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校舎の1階には、旧愛宕中学校（写真上）
と
旧北芝中学校（写真下）の模型が展示されています

文武両道の精神で

校舎外観

『港区立御成門中学校』

昭和44年（1969）
に旧愛宕中学校と旧北芝中学校

年生たちが、全校生徒に呼びかけを行い、中学校

女がそれぞれダンスの構成や振り付けを考え、それ

が合併し、西新橋3丁目に開校した御成門中学校は、

前や新橋駅前、神谷町駅前のほか卒業式会場など

を下級生たちに教え、みんなで練習を重ねました。

平成21年（2009）
に創立40周年を迎えました。平成7

で行った募金活動です。生徒の提案に親身になっ

本番では男子も女子も、息の合った見事なダンスを

年（1995）
に落成した現在の校舎は、6階建てで、地

て応援してくれた先生と、賛同したPTAや地域の方

披露しました。
「これは今後の新たな伝統となること

下1・2階にはプールと体育館を完備しています。2階

の協力があって行うことができました。

に上がると、6階まで続く、明るい吹き抜けが印象的

御成門中学校では、国語・数学・理科・英語の4
教科で少人数授業を行う、電子黒板を使用するな

緒に食べています。

ど、授業の工夫等により確かな学力の定着に力を注

今年3月、東日本

集まった募金1,212,665円は生徒の
代表が日本赤十字社に届けました

いでいます。その一方で、部活動もたいへん盛んで、

大震災募金活動

玄関に掲示されている各部活動の成績からは、生

『笑顔を届けようプ

徒たちの真剣に取り組む姿勢がうかがえます。また、

ロジェクト』
を全校生

今年度は日常生活の基本となる
「あいさつ」
「言葉遣

徒で行いました。こ

い」
「身だしなみ」
の3つのテーマを掲げ、全校で取り

れは、3月11日に卒

組みを行っています。どれも当たり前のことなのかもし

業遠足で訪れてい

れませんが、社会に旅立っていく子どもたちに、自信

た東京ディズニーラ

を持って進んでいけるよう、基本的マナーを身につけ

ンドで地震に遭い、

てほしいと思う先生たちの親心が感じられます。

現地で不安な一夜

今年6月に行われた運動会では、新たな種目とし

を過ごした当時の3

て
「男女対抗全校ダンス」
を行いました。3年生の男

3月11日の東日本大震災以降、私たちの身のまわり

今年の運動会での新種目
﹁男女対抗全校ダンス﹂︒
一生懸命がんばりました

です。給食は6階にあるランチルームで、全学年が一

でしょう」
と金谷毅校長先生。生徒たちのがんばりは、
きっと次代に受け継がれることでしょう。
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御成門中学校
西新橋3-25-30
TEL 03-3436-3568

境にとって重 要 な 課 題に

この循環は電気を水素に変えることができ、電気の

なっています。例えば石油

弱みである、
「貯蔵が難しい、長距離輸送によるロス

を燃やすとCO2 が出ます

が大きい」
といった点を解決します。燃料電池自動車

が、水素を燃やすと酸素と

も実用化されており、平成27年（2015）
からいよいよ

結びついて水になります。

市場で量産販売されることになっています。排出され

②無尽蔵にあること

るのは少量の水だけという車は魅力的ですね。自動車

水素はふだんの生活であまり実感がありませんが、

だけでなく各家庭に燃料電池を設置して、パイプライ

にどんなエネルギーがあるのか、関心が高まっている

例えば水（H2O）の中にも含まれ、そのほか化合物と

ように感じます。

して地球上に大量に存在しています。

都市「北九州水素タウン」の実証試験も今年1月から

③パワーが大きいこと

始まっています。

CO2を出さず、原料が限りなくあり、その上パワーが大
きいエネルギーがあったら良いと思いませんか？ この条

ガソリンと比べると、水素の単位重量あたりの発熱

ンを通じて直接水素を供給する仕組みを持つモデル

岩谷産業株式会社では、日本の未来を背負う子ど

件を満たしている
「水素エネルギー」を昭和16年（1941）

量は、約2.7倍といわれています。このため種子島宇

もたちにも水素エネルギーについて知ってほしいと、

から研究し、実証してきた会社が芝地区にあります。

宙センターから打ち上げられた宇宙ロケットの燃料に

小学校を廻って啓発活動をしているということでした。

日比谷通りに面して芝郵便局と並んで建つビルを
見上げると、赤く
「 Iwatani 」
と書いた看板が見えま
す。平成9年（1997）からここに東京本社を移した岩
谷産業株式会社は、卓上カセットこんろのメーカーと
いうとご存じの方も多いかもしれません。
い わ たにな おじ

創業者 岩谷直治氏が、それまで空気中に放出され
ていた、工場で副次的に発生する
「水素」
に注目した

も使われました。

水素と電気の関係を見てみましょう

い「再生可能エネルギー」の研究・実用化は、これから

水に電気を流すと水素と酸素が得られます。この性

も一層進化していってほしいと願っています。

質を利用して、逆に水素と空気中の酸素を反応させ
て電気を作りだす装置があります。これが下図の「燃
料電池」
になります。

のが、水素エネルギーへの取り組みの始まりでした。

水素エネルギーが注目される理由は？

〔文 ■ 伊藤 泰子〕
●参考資料：
「水素エネルギーハンドブック」第2版
「岩谷産業㈱会社案内」
（編集発行／岩谷産業株式会社 広報・社会関連部）

info

①クリーンであること
温暖化を加速させるCO2を出さないことは地球環

燃やせばなくなってしまう石油や石炭に対して、循
環して使うことができ、しかも廃棄物の処理に困らな

図：岩谷産業株式会社 広報・社会関連部提供

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！
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岩谷産業株式会社 東京本社
西新橋3-21-8
TEL 03-5405-5711
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日本人の心を
育んだ茶文化

芝 の
食 文 化

平安時代初期に最澄ら遣唐使たちが持ち帰った
お茶の種は、その後日本独自の茶文化を育て、現
在に伝承されています。長い間喫茶の風習は特権

おいしい
煎茶の淹れ方

階 級 の たしな みとされてきました が、元 文3年
ながたにそうえん

西新橋3丁目に国内で50％のシェアを持つ消防車メーカーのオフィスがあるのをご存
じですか。今回はその消防車メーカー、株式会社モリタをご紹介します。道路から見え

緑茶にはカテキンや

（1738）に京都宇治の永谷宗円が、そのような権

タンニン、テアニン、ビタミン類といった体にいい

力社会に反抗するように蒸し製煎茶の製法を作り

成分がたくさん含まれていて、昔から薬用として

上げると、やがて全国に広がり、庶民も飲めるよ

の効能が認められています。

うになりました。以後、茶栽培も全国各地でされ

ペットボトルでは決して味わえない香りやまろ

るようになり、その土地ならではの味わいを出す

やかなコク、甘み、独特の渋みは、茶葉を急須で

ようになりました。

淹れたお茶を飲んでこそ実感でき、日本の茶文化

大正時代になると、茶生産が機械化され、一般
家庭でも日常的に飲まれるようになります。
「これからはみんながお茶を飲む時代が来る。
これはビジネスチャンスだ」
と先見の明があった茶
あおのとめぞう

師・青野留蔵氏は、茶処の静岡から上京し、大正7

えていきました。
昭和32年（1957）からは、小売を行う1店舗に
絞り、平成15年（2003）には西新橋3丁目へ移転、
現在は3代目となる青野恵子さんが切り盛りして
います。扱うお茶は静岡の菊川茶がメインですが、
お客さんの要望により他産地のお茶も取り揃え、
ブレンドもしています。
い

「急須で淹れたお茶のおいしさをもっと大勢の
人たち、特に若い人たちに知ってほしい」
との思い
から、恵子さんは日本茶インストラクターの資格
を取得し、ブログ「あおちゃんのお茶ばなし」や、

はしご車の大きなモノクロ写真があり、目を引きます
（写真）。
駿河屋青野茶園は煎茶のほか、抹茶
にも力を入れ、色々な抹茶と茶器・
道具類が取り揃えられている

のすばらしさをつくづく感じます。

1 ミネラルウォーターまたはカルキ臭のない水道
水を沸騰させる。

2 人数分の湯のみに8分目ほど 1 を入れ、湯のみ
を温めると同時に湯の温度を少し下げる。
（湯

年（1918）に愛宕下通りで
『駿河屋青野茶園』を開
店しました。やがて時代の波に乗り、店舗数も増

るオフィスの入口の壁には、昭和初期に製造された日本初の高性能消防ポンプ車と木製

冷まし器を使ってもよい）

戸〜京都宇治間を往来する茶壷道中は、慶長 18 年
ごろから始まりましたが、これが制度化された
（1613）
（1633）
です。
のが寛永10年
お も の ちゃし

3 小さめの急須に1人あたり約小さじ1の茶葉を
人数分入れる。

4

江戸幕府御用達の宇治の新茶を献上するため、江

御物茶師（将軍家で御用をつかさどった宇治の茶
師）
に任命された上林家が厳選した茶葉を壷に納め、
茶道頭と茶坊主を筆頭にした550名ほどの一行は、権

2 の湯を 3 の急須

勢を振るい、まるで大名行列のようで、沿道では諸大

に注ぎ、30秒ぐら

名以下、一般庶民も土下座してその一行をお通しす

い待つ。

るという格式の高いものでした。

5 湯のみに少しずつ

はじめ往路は東海道を行き、復路は中山道を通って

回し注ぎ、最 後 の

いましたが、元禄3年（1690）からは道中奉行の高木

1滴まで注ぎ切る。
3回までは 淹 れ ら

伊勢守が、帰りも東海道を通るようおふれを出し、そ

れる。

（1866）
まで続きます。
の後慶応2年

沸騰した湯を湯
のみ茶碗に均等
に回し入れる

この道中の芝地区内の通り道を調べたところ、品川
宿〜高輪大木戸〜元札の辻（札の辻）〜三田春日神社

仲間とイベント、セミナーや茶の湯教室などを開い

いうこと。はしごの部分をあらかじめ弓なりに
仕上げておいて、荷重が掛かった状態でまっ

し、創業者森田正作氏の
「一人でも多くのいのちを

すぐになるように職人の手で調整されます。

救いたい」
という理念に基づき、消防に関するあらゆ

17階建てのビル、地上50mまで届くはしご車も、

る分野で躍進を続けてきた企業です。西新橋にある

最後は人の手により生み出されるのです。

現在の東京本社（当時は東京出張所）
は大正10年
（1921）
に開設され、90年の歴史があります。

消防に関する様々な技術開発の一つに泡
による消火があります。消火水量を極限まで

火事が起きると、火事場近くの家屋を壊して延焼

減らし、空気90％、水9.9％、消火薬剤0.1％

を防いでいた時代から、ポンプで水を飛ばして火を

という泡消火剤が実際に使われています。こ

消すという技術へと変わり、そのポンプの運搬方法も

れは環境への配慮だけでなく、水圧を下げ軽量化

人力から馬車そしてエンジンに、より多くの水をより速

することで、消防士への負担も少なくて済むそうです。

くより遠くへ運べるように開発が進められました。当時

他にも、消防車と救急車が一体化した
「消救車」
も

ポンプは300kgもあり、人力では限界があったからで

開発しています。また、古い消火器を回収し、これま

す。消防士の安全も考え、できるだけ遠くから消火

で廃棄していた薬剤で肥料原料を作り、米作りにも

活動ができるようにするためのポンプ車であり、はし

活用しています。さらに環境に配慮したごみのリサイ

ご車でもありました。

クル事業も積極的に展開するなど、西新橋のオフィ

昭和8年（1933）
には日本初の木製はしご付消防自

スから国境を越えてグローバルに飛躍し、世界の災

動車が誕生しました。はしごの部分の製造で驚くこと

害に対しても一人でも多くのいのちを救うため、研究・

は、一番最後の工程は今でも人の手による調整だと

開発を続けています。
今回の東日本大震災においては、全国消防長会

前〜赤羽橋〜西久保（神谷町）〜虎御門（虎ノ門）〜外桜

て、日本茶文化を守り、普及活動を行っています。

が行った被災地消防本部への消防車両等の無償

店主の青野恵子さんがお客さんの要望に応じ
て︑お茶を淹れながら説明をしてくださる

田御門〜江戸城の富士見櫓で保存というルートでした。

譲渡の一環として、消防車両整備の支援を行ってき
たそうです。人の手により救われる、人と技術といの

（上記のルートは、鳥取県立博物館の学芸員 大嶋陽一氏の
ご教示による）

ちの繋がりを再認識し、負けない日本の底力を見て

●取材協力：港区立港郷土資料館

誇らしく想った一日でした。
〔文 ■ 千葉 みな子／写真 ■ 町田 明夫〕
深い緑色した
淹れたての深蒸し茶は
目を満たし、
のどを心地よく
潤してくれます

※お茶は酸化が早いので、すぐに飲み干しましょう。

多彩なチリの楽しみ方

チリ共和国大使館
訪問記

info
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駿河屋青野茶園
西新橋3-11-7
TEL 03-5405-2160

きるワイナリーツアーは人気だそうです。

南米大陸にあるチリ共和国は、首都サンティアゴから
西の太平洋方向に進むと視界にビーチが拡がり、海岸
線を北上すると国会のあるバルパライソの街並みが見
渡せます。首都機能が集まるサンティアゴからバルパラ
イソまで車で約1時間30分ほどかかりますが、国会議員
の方々はこの移動に慣れているのだそう。海港都市バ

今回は、赤羽橋にあるチリ共和国大使館を訪問し
ました。大使館のあるビルには、パンダマークでお
なじみのWWF（世界自然保護基金）
もあり、国際的
な雰囲気です。
今回お話をしてくださったのは、三等書記官のモ
ニカ・ブラボさん。チリの外務省では赴任国の希望

和国大統領に就任したセバスティアン・ピニェラ氏は、

れられたのですか？ とお聞きすると、やはり当初は各界

筆頭であったのが日本。

ラー。ちなみに電車を使って縦断すると、丸1日かかる

ご夫妻で東京ライフを

そうです。あのモアイ像で有名なイースター島もチリに

満喫されています。

属します。温暖な北部にはアタカマ砂漠が拡がり、南部

ともあれ両国に感情的絆が生まれたのは好ましいこ
とですね。気さくでオープン、表現力豊かなチリの国民

8月から10月にかけては、地下約700mの避難所に

に至ったそうです。
「チリの奇跡」
と呼ばれる南米屈指の

性を正に体現されていらっしゃるブラボ三等書記官とお

閉じ込められた作業員33人全員が救出されたコピアポ

高い経済成長には、このような経緯があったのですね。

南米初の快挙

ペルー

大統領として、また南米初の女性防衛大臣としても知

います。その柱となるのが自由貿易協定で、TPP（環太
平洋戦略的経済連携協定）
をはじめ、APECにも加盟し
ています。APECはアジア各国内の協定という印象が
強いですが、確かにPは太平洋（Paciﬁc）を意味します。

ボリビア

られています。現在は国連を舞台に活躍されているそ
うです。しかし、世界の多くの国々と同じく、チリでも

ブラジル

パラグアイ

男女格差は存在し、女性の国会議員の数などは男性に
遠く及ばないとのことです。
サンティアゴ

アルゼンチン
ウルグアイ

チリ共 和 国

日本との感情的絆（Emotional Bond）
2010年のチリ地震から、わずか1年後に起こった東

昨年度（2010）は、チリにとって象徴的な年だったよ
うです。宗主国スペインからの独立200周年を迎えた

当然チリも広大な太平洋に、その長い国土を接してい

日本大震災。日本と同じ地震国であるチリの人々は、大

されている印象を受けました。

チリ共和国。国会は独立後1年目にして開設されたので、

ます。米国やカナダ、日本、EUなど多くの国々と、貿易

地震を経験した日本に対し大きなエールを送っていま

同じく200年近い歴史があります。

協定を結んでいるそうです。チリでは自由貿易を国家

す。
「私たちチリ人は、今の日本人の気持ちが分かる」
、

戦略として位置づけている、とブラボ三等書記官は話

とブラボ三等書記官はおっしゃっていました。揺れを感

昨年の2月でした。この地震では30mもの津波に襲わ

されていました。輸入品に対する関税がゼロであること

じたら、我々日本人はまず机の下に潜るよう訓練されて

を果たし、日本にも数多く輸出しています。首都サン

れた地域もあったようです。日本の地震学者らが現地

に恐れはないそうです。経済政策に一貫性があるなら

います、と言うと、チリでも同じだそうです。3月11日

ティアゴの南が主な栽培地域です。醸造所に宿泊もで

に飛び調査にあたりました。地震12日後の3月11日、共

外国からの投資に対して売り込みやすく安全性も高い、

のあの日、東京にいらしたブラボさんは、外に逃げ出す

03-5472-3710

〔文 ■ 小知和 千佳子〕

バチェレ氏でした。バチェレ前大統領は、チリ初の女性

め鮭、木材パルプなどの輸出によって高成長を続けて

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

話しした1時間は、瞬く間に過ぎ去りました。有意義な
ひと時をありがとうございました。

現ピニェラ大統領の前任者は、女性大統領ミシェル・

伺っていて、この国ならではのドキドキがたくさん用意

インでおなじみでしょうか？ 数々の国際コンクール受賞

て慣れているのですね。

から反発もあったようです。しかし、外国に市場が開け

います。銅は世界第1位の産出量を誇り、ワインをはじ

そして記憶に新しいチリ地震（M8.8）が起きたのも、

動を取ったそうです。我々日本人と同じく、地震に対し

ることは国家に多くの利益をもたらすということで合意

は南極に近く、氷河クルーズなども楽しめます。お話を

方・ヨーロッパ以外で生産されるワイン）の代表・チリワ

際、寒いだろうとコートを持参するほど、落ち着いた行

東京都庁・防災センターも視察されました。

チリと言えば自由貿易を推進してきたことで知られて

2010年：独立200周年記念

にて〕。
屈折はしご付消防車〔10月2日開催 港区総合防災訓練（芝会場）
はしご車の注目すべき点は、いかに
「中途半端な高さ」
に対応できるか
だという

APEC（アジア太平洋経済協力）会議の際に来日され、

真ん中にある首都近辺だけで、これだけ多彩な魅力が

トーレス・デル・パイネ国立公園（写真提供：チリ共和国大使館）

ともおっしゃっていました。

す。ピニェラ大統領は昨年11月に横浜で開催された

チリの奇跡

新幹線のような高速鉄道が開通していないチリでは、

株式会社モリタホールディングス 東京本社
西新橋3-25-31
TEL 03-5777-5088

多国間との自由貿易協定は、すんなり国民に受け入

ゾートが整備されています。南北に細長いチリの、ほぼ
凝縮されているのですね。

i

津 由理香〕

就任式のときに大規模な余震に見舞われたのだそうで

き渡っているカトリック信仰の深さも垣間見られました。

東に目を転じると、6,000m級の山が連なり、スキーリ

家族で南北を縦断するドライブ旅行がやはり最もポピュ
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info
最後に頼れるのは人間の感性。はしごの弓なりの調整は、熟練の職人た
ちの手によって行われる
（
『MORITAの最新消防車』モーターマガジン社刊 54ページより）

下にいた作業員が聖書を所望するなど、国民に広く行

文化遺産」
に登録された由緒ある都市です。さて首都の

を出せるそうですが、ブラボさんの希望赴任国の

三等書記官の
モニカ・ブラボ
さん

〔文 ■

鉱山落盤事故も記憶に新しいところです。このとき、地

ルパライソは、2003年にその歴史ある街並みが「世界

ワイン好きの方にはニューワールドワイン（地中海地

2

株式会社モリタは明治40年（1907）
に大阪市で創
業、日本初のガソリンエンジン付消防ポンプ車を開発

年中無休 午前7時〜午後11時

トーレス・デル・パイネ
国立公園

info

i

チリ共和国大使館
芝3-1-14 日本生命赤羽橋ビル8階
TEL 03-3452-7561
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3

は、芝愛宕町（現新橋）
から始まりました。

世紀にフランスで額縁芸術とし

日本でいちばん最初に
「西洋額縁」を

て花開きました。フランスの額縁

いそがや

製造販売したのは、
「磯谷商店」の初代

は、オランダやスペインにも影響

長 尾 建 吉 氏（1860〜1938）です。静 岡

を及ぼしました。額縁の様式はル

の刀の研ぎ師の三男に生まれ、日本橋

ネ サン ス 様 式、ル イ13世 様 式、

の骨董商の店員だった建吉氏は、明治

アンピール16世様式、スペイン

11年（1878）パリ万国博覧会出展のた

様式等々多種多様です。2代目長

め、松方正義の随員として渡仏。そこで

尾一平氏と岸田劉生により作り

知り合った洋画家山本芳翠の勧めで西

上げられた「劉生縁」は、外縁に細かな

きし だりゅうせ い

や まもと ほうす い

注文を受ける際、見本と
して 展 示して いた額 縁
（上）とネ ー ム プレ ート
（右）

洋額縁を研究し、明治25年（1892）芝愛

切れ込みを入れ、一見シンプルですが、

宕町にて洋画専門の額縁製造を始めま

かなり高度な技術を要するものでした。

した。山本芳翠だけでなく、
「近代洋画

現在の磯谷商店で見せていただいた

健一氏の長女

「角菊」は、アカンサスの葉をあしらった

上林喜美子さん

くろだ せ い き

の父」
と言われる黒田清輝の額縁なども
数多く手掛けました。

かどきく

飾りを四隅に配した仕様です。飾りを木

は、磯谷商店で

磯谷商店の額縁製造は3代続き、3代

枠の角に固着させたあと、膠で溶いた

制作した歴代の

目長 尾 健 一 氏（1919〜1997）は、安 井

胡粉を数回重ね塗りし、サンドペーパー

額縁の資料収

曾太郎、中川一政等の額縁を中心に衆

等で表面をなめらかにして、金箔を貼り

集・整 理 をさ れ

議院、港区役所、相撲博物館等各所に

額縁に表情を与えていきます。納得の

ています。健一

額縁を納め、美術専門誌、港区伝統工

いく仕上がりまで、1年以上かかるもの

氏 の 工 房 の 下 の 階 に あ る「い そ が や

芸記録ビデオ
（1995年製作）で、その技

もあったそうです。

イー・スペース」は、展覧会等に利用され

術が紹介されています。

にかわ

ごふん

額縁は絵画との調和が大切であり、

西洋額縁の起源は、ギリシャ・ローマ

それには画家と額縁職人との信頼関係

山本芳翠『風景』
と長尾建吉による額縁
（磯谷商店蔵、西宮市大谷記念美術館協力）

る多目的スペースとなっており、年5回
ほど企画展も行っています。

が大切であると、長尾

芸術の秋本番！今年は絵画鑑賞のほ

健 一 氏 は 常 々 おっ

かに、額縁にも関心を向け鑑賞をされ

しゃっていたそうです。

てはいかがでしょうか？

現在、磯谷商店は西

〔文・写真 ■ 菊池 弓可〕

新 橋 の 交 差 点からほ
ど近いところにありま
すが、額縁製造は行わ
れていません。しかし、

info

i

左の額縁のアップ。見事な装飾
文様が見られます

四季折々の美しさや着る人の奥ゆかしさを引
き立たせてくれる日本の伝統文化、着物。少し前
まで日常着として身近な存在でしたが、今では

文化
の秋

かしさや色の美しさに「やっぱり着物っていい
な」と思わず見とれてしまいます。今年で創業
180年になる虎ノ門の丁子屋呉服店。日本舞踊

え、両替商としても業績を上げ、彦根藩の御用

や歌舞伎の立ち廻りのお稽古を通して着物の所

達にもなりました。井伊直弼が大老として活躍し

作を身につけること、そして着物の魅力を5代目

ていた時代に彦根藩から賜った品々だけでも何

店主、𠮷井恭子さんにお伺いしました。

百点とあり、滋賀県の吟右衛門の屋敷を公開し

近江から江戸へ、丁子屋の歴史
こばやし

丁子屋の歴史は天保2年（1831）
に2代目小林

ぎ ん え も ん

ほりどめ

いいなおすけ

た近江商人郷土館に保存、展示しています。吟
こ ば やしと み えも ん

右衛門の叔父、小林富右衛門が𠮷井さんの直接
のご先祖にあたります。

吟右衛門が日本橋堀留町に呉服・太物店（綿や麻

虎ノ門の地に店を構えて109年になりますが、

の織物を扱う店）
を開き、屋号を丁子屋としたの

吟右衛門が丁子屋の屋号で商売を始めてから

が始まりです。その後、京都や大阪にもお店を構

ちょうど180年となり、丁子屋では今年9月に創
業祭「百八十年記念大あうとれっと市」
を開
催しました。吟右衛門のご子孫は今でも日
本橋の呉服問屋、アパレルやホテルなどを
営み全国で活躍されています。

着物をもっと身近に
丁子屋さんが得意とするのは江戸小紋
に、帯を変えることによって様々な着こな
しを楽しむもの。帯や帯締めを組み合わせ
ると何通りもの粋でモダンな表情を作り出
すことができます。バラエティ豊かな着こ
なしができるようになると、洋服より高価
店主の𠮷井さんは笑顔が似合う気さくな人柄。
毎月10日は
「懐古布市（リサイクル市）」
、20日には
「あうとれっと市」
が開かれます

4
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というわけではないと言います。
「帯は従来の絹の物でもいいですが、気

行けども行けども追求できる

なってしまいました。しかし着物を目にすると懐

ちょうじ や

磯谷商店
西新橋1-4-12 新第一ビル7・8F
TEL 03-3591-8797

〝着物〟
の世界

利便性を優先して洋服が普段着として主流と

『別冊太陽 豪商百人』
（平凡社 1976年）の中
でも紹介される小林吟
右衛門。近江商人の活
躍ぶりがうかがえる

参考：
「嶽陽 長尾建吉」長尾一平編纂（私家版）
「画家と額縁」西宮市大谷記念美術館
「港区伝統工芸記録ビデオ」

に入った布なら何でも中に芯を入れれば帯にな

も季節を感じられると心が和むものです。
「好き

ります。インドのサリーで帯を作った方もいらっ

な色は似合う色ですから自信を持って身につけ

しゃいます」
と、𠮷井さん。丁子屋さんでは手拭

てください」
と励ましのお言葉をいただきました。

いを6枚つなぎ合わせて一本分の帯に仕立てる
という、新しい帯を提案しています。
また、派手になってしまった着物や羽織を帯に

慣れ親しんできたのに遠い存在になってしまっ
た着物の良さを、もう一度再発見するためにも、
たんす

箪笥に眠っている着物がある人は、袖を通して

仕立てることもできるので、着物は何度でもリサ

みませんか。お母さんやおばあちゃんの着物が

イクルできる優れものだそうです。

似合うようになっているかもしれません。新たな

丁子屋さんで学べるお稽古
はなやぎ

着付けのほかにも日本舞踊（花柳流と立花流）
た て

使い道を発見できれば、新鮮さを失うこともあり
ません。そしてその発見が何度でも繰り返され
ることが着物の魅力でもあるようです。

や歌舞伎の立ち廻り
（殺陣）
、長唄・三味線の芸事

運動
の秋

朝のランニングは、一日の始まりから代謝を
整え、その日の消費カロリーが上がります。逆
に、夜のランニングは、そのあとすぐに眠るた
め、筋組成が促されるそうです。

ランニング＆ウォーキングをしながら
芝地区のお気に入りスポットを見つけてみませんか♪

額縁の原型が形作られ、17〜18

芸術︑
文化︑

れています。その後、イタリアで

す。その洋画用額縁製造の日本第一号

そして

額縁鑑賞のすすめ

るとき、かならず目にするのが
「額縁」で

運動の秋

の秋

時代の建築の装飾文様だと言わ

さわやかなこの季節は︑芸術︑文化に触れ︑運動
で汗 を流しても 気 持 ちのよい季 節です︒ここで
はそんな秋にふさわしい話題を集めてみました︒

芸術

美術館やギャラリーで絵画を鑑賞す

芝地区には東京タワーやグリーンヒルズな
どのランドマークも豊富で、魅力あるランニン
グ＆ウォーキングコースがたくさんあります。
芝丸山古墳、増上寺、旧新橋停車場跡など
の歴史を訪ねるコース、緑と自然の豊かな芝
公園や芝恩賜公園など公園を巡るコースなど。
今回はランニングをしながら、芝公園周辺の
寺社を巡るコースをご紹介します。

コ ー ス 紹 介

1

スタートは草花がきれいな「区立芝公
園」。ここで準備運動をしておきましょう。

はじめに公園に隣接する
「芝東照宮」へ。ここは
徳川家康を祀る神社で、家康が還暦を機に建立、
自ら命じてつくらせたという等身大の「木造徳
川家康坐像」
があります。本殿の右手には、3代
将 軍 徳 川 家 光 が 植 え たと い わ れ る 高 さ 約
25.5m、樹齢300年余りの大イチョウがありま
す。東京都天然記念物にも指定されています。

区立芝公園からスタート

2

区立芝公園前の日比谷通り沿いを御成
きゅうだいとくいんれいびょうそうもん

門方面へ進み、
「旧台徳院霊廟惣門」へ。

2代将軍徳川秀忠の霊廟の入口に建てられた表門で、寛永9年（1632）
に造営されましたが、その
多くを東京大空襲で焼失した中、この惣門は難を逃れました。仁王像（もとは埼玉県の西福寺に
安置）
とともに、今でもこの地にその姿を残しています。

3

さらに進むと、浄土宗の大本山「増上寺」へ。慶長3年（1598）、徳川家康により、現在の千
代田区平河町あたりから現在地に移転された徳川家の菩提寺で、境内にある
「徳川将軍家

きょうぬい

5

室に参加してもらうことで、高いといわれる呉服

か。ここで今回のコースは終了。

■ ■ ■

験が誰でも一度はあるかと思います。洋服のと
きより人からほめられる機会が増えて、多くの人

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

線（桜田通り）
を進むと、三田商店街沿い右手に、鳥居と2体

（所要時間：寺社に寄りながらランニングで約20分、ウォーキングで約50分）

着物を着ると、意外に評判が良かったという経

やってきます。1月は梅、2月から桜。忙しい中で

その後、東京タワーを背に慶應義塾大学に向かい、国道1号

朱色の柱の社殿が現れます。昔はこの高台から富士山も見えたと

まずは家にあるものを着てみる

これからお正月など着物を着る絶好の機会が

東京タワーへ向かう坂を上らずに、左に曲がって直進すると、

の狛犬が正面に立つ「春日神社」
があります。石段を上ると、白壁に

屋の敷居を低くしたいという思いもあります。

いらっしゃるとのことです。

増上寺を抜け、左に曲がって進むと、東京タワーが目の前に。

稲荷神社」
があります。

けれど、どうしたらいいのかわからない人にも教

になって、みるみるキレイになるご年配の女性も

など一年中訪れる人が絶えません。

伏見三寶稲荷神社

がわかるよう工夫されています。着物に触れたい

の目に触れることにもなります。着物を着るよう

春には桜が咲き、七夕や薪能（夏の夜、能舞台の周囲にかがり火を
たいて能が演じられます。今年度は中止でした）、七五三、お正月

赤羽橋の交差点に着きます。赤羽橋を渡るとすぐ左手に
「伏見三寶

です。また、和裁や伝統工芸の京繍の教室もあり、
それぞれのお稽古事から着物をより理解し、良さ

たきぎのう

さんぽう

手拭いは工夫次第で使い方
はバリエーション豊かに。眺
めるだけでも楽しい

しい姿勢や身のこなしができるようになるそう

ごう

2011年NHK大河ドラマのヒロイン
「お江」のお墓もここにあります。

4

〔文・写真 ■ 作田 宗子〕

の教室も開催しています。立ち居振る舞いの一
つ一つが普段のしぐさに反映されると、自然と美

霊廟」には、6人の歴代将軍とその妻たちが埋葬されています。

このあとは、スタートした芝公園に戻って、ストレッチ運動をするも
築27年の丁子屋ビル。1階部分は呉服屋らしいたたずまい

info

i

します！ TEL

丁子屋呉服店
虎ノ門1-19-5
TEL 03-3591-0529

03-5472-3710

よし、もう1回同じコースをランニングするもよし、田町駅方面に向
かってお店で休憩するもよし、いろいろな楽しみ方ができそうですね。
出社前・アフター５や週末などに、気分を変えて楽しめるお気に
入りのコースを見つけてみませんか。
春日神社に到着（撮影：早川由紀）

年中無休 午前7時〜午後11時

〔文 ■ 早川 由紀〕
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3 2 に合いびき肉を加え、軽く火を通す。
4 3 に水、ローリエ、おろし生姜、みじん切りにした
にんにくを加え、あくを取りながら、弱火〜中火で

20分ほど煮込む。
5 いったん火を止め、カレールーを割り入れてよく溶
かし、一味唐辛子とマーガリンを加える。再び弱火
でとろみが出るまで煮込む。

6 最後にガラムマサラを振り入れ、全体に混ぜたら出
来上がり。

Café Deux（カフェ・ドゥー）
新橋3-16-3
港区立生涯学習センター（ばるーん）1階
TEL 03-3431-1609

info

i

●営業時間：平日 8時30分〜17時
第3土曜日 10時〜16時
●定 休 日：第3月曜日、土・日曜日（第3土曜日除く）、
祝日、年末年始

苗 の選び方

芝次郎の

虫食い穴や害虫がついていないかを
確認し、しっかりとした本葉が3枚程度つ

いていて、茎が太いものを選びます（品
種の確認を忘れずに）
。

苗 の植え付け
今回は育てて楽しい、食べておいしい
「イチゴ」の育て方です。失敗しない栽
培のポイントをしっかりとおさえて、収
穫を目指し挑戦してみましょう！

コンテナに鉢底石を敷き、元肥の入っ
た野菜用培養土を入れます。苗の向きを
そろえ、根鉢を崩さないように浅く植え
ます。それぞれの株の間隔は20〜30cm
開けます。植え付けが終わったら、たっぷ
り水をやり、日なたに置きます。

イチゴの品種はたいへん多く、次々と新しい品種が生まれています。

※深植えに要注意！
葉の付け根の成長
点（クラウン）が少し
見える程度の「浅植
え」に！

果実をつける）の品種のものを選びましょう。花が咲いて1か月もする

1

コンテナは日当たりのよい戸外に置きます。

と、実が赤くなり食べ頃になります。丹精込めて育てれば収穫時には

2

土を乾燥させないようにするために水をたっぷ
りやります。特に、植え付け直後は根付くまで
しっかり水やりをします。

とれたての味と香りを楽しむ
ことができるでしょう。

3

4

昆虫が少ない街なかで育てる時は人工受粉を

しばのいえ にっき

の家。これからも子どもから高齢者まで

三田駅

20
20

三田駅
田町駅

19

道本
東海

山
線・

線
北

東

手

京
線・

浜

を合併して新たに新門前町としました。その後、古川
を境に南北に分け、北を北新門前町と名付けて麻布区
に、また南を新門前町と称して芝区に編入されました。

【新門前河岸】

しん

芝新門前町の北西部、新
ぼりばし
堀 橋 か ら 中 之 橋までの
古川岸にある両岸の名称です。明治11年（1878）
、新
門前河岸と称するようになりました。河岸地に人が住
むようになって一町なみとなったのは他の河岸地同様、
明治以後と思われます。

ゆり
かも
め

＊由来板が設置されている場所を上記「芝地区MAP」
に記しました。由来板を巡る
「芝ウォーキング」
にご活
用ください
（ 3 、7 、10 は未設置です）
。

はん し ま づ あ わ じ の か み

かいばらはん お だ い ず も の か み

藩島津淡路守、柏原藩織田出雲守の三藩邸を合併して
新たに三田綱町と名付けられました。町名は、そのむ
みなもとのよりみつ
かし、この地が三田村の田園の一部であり、源頼光四
わたなべのつな
天王の一人渡辺綱の出生地と伝承されていることに由
つな
来します。現在もオーストラリア大使館敷地内に「綱の
うぶ ゆ
産湯」
といわれる井戸が残っています。

【三田綱町】

めい れき

ろう そ く

明 暦4年（1658）、蝋 燭
をその代表的名産とする
しもやしき
会津藩の下屋敷となりました。その後、しだいに諸大名
まつだいらひごのかみ
さ ど わ ら
の別邸地となり、明治5年、会津藩松平肥後守、佐土原

info
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今回紹介した旧町名由来板が設置されている

三田小山町児童遊園
三田1-5-16

た

なことをしたいか等、スタッフのみならず

り組んでいます。テーマは「人が集まる場

ミニ茶会では、近所の人がお茶を点てて

近所の皆さんも参加して、その想いを共有

所」。毎日のように2時間の道のりをお弁

くださって、お作法を少し教えてもらうこ

する時間を持つことができました。

当を持ってやってきます。芝の家のモノや

とができたり、実際にお茶を点てる体験も

町会の屋台や老人会の綿あめ、子ども

出来事を詳細にスケッチしたノートや、芝

できたりします。お抹茶は大人だけでなく、

から大人まで参加できるベーゴマ大会など、

の家の日常をレポートしたイラスト入り新

子どもたちにも人気で、薄めに作ってもら

毎回恒例のプログラムも健在です。本番は、

聞「たばたば通信」の出来映えは見事で、

っておかわりをする幼児もいれば、お茶の

秋も深まる10月23日（日）に決定！ 今日

芝の家に集まる皆さんから評判です。

点て方を教えてもらう小学生の姿も。教え

人からのコメントが新鮮で励みになる」
との

と思います。今回もそんな交流の中から、

出会いがあるのか、とてもワクワク楽しみ

こと。厳しい意見があったとしても「良い感

書遊びでは、今の気持ちやお気に入り

芝の家ならではの出来事を紹介します。

です。関わってくれる皆さん一人ひとりの

想ばかりの中で、新鮮。今後その点は、気を

の言葉、漢字、絵などを自由に書き表して

持ち味が、このまつりの持ち味になってい

つけます！」
と常に前向きです。たばちゃん、

いきます。筆と墨で表現することに懐かし

きます。

いい卒業制作を完成させてくださいね！

さを覚える人、新鮮さを感じる人など、人

「いろ は に ほ

の 芝 の 家 で、
へっと芝まつ
り」の 第 1 回
実行委員会が

みなとコール がお答え

慶應義塾大学

芝

り」
という要素が加わります。今年はどんな

受粉具でおしべとめしべを優し
くなでます。

区役所のサービスや施設・催しの案内は

13

本人いわく、
「美術を専門とする人以外の

夏休み明け

病気を防ぐためにこまめに古い
葉を取り除き、風通しと水はけ
をよく保ちます。

17

18

16

竹芝駅

からの約2か月間、芝の家の日常に「まつ

■8月17日 「いろはにほへっと
芝まつり」始動！

4

三田

14

18

浜松町
14
15 首都高速

なかのはし

中之橋より一之橋までの
あ か ば ね が わ
赤 羽 根 川（古 川）に 沿っ
ている場所です。この地はもと、南新門前一、二丁目
どうぼうちょう
ま る が め はんきょうごくさどの か み
の代地、築地同朋町の代地、丸亀藩京極佐渡守の中屋
敷と諸士邸地等でした。明治5年の頃、これらの土地

域とのつながりを大切にしていきたい

春に収穫を楽しむために、秋に植え付けをするのがおススメです。収穫は気
温が低い状態で行うと、保存が効き、味も良くなるので、なるべく朝の早い
時間帯に収穫しましょう。
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【新門前町】

行います。花が咲いた後、3、4日以内に筆や

5

6

【三田小山町】

芝区西隅の一角、古川の
流域に三田丘陵が急傾
斜で落ち込もうとするところにあります。江戸時代、三
りゅ う げん じ も ん ぜ ん
と う こう じ も ん ぜ ん
田久保町、龍原寺門前、当光寺門前および円徳寺、大
乗寺、長久寺、大中寺等の寺地を併せ、明治2年（1869）、
古来の通称に従って三田小山町と称しました。明治5年
くろだ か い の か みて い
（1872）、華族黒田長従邸（元黒田甲斐守邸）および松
平時之助（元郡山藩）邸をも併せてその町域を拡張しま
した。

全ての世代が交流できる場として、地

追肥は株の生育を見ながら1、2 回行います。
肥料は多すぎると根を傷めるので、根から離し
て与えます。

芝公園駅

る旧町名由来板から4つの旧町名を紹介します。

10月4日でオープン3周年を迎えた芝

1 2

12

16

大正10年（1921）発行の「東京市芝区図」
（東京逓信
局発行）を参照すると、芝地区には当時74の町名があ
りました。その後、昭和7年（1932）に新橋地区の多く
の町名が変更され、昭和40・47年（1965・1972）には
住居表示実施による町名変更があり、現在使われてい
る町名になりました。現在74の旧町名のうち62の町名
の由来を17の旧町名由来板で紹介しています。
今回は、三田小山町児童遊園（芝地区MAP 13 ）にあ

栽 培のポイント

家庭で栽培する場合は、なにより丈夫で育てやすい一季なり性（春に

13

第一
京浜

＊ガラムマサラ…インド料理でよく使われる混合香辛料。
仕上げる直前に加えると風味が増します
（インド風になります）
。

汐
留
駅

いように注意する。

新橋駅

横須
賀線

。焦がさな
ースト状になるまで炒める
（30分程度）

港区立生涯学習センター（ばるーん）
１階

16 芝地区昭和の地域力
再発見事業拠点「芝の家」7P
17 東京タワー 8P
18 芝公園児童館 8P
19 都立芝商業高等学校 8P
20 港区立港郷土資料館 8P
21 愛宕警察署 8P

南北線

2 鍋にサラダ油を入れ、玉ねぎを弱火であめ色のペ

5

新橋駅 6
港区立御成門中学校 1P
15
岩谷産業株式会社 東京本社 1P
新橋
駿河屋青野茶園 2P
2
チリ共和国大使館 2-3P
神谷町駅
愛宕
8
株式会社モリタホールディングス 東京本社 3P
1
東新橋
9
磯谷商店 4P
21
丁子屋呉服店 4P
5
区立芝公園 5P
17
芝公園 御成門駅
芝東照宮 5P
芝大門
旧台徳院霊廟惣門 5P
10
東京タワー 11
増上寺 5P
19
大門駅
増上寺
伏見三寶稲荷神社 5P
11
都営大
10
春日神社 5P
江戸線
浜松町駅
港区役所
区立芝公園 12
海岸
赤羽橋駅
戸板女子短期大学 5P
（芝地区総合支所）
旧芝離宮
4 8
Café Deux（カフェ・ドゥー）6P
恩賜庭園
9
汐留駅

うと便利）
。

港区内には歴史や文学、歌舞伎等に残る町名が数
多く存在しました。これらの町名は、永く地域で親しま
れてきたもので、町会や交差点の名称として今も一部
残っています。地域の生活と密接な関係のあった町名
を文化の視点で都市の記憶として保存するとともに、
人と人をつなぐ架け橋として区民と協働で旧町名の由
来板を作成しました。

通り

第一
京
浜

1 玉ねぎをみじん切りにする
（フードプロセッサーを使

1

都営浅草
線

【作り方】

玉ねぎ
4個
サラダ油
大さじ2
合いびき肉
250g
ローリエ
1枚
おろし生姜
小さじ1
にんにく
1片
水
600〜700ml（様子を見て量を加減してください）
カレールー（市販）
4人分
一味唐辛子
小さじ1
マーガリン
小さじ1
ガラムマサラ＊
少々

西新橋
4
3 7

都
営
三田
日比
線
谷通
り

（4人分）
料】

外堀

麻布十番駅

【材

3

線

7

2

愛宕通り

お客様に運んだり、厨房で食器を洗ったりするなど、一般就労に向けた訓練事業を行っています。
焼きたてパンや手作りカレー、うどん、いれたてのコーヒーなどが主なメニューですが、今回
オンカイエン
はその中でも人気のあるキーマカレーのレシピを店長の温海燕さんに教えていただきました。

虎ノ門

日比
谷線
桜田
通り

JR新橋駅前にある港区立生涯学習センター（ばるーん）1階にみなと障がい者福祉事業団が運
営する
『Café Deux（カフェ・ドゥー）』があります。ここでは、障がいのある人が店内で飲食物を

銀座

虎の門病院

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。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6

虎ノ門駅

内幸
町駅

芝地区MAP

この記事が載るのはおまつりが終わっ
たあとですが、来年のおまつりでは、これ
を読んでくれた皆さんとお会いできたらう
れしいものです。

■8月 芝の家で卒業制作に
取り組む美大生
芝の家には、いろいろな大学の学生が

開かれました。

見学に来ます。それぞれの学問の切り口は

まつりに向けての準備が、本格始動です。

実に様々です。今回は、そんな学生の中か

今年で3回目を迎える「いろはにほへっと

ら「たばちゃん」を紹介します。

芝まつり」。それは芝の家に集う人たちが、

武蔵野美術大学で視覚伝達デザインを

得意なことを持ち寄ってつくる手作りのお

学ぶたばちゃんは、8月の終わりごろから

まつりです。実行委員会では、今年はどん

継続的に芝の家にかよって卒業制作に取

します！ TEL

03-5472-3710

年中無休 午前7時〜午後11時

■9月

る側の年配の女性たちも、みんなが喜んで
くれるのでとても活き活きとしています。

それぞれ。また、近所のおじいさんが文字

和文化に親しむ

絵を教えてくれました。有名な「へのへの

最近、書道や茶道などの和文化に触れ

さんはまるまる

もへじ」のほか、
「このつら」
「つる三八○○

る時間が増えてきました。月に1、2度、ミ

ノムし」など若い人が知らないものもあり、

ニ茶会や書遊びを企画しています。

偶然通りがかった人が気に入って持ち帰
るほど好評でした。

info

i

芝地区昭和の地域力
再発見事業拠点
「芝の家」

芝3-26-10
TEL 03-3453-0474

●月・火・木 11時〜16時開室
水・金・土 13時〜18時開室
●ウェブサイト http://www.shibanoie.net/
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お 知らせ

都立芝商業高等学校 公開講座

初級者のための英会話

（トラベル英会話を中心に）

岩手県大船渡市から、秋の味覚 さんま「3,333匹」が、
今年もやってきました。
3月11日に襲った東日本大震災のため、一時、
「さんま

都立学校では、各校でテーマを決めて公開講座を行っています。
芝商業高等学校では、旅行で役立つ実用的表現を練習する英
会話講座を行います。テキストとして、オックスフォード大学出版
を使用します。現在、申し込
局「Passport 2nd Edition Level 1」
みを受け付けています。

大船渡市から届いた
新鮮なさんま

まつり」の開催が危ぶまれましたが、大船渡市の方々、東

と聞こえます。加えて、さんまの香ばしい匂い。自分のお

京タワー等の関係者の尽力により実施することに決定。9

腹も
「グーグー」
と鳴り始めました。さんまの香りに誘われ

月23日の秋分の日に「三陸・大船渡東京タワーさんまま

て来た人もいました。
「近くのホテルに宿泊しているので

つり」が、盛大に開かれました。

すが、この香ばしい匂いに釣られてきました。」

早朝から、大勢の人が会場に集まりました。午前9時半

大船渡市からは、さんまのみならず地元の特産物がた

頃には、来場者の行列が、東京タワーを1周。大船渡漁港

くさん用意されました。昨年、好評だった「さんまてり焼

から来た方の話では「今年のさんまは、大ぶりで脂がのっ

きバーガー」を始め「南部どり」
「三陸産わかめ」等、どれも

ていて味は最高！ 焼いてよし。刺身によしです」
とのこと。

これも美味しいものばかり。訪れた人々は、各コーナーで

そのそばでは、炭火で焼くさんまの音が「ジュー、ジュー」
鯉のぼり？
いえいえ︑さんまたちが
気持ちよさそうに
泳いでいます

都立芝商業高等学校 公開講座係
〒105-0022 港区海岸1-8-25 電話 03-3431-0760

の輪が広がりました。
今年で3回目の「さんままつり」。秋の味覚を楽しむこの

【特別展】愛宕山 −江戸から東京へ−

まつりに期待する声が聞こえます。
「開催場所が、都心の
観光地である東京タワーというのがいいですね。来年も
来ますよ」
と言って帰られた女性の言葉が、耳に残りまし

〔文・写真 ■ 清田 和美〕

に決められたコースを歩

【ところ】 港区立港郷土資料館 ※入館無料
● 問い合わせ先

いる通学路を様々な角度

港区立港郷土資料館
港区芝5-28-4（港区立三田図書館4階） 電話03-3452-4966

から見て、白地図に地震
「放課GO→クラブしば（※）」の子ど

るところ」
「安全なところ」を子ども

もたちが、芝小学校PTA、芝会議ま

たちが書き込んでいきました。
「ガラ

ちづくり部会の皆さんと一緒に「防

スが割れて落ちてくるかも」
「落ちて

災マップづくり」を行いました。これ

きた電線には注意しなくちゃ」など、

ていただけるよう、後日芝小学校や

は、東日本大震災を経験した子ども

いつもとは違った視点で、まちを見

芝公園児童館で配布する予定です。

たちが、自分たちの目線で通学路を

ることができました。放課GO→ク

歩いて、危険な場所を探し出し、災

ラブしばに戻り、書き込みをした地
図を、色鉛筆やシールで色分けして、
防災マップを完成させました。最後

もので、今年度からの新たな取り組

にグループごとに発表し、情報交換

みとなります。

をしました。

芝地区まちづくり組織の活動

※港区では、小学校の子どもたちが放課後
等の時間、安心して安全に活動できる居
場所「放課 GO→
（クラブ）
」
を学校内につ
くっています。

info

4つ の グル ープ に 分 か れ、放 課

この地図は、各家庭で震災時の

GO→クラブしばからグループごと

対応について話し合う際に活用し

i

「環状2号線新橋地区環境・まちづくり協議会」
は、環状第
2号線が開通した後のまちづくりについて、勉強会等を開催

しています。

芝公園児童館
芝公園2-7-3
TEL 03-3433-6515

都税についてのお知らせ

警視庁犯罪被害者
ホットライン

省エネ（熱損失防止）改修をした住宅にかかる
固定資産税が減額されます
主税局イメージキャラクター

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。

タックス・タクちゃん

【 減 額 の 対 象とな る 住 宅 】
平成20年1月1日以前からある住宅で平成20年4
月1日から平成25年3月31日までの間に、人の居
住の用に供する部分(賃貸部分を除く）
において、
一定の要件を満たす省エネ
（熱損失防止）改修工
事を行った住宅

【 減 額 の 年 度と額 】
改修工事完了年の翌年度分に限り、居住部
分で、住宅1戸あたり120m2の床面積相当
分までの固定資産税額の3分の1が減額さ
れます（賃貸部分は、減額の対象にはなり
ません）。

減額を受けるためには、改修工事完了後3か月以内に、申告が必要です。
詳しくは、該当住宅が所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。
なお、23区外で省エネ改修をした場合には、当該住宅が所在する市町村
へお問い合わせください。

芝地区地域情報誌・編集委員を
募集しています！
芝地区の話題を
発掘し、取材していただく
地域情報誌・編集委員（記者）
を募集します

● 問い合わせ先 ●
港都税事務所

TEL 03-5549-3800（代）

年中無休／午前7時〜午後11時

※英語での対応もいたします。

TEL
FAX

ゴヨウ（は）ナーニ

ミナト（コールです）

03-5472-3710
03-5777-8752

被害者や家族の
相談窓口です。

迷わずに
勇気を出して
相談してください
でも
匿名 K
O

Eメール：info@minato.call-center.jp

象 】芝地区管内に在住、在勤、在学で取材に携わりたい人

★本誌の制作には以下の編集委員が参加しています。

【内

容 】地域の話題の収集、取材、写真撮影、原稿作成など（年間4回
発行予定）。発行予定ごとに平日の昼夜間に 2時間程度の
取材と、平日夜間に1回程度編集会議への参加があります。

★今後の発行スケジュールは次の通りです。

、連絡先、在住・在
【申し 込 み】氏名、住所（在勤、在学の方は所在地）
勤・在学の区別を明記の上、下記の芝地区総合支所協
働推進課まで、FAXまたは郵送でお申し込みください。

港区芝地区総合支所協働推進課

芝地区地域情報誌 平成23年11月20日 第21号

軽に

お気

愛宕警察署

津由理香／伊藤泰子／菊池弓可／清田和美／桑原庸嘉子／小知和千佳子／
作田宗子／佐藤剛志／柴崎郁子／柴崎賢一／千葉みな子／張簡光輝／早川由紀／
日尾佳世／町田明夫／森明

H24.2.20発行（第22号）、H24.5.20発行（第23号）、H24.8.20発行（第24号）、
H24.11.20発行（第25号）

芝地区地域情報誌の配布について
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）

TEL：03-3578-3193
FAX：03-3578-3180
ホームページ：http://www.city.minato.tokyo.jp/sisyo/siba/

発行番号 23006-1235

厳守

秘密

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

【対

【そ の 他】報酬等の支払いはありません。
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新橋方面から見た環状第2 号線
︵写真提供 森ビル株式会社︶

害時には自分の身は自分で守ると
いう意識を育てることを目的とした

豊かな自然に囲まれた愛宕山（標高26m）
。愛宕山は、慶長8
年（1603）徳川家康により、愛宕神社が創建されたとされ、江戸
きゅうしゅん
湾を見渡す抜群の眺望と神社へ向かう急峻な石段で知られる名
所でした。今日、愛宕山からの眺望は失われ、かつて見えた街並
みも大きく変化しました。
特別展では、よく知られている愛宕山のイメージ、そして知ら
れざる愛宕山の歴史を紹介します。

【と き】 10月22日
（土）
〜12月4日
（日）9時〜17時
（木）
休館日：毎週月曜、11月17日

き、普段何気なく通って

が起きたら「危ないところ」
「注意す

員】 20名

● 申し込み・問い合わせ先

思い思いに舌鼓を打ちました。大船渡の方々の元気な「売

10月26日、
「芝 公 園 児 童 館」と

象】 都内在住・在勤の成人

【定

※費用やカリキュラムは下記までお問い合わせください。

た。都心の風物詩として「東京タワーの

i

【対

【申し込み】 往復はがきに住所・氏名（ふりがな）
・年齢・性別・
電話番号を明記し、12月15日
（消印有効）
までに
下記申し込み先まで郵送してください。

り声」
と、それに応えて
「財布の紐」を緩める人々との交流

東京タワー
芝公園4-2-8
TEL 03-3433-5111

時】 平成24年1月28日（土）
・2月4日（土）
・11日（土）
・
・25日（土）の全5回。9時〜12時
18日（土）

【開催場所】 都立芝商業高等学校

さんままつり」が定着するでしょう。

info

【日

