
特集

　私は、町会や民生児童委員を通して長年、地域の活動に携わってきま
したが、これらの活動は地域の「和」が大事であり、日ごろから住民同士
が声をかけあい連絡を絶やさないことの大切さを実感してまいりまし
た。町会活動の大きな目玉でもある9月の氷川神社の祭礼では、町会員が
一致協力し、祭礼が盛大になるよう活動しています。町会の連絡会を毎
週行うことも新たに決まり、今後も行政、警察や消防などと連携をとり
ながら地域の環境美化や防犯・防火について取り組んでいきます。

赤坂新二町会　鈴木 弘成 会長　談
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　赤坂青山地域の魅力を、地域の人が自ら取材し編集する地域情報誌
「MYタウン赤坂・青山」の編集委員を追加募集します。
■対象／赤坂・青山地域の在住・在勤・在学者で、地域情報誌の取材・編 
　　　　集に意欲のある人
■内容／地域情報の発信事業（地域情報の共有化と幅広い世代の地域
　　　　コミュニティの形成を図ることが目的です）
■活動期間／平成22年3月まで（会議は、平日夜間に月1～2回程度開催）
■募集人員／若干名
■申込方法／郵送またはファクスで、住所・氏名・職業（学校名）・電話番
　　　　　　号を書いて、８月24日（月・必着）までに、〒107-8516  港区
　　　　　　赤坂4-18-13 赤坂地区総合支所協働推進課地区政策係へ
　　　　　　お問い合わせ  電話／03-5413-7013   FAX／03-5413-2019

　青山霊園は、都心23区最大の霊園であり、わが国最初の「公共の墓
地」です。特定の寺院や宗派に属さない誰もが利用できる墓地として、
明治7（1874）年に開設されました。
　この地は、徳川譜代の重臣、郡上藩4万8千石「青山氏」の江戸下屋敷
跡地の非常に広大な面積の一部に造成されました。なお、青山家の菩提
寺は、地下鉄銀座線「外苑前駅」にほど近い梅窓院（ばいそういん）であ
り、今も静かに青山の地に眠っています。
　開設以来、135年にわたり利用されている青山墓地は、面積約26ヘク
タール（7万9千坪）、約1万4千墓に、港区にゆかりある人々を含め、12万
人余の方たちが眠っています。東京都では今、豊かな自然資源と歴史性
を活かした「霊園」と「公園」が共存した空間としての青山霊園の再生に
努めているところです。
　このコーナーでは、風格ある東京の顔であり、緑の拠点である青山霊
園に、時代時代に活躍した人々を訪ねていきます。

　第1回
　斎藤茂吉（1882年～1953年）2号1種イ13・15側3・4番

　旧制第一高校（現在の
東京大学）から東京帝国
大学医科に学んでいる
ときに、斎藤は正岡子規
を中心とした短歌革新
の一群、アララギ派の
人たちの歌に魅かれて
いました。「竹の里歌」
（正岡子規）や、「初秋の
歌」（長塚節）には感服
しています。
　彼は山形県に生まれ、親戚筋にあたる開業医・斎藤家の婿養子とな
り、後に青山脳病院の院長となったあとも、病院の敷地内に「童馬山房」
を営み、歌人茂吉の人生を送っています。彼がアララギ派に接近したの
は、正岡子規亡き後、伊藤左千夫や長塚節らが中心となって活躍してい
た明治39（1906）年3月でした。機関紙「馬酔木（あしび）」廃刊後の「アカ
ネ」を中心に、若い歌人の一人として歌作を続け、「赤光」、「あらたま」
の歌集をものにしています。
　昭和26（1951）年、文化勲章受賞。青山を詠んだ歌に、「電車とまる、
こゝは青山三丁目紺屋の軒に雪降りに消おり」、「青山の町蔭の田の水
さび田に、しみじみとして雨ふりにけり」等あり。また、フロラシオン青
山の裏手にある王子マンションの植え込み脇－青山脳病院跡地－に歌
碑があります。「あかあかと一本の道通りたり霊剋(たまきわ)るわが
命なりけり」と。当時の青山の風景が浮かんできます。

　斎藤茂吉の墓は、霊園中央通りを管理
事務所前から100メートルほど行った左
手に見える「大久保」の記念碑の手前右
にあります。白い玉砂利を敷き詰めた区
画に、つつましく、墓と墓誌が、高木に傘
を差し向けられるごとくたたずんでい
ます。
（息子の故・斎藤茂太著「茂吉の周辺」、同
じく北杜夫著「楡家の人々」、さらに藤沢
周平著「白き瓶」等の一読をおすすめし
ます。）

　5月25日、平成21年度第１回タウンミーティング全体会及び分科会
を開催しました。本年度のメンバーは41名となり、当日は25人の参加
のもとタウンミーティングが始動しました。
　今年は、赤坂地区版計画推進分科会、文化・歴史継承分科会の２つの
分科会を設置し、引き続き地域の声を反映した区民協働による赤坂・青
山のまちづくりに取組みます。
　赤坂地区版計画推進分科会では、赤坂
地区版計画の進捗状況を把握するとと
もに、計画事業の推進に向けて意見交換
や検討を行っています。また、メンバー
の一部は地域情報誌「MYタウン赤坂・青
山」の記事作成に取組んでいます。

　文化・歴史継承文化会では、旧町名由来板の
設置事業を進めるとともに、赤坂・青山の「ま
ち」や「人」の歴史を記録・保存し、次世代へ継
承するための冊子作成に取組んでいます。

　暴力団追放！
　暴力団は恐喝、賭博、けん銃や麻薬の密売
といった犯罪行為だけでなく、債権取立てや
示談交渉等市民の経済生活にまで深く根を
広げ、資金源としています。対立抗争等でけ
ん銃を発砲し、一般市民を巻き込む事件を平
気で起こすのも暴力団です。
　暴力団からの被害を防止し、社会から追放するため、街ぐるみで
取り組んでいきましょう。

暴力団を前にしてどのように対処すればよいのでしょうか？
１．来訪者の氏名、所属団体、連絡先等の身分を確認する。
２．複数で対応する。
３．来訪理由・用件を具体的に確認する。
４．暴力団は相手の言葉尻をとらえて因縁をつけることが巧いので、言
動には注意する。

５．その場限り、一時しのぎ的な返答はしない。また、不当な要求は明確
に断る。

６．暴力団員から「一筆書けば許してやる。」などと言われても、書類作成
や署名押印は断固拒否する。

７．録音やメモにより応対内容を記録しておく。
暴力団と思われる者からアプローチを受けたり、トラブルが起きた
ら一人で解決しようとしないで気軽に相談してください。

お問い合わせ／赤坂警察署　電話：03-3475-0110

住宅用火災警報器を
設置しましょう！

　東京都では平成22年4月1日から全ての住宅（共
同住宅の住戸を含む。）に住宅用火災警報器の設置
が義務化されます。設置場所は全ての部屋、台所、階
段です。（浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。）警報器
には煙を感知する煙式と熱を感知する熱式があります。寝室・階段
用には煙式、台所には熱式が適しています。火災による被害を軽減
するために、早めの設置をお願いします。

区から助成金が支給されます！
　港区では『住宅用火災警報器』の購入・取り付
けにかかった費用を助成しています。平成19年
4月1日以降に行ったもので、購入および取り付
けにかかった費用の半額を助成します（申請は
一住宅１回限りで上限は１万円です）。
お問い合わせ／協働推進課活動推進係　　　　
　　　　　　　03-5413-7272

悪質商法にご注意！
　消防署の職員などを装って訪問し、「すぐに取り付けないと、罰
金を取られる」などと言って不安をあおる悪質な業者がいます。だ
まされて、高い品物を売りつけられないよう気をつけてください。

お願い
　住宅用火災警報器を設置したときは、消防署への連絡をお願い
します。個人情報は住宅用火災警報器の普及状況の把握以外の目
的には使用せず、情報管理を適切に行います。

連絡・お問い合わせ／赤坂消防署　電話：03-3478-0119

平成21年度タウンミーティングが始動

赤坂・青山地域の地域情報誌編集委員の追加募集

赤坂・青山にある大使館・観光局［バーレーン編］

16日間にわたり
繰り広げられた熱戦

　Ｕ20世界ラグビー選手権は、6月21日（日）、港区青山にあるラ
グビーの聖地「秩父宮ラグビー場」の目にも鮮やかなピッチの上
で、雨の中、1位決定戦をもって終わりました。1位決定戦は予想
通り、黒のユニフォームで身をひきしめ、試合開始前にウォーク
ライ（ハカという雄叫
び）をするニュージー
ランドと、白地に赤の
ラインを浮き立たせた
ユニフォームのイング
ランドとの戦いとなり
ました。優勝は、黒のユ
ニフォームのニュー
ジーランド（ＮＺＬ）、
2位はイングランド（ＥＧＬ）、3位は南アフリカ（ＲＳＡ）、4位は
オーストラリア（ＡＵＳ）。日本は残念ながら16チーム中15位の
結果となりました。6月5日から1位決定戦の6月21日まで、世界
の16カ国と地域から集まった16チームが、鍛え抜かれた肉体を
激突させる素晴らしい試合を繰り広げました。予選リーグ、順
位決定戦試合は全国5会場で行われたため、全国各地のたくさ

んの人々が各国の強豪チーム
の試合を直接観戦することが
できました。このように「ラグ
ビーの世界大会」を日本でつ
つがなく開催できたことで、
世界のラグビー界に日本の大
会運営能力の高さをアピール
することができました。

大使館を訪問
　赤坂にある大使館を訪問し、ハリール大使からお話を伺
いました。大使は、日本を大変気に入られていて、特に日本
食の中でもお刺身としょうゆが大好
きとのことでした。しょうゆの醸造
所まで見学に行ったこともあるとの
事です。そして、「日本の方々をお
迎えするのはとても光栄です。ぜひ
バーレーンへ遊びに来てください」
との地域の方々へのメッセージもい
ただきました。

ハリール・ビン・イブラハム・ハッサン大使

Bahrainバーレーン

外務省HPから引用

●面積　720.14ｋm2

●人口　約104.7万人
　　　　（うちバーレーン人52.9万人）
●首都　マナーマ
●言語　アラビア語

バーレーン王国大使館
〒107-0052 港区赤坂1-11-36
レジデンス バイカウンテス720号
TEL 03-3584-8001
http://www.bahrain-embassy.or.jp

太陽の楽園　伝説の島
　バーレーン王国はペルシャ湾沿岸のほぼ中央のアラビア
半島沿いに位置する、40もの島々でできている島国です。国
土の総面積は奄美大島とほぼ同じ大きさです。バーレーン
最大の島はバーレーン島で、国土の約85パーセントを占め、
首都マナーマもここにあります。５千年以上の歴史があり、
古くはシルクロードの海の交易路として栄えました。冬で
もビーチへと繰り出せる温暖な気候の国です。

バーレーンの魅力
　バーレーンは、古くからの歴史を持つ国で天然真珠漁と
真珠取引で栄えましたが、石油が発掘されて以降、急速に近
代化の進んだ国でもあります。ここでは、バーレーンの歴史
的建造物や自然、イスラム教の巡礼祭などを紹介します。

赤坂警察署からのお知らせ

赤坂消防署からのお知らせ

各国チームと地域の交流
「レガシープログラム」

　特記すべきことは、これら各国のチームが各地で、地域の人々や、
小学校、中学校に通う子供と、試合の合間を利用して「交流」を盛ん
に行ったことです。港区では高輪台小、青山小、三光小、高松中、港南
小、御成門小、本村小、東町小学校で行われました。ラグビーの体験
指導、タグラグビー教室、ルールの解説とラグビーの歴史等、協会で
はこれを「レガシープログラム」と呼んでいます。特に港区は、日本に
おけるラグビーの聖地「秩父宮ラグビー場」を青山に有することか
ら、平成21年2月27日に地域スポーツ振興を目的とした連携協定を
日本ラグビーフットボール協会と締結するとともに、「エリアパート
ナー」として東京会場の運営に協賛しました。この港区での取り組
みの結果、「レガシープログラム」を行った上記各学校においても、
ラグビーの持つ不屈の精神とレガシー（遺産）を残すことができた
といえます。この素晴らしい子どもたちと選手との交流体験の後、
児童代表から選手への感謝の言葉と千羽鶴のプレゼントがあり、
選手たちからはサイン入りのライスボールとポ
ストカードが児童の皆さ
んにプレゼントされまし
た。交流のあった各国の
選手は、エスコートキッズ
と手をつないで試合場に
入るとき、この千羽鶴を手
に提げて入場し、観客に大
きな感動を与えました。

日本のラグビー発展に向けて
　紳士の国で生まれ、今なお愛されるスポーツ、紳士の条件とさ
れるラグビーは、日本はまだ途上にあるレベルですが、今大会の
運営の素晴らしさが、「ラグビーワールドカップ」誘致に大きく
貢献しました。

Ｕ20世界ラグビー選手権

世界一を日本で !!

写真提供：財団法人日本ラグビーフットボール協会

②ハワール島
島全体を自然や動物の為に保
護しています。島にはホテル
が一つだけありその自然と美
しいビーチが楽しめます。

③ディルムン文明の遺跡
紀元前から歴史のあるディルム
ン文明の遺跡を見学できます。世
界で一番古い青銅製の牛頭が博
物館で見られます。

④バーレーン国際サーキット
中東初のF1が開催されたサー
キットです。コースは全長
5.412km、4万5千人を収容でき
ます。

墓碑

斎藤茂吉 肖像

①巡礼祭
イスラム教では聖都（メッカ）への
巡礼の際、盛大なお祭りをします。

赤坂・青山町会のことを
    地域で活躍しているひとに聞きました。

赤坂 赤坂新二町会
･･･変わりゆく赤坂の街とともに

青山 山笄町会
･･･地域の行事を大切に

　山笄町会では、防犯パトロールや防災訓練などの活動のほかに、今年
の７月からラジオ体操をはじめるなど、新しい取り組みも試みていま
す。このラジオ体操は、町会の枠にはまることなく誰でも気軽に参加で
きるようなものにしていきたいと考えています。最近では、この地域で
もひったくり事件などが発生しています。このような時だからこそ、
様々な活動を通して地域のつながりを広げ、いざという時にお互いが助
け合えるような関係を築いていかなければならないと思います。

山笄町会　森 健次郎 会長　談

　日赤通りを中心に高級住宅やマンションが
立ち並ぶ山笄町会では、防犯パトロールや防災
訓練などを行い、地域の安全、安心して暮らせ
るまちづくりための活動に取り組んでいます。
　また、毎年恒例の行事として、9月の第3日曜日に、日赤通り商栄会な
どと協力して日赤通りバザールを行っています。30年以上続くこの行
事は、外部からお店などを呼び入れることなく、お買いもの点数券など

を使って、すべて地元の人たちの手作りで
行っていることが自慢です。
　様々な出店をはじめ、ビンゴゲームやス
イカの早食い競争などのイベントも盛りだ
くさんで、当日は大勢の人たちで賑わいま
す。今年は、9月20日に実施予定です。ぜひ一
度、当日のバザールをご覧になってみては
いかがでしょうか。

　赤坂の街は、戦前・戦後は料亭や待合、芸妓
屋が多い華やかな街でしたが、近年では中層
ビルが立ち並ぶビジネスの街へと様変わり
してきました。そんな赤坂を代表する一ツ木
通りとみすじ通りに面する赤坂新二町会は、
生活環境の変化、町会員の減少や役員の高齢
化などを乗り越え、激変する時代を赤坂の街
と共に歩んできました。

　また、赤坂新二町会は全国的にも貴重な江戸型山
車「赤坂氷川山車」の復活と貴重な文化遺産の伝承
を目指してきました。赤坂新二町会が保有している
山車人形「翁二人立」は保存状況が良く、御所車の修
復が完了した平成19年には、山車の初の完全な形の
完成を祝い、赤坂氷川山車「翁二人立」の巡行と赤坂
新二町会の神輿の連合渡御が赤坂の町を練り歩き
ました。完全な山車の巡行は大正以来80年ぶりのこ
とで、周囲は大変な賑わいをみせました。

赤坂新二町会の神輿

「翁二人立」

日赤通りバザールの様子

イベント会場の様子

　赤坂地区総合支所では、平成18年4月の総合支所発足以来、地域の皆
様と力を合わせ、魅力あるまちづくり実現に向け様々な取り組みを進
めてきました。「タウンミーティング」や「港区赤坂地区版計画策定検
討会」に多くの皆様のご参加をいただき、「赤坂地区版計画書」が完成
しました。
　計画書では、「未来に向けて共存できるまち　赤坂・青山 ～コミュ
ニケーションを育む～」を、赤坂・青山地区のまちの将来像に設定し、港
区基本計画分野別計画の体系に合わせて７つの重点的に取組む視点を
定めました。
　それぞれの視点を基にして、6つの地域事業をはじめ地域の魅力を高
めるため、地域の課題や特性に応じた、独自の取組みを定めています。

港区基本計画  赤坂地区版計画書ができました

赤坂地区版計画推進分科会

旧町名由来板

地域の防災力
を高める

地域ぐるみで
子どもを育む

高齢者・障害者の
暮らしを支える

コミュニティ
を大切にする

ユニバーサルデザイン
を普及する

環境への負荷
を低くする

地域が一体となった
まちづくりを進める

赤坂・青山地区の将来像
目標年次：平成 26 年（2014 年）

未来に向けて共存できるまち
赤坂・青山

～コミュニケーションを育むまち～

青山霊園眺望
～人と歴史～

赤坂サカス

赤坂小
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「頼義」と「頼朝」連合巡行ルート

子ども神輿ルート

連合渡御ルート

赤坂氷川祭 9月 19 日（土）
赤坂氷川山車連合巡行ルート

赤坂氷川祭 9月 20 日（日）
神幸祭（神輿・山車連合渡御）ルート

　都会的で洗練されたデザインのビルが建ち並ぶ赤
坂・青山地区。その大通りから一歩足を踏み入れれば、
武家屋敷とこれをとりまく町人地が広がっていた江
戸の歴史を感じさせる和の文化に、さまざまな場所
で出合うことができる。
　赤坂・青山に今も息づく「和」を求めて、祭りと茶室
を訪ねてみよう。

玄鳥庵（げんちょうあん）7
サントリー美術館
　サントリー社創立当時の裏千家宗匠の命名によ
る「玄鳥庵」は、赤坂見附の旧茶室より四畳半の小間
を移築し、広間を増築した、機能的で洗練された和
を醸し出している。都会のビルを借景とした、世界
的建築家隈研吾氏によるモダンな茶室。

　展覧会を訪れた後のくつろぎの場とし
て、点茶席、貸席もあり、幅広く利用されて
おり、芸術鑑賞と茶の湯と都会での愉しみ
がここで熟成されていく。

■所在地／赤坂9-7-4　東京ミッドタウン　サントリー美術館6階
■利用時間・使用料／点茶席（お抹茶と季節のお菓子）
　展覧会会期中の隔週木曜日11:00～17:30（受付17:00まで。
　予約不要。定員を超えた時点で終了）
　参加料1,000円　定員50名　※貸席は要問い合わせ
■連絡先／電話　03-3479-8600　FAX　03-3479-8643
　http://suntory.jp/SMA/

特集

和楽庵（わらくあん）8
KSAインターナショナル
　国道246号から一本隔てた路地沿い、カナダ大使館裏に灯る「和
楽庵」の灯篭が目印。京都の国際物流企業、KSAインターナショナル
が、日本の伝統文化発信への思いを根底に創設した茶室は、子ども
から地域住民、大使館関係者向けの英語茶道体験、企業の茶道部、
団体向け指導、和菓子作りや香道体験まで、広く利用者の要望に応
えている。
　格子戸を開け、「次の間」で身支度をする。襖を開けるとそこに
都会の喧騒をはらい、心を癒す茶の湯のもてなしが待っている。

■所在地／赤坂7-4-25  （株）KSAインターナショナル東京支店
■利用時間・使用料／
　月釜　毎月第4木曜日13:00～17:00（要予約・初心者歓迎）
　KSAカルチャー教室・各種体験コース　平日10:00～21:00
　（貸し茶室など、詳細はお問い合わせください）
■連絡先／電話　03-3505-8622　FAX　03-3505-8630
　http://www.ksa.co.jp
　Email　webmaster-tokyo@ksa.co.jp（担当：金井・木内）

聚想菴（しゅうそうあん）9 ※一般非公開
日本オラクル株式会社 
　銀座線「外苑前駅」直結の日本オラクル本社ビルに足を踏み入れ、
エレベーターで24階に到着すると、そこは突然の静寂。薄暮の祇園の
如き黒塀、さらに緑鮮やかな茶庭が高層ビルを借景にして広がる。
　お客様へ「おもてなしの心」を伝えられる空間をーとの想いから
設けられた茶室は、国内外の顧客が堪能するのみでなく、普段ゆっく
り会話のできない社員どうしの交流にも一役買っているという。
　一般には非公開だが、都心の茶室のあり方の一端をうかがい知る
ことができる。

■所在地／北青山2-5-8
　　　　　オラクル青山センター
■連絡先／電話　03-6834-6666（大代表）

赤坂金龍 茶室 10
　眼下に鴨川が流れているのか、それとも文人墨
客が逗留した奥箱根か…。ここ赤坂金龍は、「一
見さんお断り」で知られた創業80年の老舗料亭
の再生である。できるだけたくさんのお客様に日本の文化をご紹介するた
め、リーズナブルな価格でオープンした。
　無駄を省いた新しいモダン建築は、料亭時代の個室や春画の天井と調和
している。幅広の襖に描かれた青墨の二字書「至味」は、努力してやっと探し
求められた究極の味を意味する。一切の無駄がそぎ落とされた三畳の茶室
は侘び茶の境地であり、「赤坂金龍」の「至味」の具現である。

■所在地／赤坂3-17-2
■利用時間・使用料／茶室利用　要相談
　レストラン18:00～23:00、  
　バー18:00～3:00（日曜・祝日定休）
■連絡先／電話　03-3583-2033　
　　　　　FAX　 03-3583-2045
　http://www.akasaka-kinryu.com

赤坂区民センター
第二和室 11
　国道246号青山通りに面した「赤坂コミュニ
ティーぷらざ」は、1・2階が港区赤坂地区総合支所、
その上の3階から5階までが「赤坂区民センター」と
いう、赤坂・青山地区の生活・文化の拠点である。
　5階にある2つの和室のうち、「第2和室」が水屋
付きの茶室となっている。16.5畳の広さの茶室を道
具一式とともに借りられることもあり、利用者の絶
えない人気の施設だ。この秋、気軽に、地域に密着し
た茶空間を訪れてみるのもいいかもしれない。

■所在地／赤坂4-18-13　赤坂コミュニティーぷらざ
■利用時間／9:00～21:00
　（その他詳細は区民センターにお問い合わせください）
■催し／赤坂コミュニティまつり　10/23（金）・24（土）
■連絡先／電話　03-5413-2711　FAX　03-5413-2714 ＊赤坂・青山地区の茶室情報をお寄せください（掲載を検討させていただく場合もあります）

赤坂氷川祭 1
　昨年、100年ぶりに「氷川山車」の連合巡行が実現し、
今年の本祭りは神輿15基と山車「頼義」「頼朝」が出陣！

■日時／清祓式　9月13日（日）9:00　 
　　　　前日祭　9月14日（月）10:00　 
　　　　例大祭斎行　9月15日（火）10:00　 
　　　　神幸祭前日　氷川山車「頼義」「頼朝」連合巡行、子ども神輿渡御
　　　　　　　　　　9月19日（土）13:30 神社発・17:30 神社着
　　　　神幸祭　9月20日（日）11:30 氷川山車「頼朝」神社発、神輿15基連合渡御
　　　　　　　　　　　　　   13:00 赤坂サカス発（赤坂見附方面、東京ミッド 
　　　　　　　　　　　　　　　　 タウン方面に分割、巡行の後15:00解散）
　　　　盆踊り　9月19日（土）・20日（日）18:30～21:00　 
　　　　露　店　9月19日（土）・20日（日）（赤坂の名店も出店）
■場所／赤坂氷川神社
■連絡先／赤坂氷川祭実行委員会　電話　03-3583-1955

乃木神社 
例祭・管絃祭2
■日時／例祭　9月13日（日）10:00～
　　　　管絃祭　10月13日（火）18:00～
　　　　（雨天決行・入場無料）
■場所／乃木神社
■連絡先／電話　03-3478-3001

◇例祭　9月13日（日）10:00～
　御祭神乃木将軍ご夫妻の命日にあたる9月13日は、午前10時からの祭典、午後
には青山霊園にある乃木家奥津城にて墓前祭が行われる。夕刻には、例祭にあわ
せて有名画家や著名人により奉納された絵燈籠画に灯がともり参拝者の目を楽
しませる。また、各流各派による吟剣詩武道奉納大会が拝殿で行われる。

◇管絃祭　10月13日（火）18時～
　雨天決行・入場無料
　日本の伝統音楽として形を変えること
なく受け継がれてきた雅楽。今年で35回
目となる管絃祭では、笙・篳篥・龍笛・琵琶
などによる管絃、勇壮華麗な舞楽などが
奉納演奏される。日本の音楽でありなが
ら普段なかなか接する機会の少ない、美
しく幻想的な雅楽の世界を堪能しよう。

【乃木神社】
　明治45（1912）年に崩御した明治天皇
に殉じた乃木希典将軍と妻静子夫人を
祀った神社。昭和20（1945）年5月25日の
空襲で焼失、昭和37（1962）年に社殿が復
興された。

熊野神社例大祭3
■日時／9月26日（土）・27日（日）
 縁日　26日（土）13:00～21:00
 　　　27日（日）10:00～21:00
 演芸大会　両日　18:00～
■場所／青山熊野神社
■連絡先／電話　03-3408-0065

　9月27日11:00に各町会（8ヶ町）の神輿・子神輿・引き太鼓が熊野神
社に集合し、一斉に担ぎ出す。威勢のよいその姿はまさに圧巻！！　
その後、各町内を練り歩く。各町会が趣向を凝らした練り歩きを展開
するので、江戸の祭りを体験したい方は必見！　興味のある方は、各
町会にお問い合わせを。

【熊野神社】
　江戸時代に徳川頼宣卿の邸内（現在の赤坂御所）にまつられていた
熊野神を、町民の願いにより現在の青山中学校付近に移遷したことを
起源とする。植林、樹林の神様として知られる。

郡上踊りin青山 4
　6月27日（土）・28日（日）、青山梅窓院にて「郡上踊り
in青山」が開催された。
　しっとりと踊る「かわさき」、軽快なリズムの「春駒」
をはじめとする全10曲を本場郡上の方々のお囃子に
合わせて踊った境内には、軽やかな下駄の音とかけ声
が響きわたり、「郡上踊り」を盛り上げた。同時に物産
展も開催され、訪れる人々を楽しませてくれた。

善光寺まつり6
　7月26日（日）・27日（月）に表参道駅近くの善光寺にて盆踊
りが開催され、多くの人でにぎわった。櫓の周りを二重三重
の円で囲み、全国各地の盆踊りから現代風にアレンジされた
アップテンポな曲まで数時間にわたり踊り、盛り上がった。
　善光寺の盆踊りは、お店、アトラクション等すべてが町内
会の方たちによるもので、まさに町内が一体となって盛り上
げた地域の祭り。
　盆踊りの前には、踊りの先生による練習会も開か
れる。興味がある方は、来年ぜひ！

【氷川神社】
　創立は天暦5（951）年。現在の一ツ木通り赤坂不動尊辺りに鎮
座したとされ、徳川8代将軍吉宗公が享保14（1729）年に現社殿を
造営、翌15年遷座。以来、震災、戦災に耐え、当時のままの姿を残す
築280年の社殿は、都指定の文化財となっている。江戸時代には江
戸三大祭りの一つと呼ばれ、当時は15の山車が巡行して人気を博
していた。この江戸文化を伝える「赤坂氷川山車」が部分的に、奇
跡的に9台現存しており、平成18（2006）年にNPO法人赤坂氷川山
車保存会が設立され、修復、保存体制を構築している。

神輿担ぎ手、山車の曳き手大募集
問い合わせ　赤坂氷川祭実行委員会　電話03-3583-1955 
　　　　　　赤坂氷川山車　電話・FAX03-3583-1935
　　　　　　http://www.akasakahikawa.or.jp/

例祭

管絃祭

浄土寺 盆踊り5
　太田道灌によって創建され、本堂の右手にある銅でできたお地
蔵様（銅造地蔵菩薩）は、港区指定有形民俗文化財になっている。か
つて、人々はこの世で犯した悪行により天道を輪廻して地獄に落
ちると信じられていた。地蔵菩薩はこれを救済するとされ、庶民の
信仰を集めた。江戸時代中期以降、今日まで、地蔵信仰として毎年7
月23日・24日の盆踊りが続いている。

赤坂・青山の赤坂・青山の
夏を彩った夏を彩った
盆踊り盆踊り

（C）木奥恵三

夕方から奉納踊り（盆踊り）を
行う町会もあります。
踊り好きな方はぜひお出かけ
ください!!

来年は宮神輿のお披露目
もあり、一層盛大なお祭り
になります。お楽しみに!!

昨年の氷川山車巡行の様子

氷川山車「頼義」

茶室

料亭時代の個室


