石垣石に目を留め
て、
今なお発展し続けるお台場の原点に思いをはせてみてはいかがでし
ょうか。
〔文・写真 ■ 小林 真紀子〕

度を変えると、思いのままにアート・ミラーに
妃になり自由に遊ぶことができる。
いづみ

芝地区地域情報誌 平成20年5月20日 第7号

晨（あした）

王と王妃 ―季節の感情― 山本衛士 作 １９８３制作
（日比谷セントラルビル前広場にて）

芝公園3-2-25

〔文・写真 ■ 小知和 千佳子〕
〔参考文献〕『朝倉文夫の青春』堀正三著 国文社 １９７６年

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！

TEL

03-5472-3710

年中無休 午前7時〜午後１１時

内
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映る世界のなかで、ひととき王様になり、王

虎ノ門駅
銀座
線

神谷町駅

やがて東京湾の開発と共に解体撤去が進み、第三・第六台場の 2カ所
が残されているだけです。今では湾岸都市のお台場という印象ですが、

台場の構造図面の資料が、
みなと図書館などに残っており、海岸の浅い
ところをきちんと見極めての石の配置や規模・方向などに、
当時の建築技

〔文 ■ 大澤 佳枝〕

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。

5

の終わり頃にペリー来航の影響をうけ、
江戸の警備のために現在の東京
湾上につくられた海上砲台です。江戸幕府は12カ所の台場構築を予定
していましたが、
すべての台場が完成する前に開国となり、
砲台としての
役目をはたすことはありませんでした。
その後、
関東大震災や第二次世界大戦と歴史的な事件に巻き込まれ、

面に入り込んだ紳士も淑女も、立ち位置や角

プロメテウス・希望

1 旧芝離宮恩賜庭園 1P
2 都立芝商業高校 1P
3 東京浜松町海員会館 1P
4 旧新橋停車場 2P
5 旧鞆絵小学校の敷地 2P
6 JHP・学校をつくる会 3P
7 文化放送 4P
8 都立三田高校 4P
9 エコプラザ 5P
（6/1から）
10 芝消防団事務局 5P
虎ノ門
（芝消防署内）

みなと図書館前に『お台場の石垣石』があります。お台場は江戸時代

当時はせまりくる外国勢力に対抗する準備場所として、戦闘態勢を整え
る勢いはかなりのものだったようです。幕府の指示によりたくさんの人が
せっせと神奈川方面から石を運び（もちろん機械はありませんから人力
です）、
ひとつひとつ図面に基づいて積んでいったのです。その当時のお

来年平成２１
（２００９）年はハンガリ
ーと日本の国交樹立１４０周年と外交
関係回復５０周年に当たり、
「日・ドナ
ウ交流年」としてコンサートなどいろ
いろな記念文化行事が予定されてい
ます。日本でもサクランボが出回り
始める今の時期、ハンガリーを知る
第一歩としても、この美味しいフル
ーツスープをど
うぞお試しあれ！

レシピを教えてくださったセンドレ
イさんは以前コックとしてハンガリー
大使館に勤務されていたというご経
歴があり、
「本当に美味しいものは簡
単に作れます」と身振りを交えて、熱
心に教えてくださいました。このレシ
ピのコツは、
スパイスとレモンのエキ
スを抽出したエッセンチアにあるそ
うです。エッセンチアをサワーチェリ
ーに加えて煮ることで、サワーチェリ
ーの自然な美味しさが引き出され、
香りと味が深まり、小麦粉とサワーク
リームが加わることで、
まろやかなと
ろみと爽やかな酸味が出ます。栄養

て入れて、
もう一度煮立たせる。

サワークリーム

●●●

●●●

る。これを2回ほど繰り返して、小麦粉の
1リットル

今回の取材で三田のハンガリー大
使館を訪れたのは、
イースター（復活
祭、キリスト教の重要なお祝いの一
つで、今年は3月２３日）直後のこと。
イースターの期間、ハンガリーの家
庭では肉食を控えて、
このフルーツ
スープを食べることが多いそうです。

1

2
3 海岸
竹芝駅

19
線

（4人分）
【材 料】

●●●

オーストリアなど7カ国と国境を
接する中央ヨーロッパに位置するハ
ンガリーの人々のルーツはアジア系
騎馬民族で、面積は日本の4分の1。
アジアとヨーロッパの文化の融合で
育まれたハンガリーは温泉王国でも
あり、首都ブダペストは「ドナウの真
珠」と呼ばれています。

したら火を止める。

レモン（イチョウ切りに薄くスライスしたもの） 1/2個分

の喜びが伝わってくる躍動感に満ちた傑作である。

●●●

2〜3分煮る。スパイスとレモンの香りが

水

3月18日（火）
、芝公園福祉会館で芝地区合同囲碁大会が開催されました。当
日は、初心者から有段者までの囲碁愛好家16名が参加し、経験と実力に応じた
A、B、Cの3クラスに分かれてリーグ戦形式で優勝を争いました。今回参加され
た皆さんは、毎週火曜日に芝公園福祉会館で開かれている囲碁教室のメンバー
が中心で、
日ごろの研鑽の成果を発揮すべく白熱した戦いが繰り広げられました。
囲碁は中国を発祥地として4千年の歴史を誇り、その手数の変化は気の遠く
なるような天文学的な数字となることが知られています。老若男女を問わず誰
でも楽しむことができ、特に高齢者の
認知症予防に効果があると言われて
います。あなたも囲碁の魅力に触れ
てみませんか！

ハンガリーと言えば、
リストの「ハ
ンガリー狂詩曲」など音楽でおなじ
みですが、
意外と知られていないのが、
おいしいワインとフルーツ、パプリカ
やフォアグラなど豊かな自然に育ま
れた食の国でもあるということです。

【作り方】

サワーチェリー

芝地区合 同 囲 碁 大 会 開 催

ハンガリーの家庭では、
イチゴやリ
ンゴ、桃、ラズベリー、洋ナシ、プラム
など季節の果物を1種類から数種類
混ぜて作るそうです。リンゴや桃で
スープを作る時はサワークリームの
代わりにミルクを、
イチゴやラズベリ
ーの場合は生クリームなど他の乳製
品を代用しても構いません。冬には
果物のコンポート（砂糖煮）を代用し
て作ることもできるので、その場合は、
砂糖は控えめにしてください。

北

新橋児童館（新橋6-4-2）
では、毎年御成門小PTA・愛宕警察スクールサポー
ター・地域の方の協力を得て、
「安全マップ」の確認をしています。今年は2月20
日
（水）
に
「おなりもんあんぜんマップ」
を使って
『安全マップオリエンテーリング』
を行いました。
子ども19名と大人6名が3つのグループに分かれて、
「子ども110番」のシー
ルが貼ってある場所が子どもの目線になっているか、はがれていないかなどを
確認し、見やすい場所への変更をお願いしました。
『子ども大人会議』
では、児童館は子どもがのびのび遊べる大切な場所である、
などの意見交換をしました。
御成門小学校の保護者には「おなりもんあんぜんマップ」を配布しますので、
皆さんぜひ活用してください。

（ヒデグ・メッジュレヴェシュ）

●●●

東

『安全マップオリエンテ ーリング』と
『子ども大 人会議』 i n 新 橋 児 童 館

「御田国際音楽祭」が2月
28日（木）に東京インターナ
ショナルスクールで開催され
ました。芝地区からは、芝小
学校の金管バンド、東京イン
ターナショナルスクールの
「初
等部合唱団」が出演しました。
これまで長年にわたって御
田小学校で開催されてきた
御田音楽祭は、担当教員の退
職に伴い、廃止が決定されて
いました。しかし、せっかくの機会を何とか継続させたいとの想いから、東京イ
ンターナショナルスクールの呼びかけで新たに3年前から「御田国際音楽祭」
と
して復活しました。
地域交流の一助となり、音楽を通じて東京に住む世界各地の子どもたちの交
流の機会になればと、今後も東京インターナショナルスクールが主体となり音
楽祭を継続していきたいということでした。
音楽祭では音楽の発表のほか、国際交流の時間が設けられていて、子どもた
ちはそれぞれに渡されたパスポートカードと名付けられたものを用い、他校の
生徒と出身国の国旗が記されたシールの交換のゲームを行いました。

面ではカリウムを多く含むので、子ど
もからお年寄りまで、そして病人食と
しても最適です。

今回は「コールドチェリースープ」
という、果物が豊富なハンガリーの
家庭でよく作られる果物のスープを
ご紹介します。レシピは三田のハン
ガリー共和国大使館の2等書記官の
ティボル・センドレイさんと大使秘書
のカールマン・アンドレアさんから教
えていただきました。

ゆり
かも
め

ハンガリーの 果物のスープ

浜

横
須
賀
線

11 新橋児童館 6P
12 東京インターナショナルスクール 6P
13 芝公園福祉会館 6P
14 西新橋交差点 6P
15 新日本石油ビル 6P
16 日比谷セントラルビル前広場 6P
17 ハンガリー共和国大使館 7P
18 みなと図書館前（お台場の石垣石） 7P
19 竹芝桟橋・竹芝客船ターミナル 8P
20 愛宕警察署 8P
21 区立芝公園 8P
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伊豆諸島・小笠原諸島の魅力を紹介する

「東京愛らんどフェア
『島じまん2008』
」を
開催します。
●開催日時 ： 5月31日
（土）
〜6月1日
（日）10時〜18時
●場

所 ： 竹芝桟橋・竹芝客船ターミナル（海岸1-16-3） 入場無料

区役所のサービスや施設案内、
催し情報など、
お気軽に
お問い合わせください。

英語での
対応も
いたします。

年中無休／午前7時〜午後11時
ゴヨウ（は）ナーニ ミナト（コールです）

ふれあいライブステージ

島巡りスタンプラリー

太鼓や踊りなどの各島伝統芸能を披露

会場内のスタンプを集めると、抽選
で賞品をプレゼント

5月31日（土）TBSラジオ特別番組公開録音
6月1日（日）ウルトラマンメビウスショー

TEL 03-5472‐3710
FAX 03-5777-8752
Eメール：info@minato.call-center.jp

自然体験キッズコーナー
ふれあいマーケット

仮設の砂浜で貝殻拾い

各島の特産品や島の食材を使った
自慢の料理を販売

作品を募集します！

伝統工芸体験コーナー
椿染め、黄八丈しおり製作などの体験
など楽しいイベントが盛りだくさんです。

「島じまん2008」実行委員会事務局
TEL 03-5472-6546
http://www.islands-net.metro.tokyo.jp/

芝地区総合支所では、平成２１
（２００９）年
のカレンダーの作成を予定しています。皆
さんの心に残る場所、大切にしたいもの、昔
ながらの路地裏、思い出の場所、
これからも
残し続けたい芝地区の良いところ、季節を
感じる素敵な場所…本誌連載の芝地区「心
の風景」と併せて写真を募集します。
ご応募は氏名、住所（在勤、在学の方は所
在地も明記）、連絡先を明記の上、下記の芝
地区総合支所地区政策課まで、郵送でお申
し込みください。
本誌第3号の心の風景「小山湯」

※人物を特定できる写真はご遠慮ください。

警視庁犯罪被害者
ホットライン
被害者や家族の
相談窓口です。

9月6日（土）に区立芝公園において芝地区の地域のふれあい及び環境と平和をテーマに開催す
る「ふれ愛まつりだ、
芝地区！」の出店グループを募集します。
■対

■募
■費

象

次の条件をすべて満たすことが必要です。
①芝地区在住・在勤・在学者の団体・グループであること（構成員の７０％以上が芝地区かつ5人以上の団体・グループ）
②まつりのテーマに沿った出店ができること（フリーマーケットを目的とした出店はできません。）
③営利目的でないこと（営業のPRもできません。）
集 ３０団体・グループ（応募多数の場合抽選）
用 出店テントは無料（材料や装飾費などその他の費用は各自負担）

■そ の 他
■ 申し込み
■ 問い合わせ

参加団体・グループは実行委員として実行委員会に参加していただきます。
電話で下記へ申込書を請求のうえ、6月２０日（金）までにお申し込みください。
芝地区総合支所地区政策課 TEL 03-3578-3192

港区では、1人暮らしの高齢者や障害のある方々が、
緊急の際にも迅速に救命措置を受けることができる
よう、
「かかりつけ医」や「服薬」などに関する救急
医療情報を自宅の冷蔵庫で保管する『救急情報の

対象となる方
港区在住者で以下の方
（1）高齢者
（2）障害のある方
（3）健康上、不安を抱えている方

保管容器の申請・配布場所

救急時（１１９番出動）には、保管された情報を救
急隊が活用し、
「かかりつけ医」や「搬送先医療機
の安全・安心の確保を図ります。

迷わずに
勇気を出して
相談してください

《管轄区域》
東新橋、新橋、西新橋、海岸1丁目、浜松町、芝
大門、芝公園、愛宕、虎ノ門1丁目、虎ノ門2丁

TEL 03-3597-7830
FAX 03-3592-6840

匿名でも
OK

目（3番〜9番）、虎ノ門3丁目〜5丁目

秘密厳守

なお、虎ノ門2丁目（1、2番及び１０番）は赤坂

愛宕警察署

お気軽に

警察署の管轄区域になります。

6.15（日）
港区に夢を託して
この一票
芝地区地域情報誌の
配布について

★本誌の制作には以下の編集委員が参加しています。

活用支援事業』
（救急医療情報キット）を始めます。

関」と連携しながら迅速な救命措置を行い、区民

東京湾岸警察署の開署（20年3月31
日）に伴い、海岸1丁目全域が愛宕警
察署の管轄区域になりました。

港区長選挙

（ 救急医療情報キット ）を開始します
『救急情報の活用支援事業』
事業内容

愛宕警察署の
所 管 変 更 の お 知らせ

① 各地区総合支所くらし応援課保健福祉係
② 福祉会館・健康福祉館
③ 各地域包括支援センター（６５歳以上の方のみ）

●問い合わせ先 くらし応援課保健福祉係 電話 03-3578-3161

五十嵐朋美／岩崎秀顕／大澤佳枝／桑原庸嘉子／
小知和千佳子／小林真紀子／鈴木あかね／森明
★また今後の発行スケジュールは次の通りです。
H２０.8.２０発行（第8号）、H２０.１１.２０発行（第9号）、
H２１.2.２０発行（第１０号）

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、
地区内各施設にて配布しています。

所在地：〒１０５-８５１１ 東京都港区芝公園１丁目５番２５号（港区役所２階）

港区芝地 区 総 合 支 所 地 区 政 策 課

芝地区地域情報誌 平成20年5月20日 第7号

TEL：03-3578-3191
FAX：03-3578-3180
ホームページ：http://www.city.minato.tokyo.jp/sisyo/siba/

再生紙を使用しています

