
第14号
平成22年12月20日発行

編  集：港区赤坂青山地区タウンミーティング 地域情報の発信・交流分科会
発  行：港区赤坂地区総合支所協働推進課　　赤坂青山地域情報誌 第14号　発行部数 22,000部

グルジア

フランス

ミクロネシア

南アフリカ共和国

レソト王国

バーレーン

スロベニア

モロッコ

カンボジア

ブラジル

ドイツ

ギリシャ

イタリア

カナダ

誰かが誰かのサンタクロース

この情報誌についてのご意見等ございましたら、ご一報ください。
赤坂地区総合支所協働推進課地区政策係
電話 : 03-5413-7013　 FAX : 03-5413-2019

赤坂のタカラさがし・アラさがし
ワークショップをしました

「赤坂通りまちづくりの会」は、赤坂の
まちをより良いまちとしていくための
赤坂地域のまちづくり組織です。赤坂
通り近隣の町会・赤坂通り商店会・赤坂
第一商店会などが中心となって活動し
ています。
平成22年7月17日に開催した講演会

（本誌第13号参照）に引き続き、10月17
日には、「赤坂のタカラさがし・アラさがしワークショップ」を行いました。
赤坂消防署・新町出張所に参加者約20名が集合し、2グループに分か

れて赤坂のまち歩きをしました。講師は、前回と同じくまちづくりコンサル
タントの連（むらじ）健夫さん。「タカラ」とは良い所、「アラ」とは悪い所
です。赤坂小前交差点から赤坂通りを山王下まで、料亭街を経て旧日大
三高通りを歩き、指差しマークでポイントを写真に撮りました。
その後、参加者全員が4つのグループに別れ、それぞれ思う赤坂の「タ

カラ」と「アラ」を書き出して、ソフト面とハード面に分類し、発表しました。
こうすると分かり易い！ タカラがてんこ盛りでアラが少なかったのは、皆
さん赤坂のまちを愛しているからでしょうか。

この後も、「赤坂の夢のワークショッ
プ」開催など、「赤坂通りまちづくりの
会」の活動は続きます。特に、赤坂通り
近辺に在住・在勤の方のご参加をお待
ちしております。どうぞご一緒に、「赤坂
通りまちづくりビジョン」を作っていきま
しょう。
赤坂通りまちづくりの会・会長  今野信三

●お問い合わせ／赤坂地区総合支所まちづくり推進担当
　　　　　　　　電話：03-5413-7038

再生紙を使用しています

　第6回　
　尾崎紅葉（おざきこうよう）（1867～1903）
　1種ロ10号14側5番

「一月の十七日、宮さん、よ善く覚えてお置き。来年の今月今夜は、貫
一は何

ど こ

処でこの月を見るのだか！ 再
さ ら い ね ん

来年の今月今夜……十年後
のち

の今
月今夜……一生を通して僕は今月今夜を忘れん、忘れるものか、死ん
でも僕は忘れんよ！」（前篇 第八章）

尾崎紅葉といえばこの名
台詞。貫一お宮の熱海の銅像
を思い浮かべる方も多いこ
とでしょう。洗練された美意
識で女性や明治時代の都会
風俗を描いた紅葉は、30代で
この「金色夜叉」を明治30年
（1897）から5年間、読売新聞
紙上に連載。一世を風靡し、その後も映画化、戯曲・テレビ化されて
きました。一高の貧乏学生の間貫一と許婚であった鴫沢宮ですが、
宮が富豪の男との結婚を選んだことへの貫一の怒りと高利貸として
の復讐、その後の宮の後悔が交錯する紅葉の未完成小説です。赤坂
氷川の邸内の描写や「赤坂の別荘」なども登場します。
実は、この「金色夜叉」の構想の原点がイギリス女流文学にある
と言われています。B
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lay（1836-1884）の「女より弱きもの」
が種本とされ、紅葉はチャールズ・ディケンズ、エミール・ゾラ、イワ
ン・ツルゲーネフ、レフ・トルストイなどに至る欧米仏露ほかの外国
文学に幅広く傾倒し、数々の翻訳・翻案本を手がけています。
しかし、紅葉は欧化主義化する当時の日本にあって、井原西鶴を思
わせる風俗描写や、懐古主義的な雅俗折衷という、平安時代の文語
文を地の文に、会話は口語体を用いるという、華やかな文体に定評
を得ます。「五重塔」で知られ、紅葉とは府中第二中（現日比谷高校）
の1期生で同期でもある幸田露伴と紅露時代を築きました。
紅葉が生まれた慶応3年（1867）は太陽暦では明治元年。江戸芝中門
前町に本名、徳太郎として生を受けました。紅葉の名は芝増上寺の境
内の紅葉に由来します。父は根付師の尾崎谷斎（惣蔵）で、母親を4歳
の時に亡くし母方の祖父母に育てられます。父親は角彫り名人であ
るかたわら、幇

ほうかん

間として酒宴の興をとる職をもち、紅葉はそれを恥じ
て近しい友人にも隠していました。文学界では1885年、山田美妙らと
硯友社を結成、回覧雑誌「我楽多文庫」を発刊し、また、20代で泉鏡花
や徳田秋聲などの優れた弟子をもちました。
「金色夜叉」の間貫一のモデルは児童文学者で親友の巖谷小波。

その父で明治の三大書家の一人とい
われた巌谷一六が紅葉の墓を揮毫し
ています。今は摩耗してしまった刻字
とは対照的に、真新しい「紅葉の父根
付師　尾崎谷斎供養塔」があります。
2010年に曾孫らによって建てられた
その塔は紅葉に寄りそうように、また
紅葉を支えるかのように陽だまりの中
に建ち続けています。

国立国会図書館ホームページから転載

赤坂・青山にある大使館・観光局［グルジア編］

Geirgiaグルジア

外務省HPから引用

●面積　約6万9700km2

●人口　430万人
●首都　トビリシ
●通貨　ラリ

駐日グルジア大使館・総領事館
〒107-0052
東京都港区赤坂1-11-36
レジデンスバイカウンテス220号室

歴史ある国
1991年に旧ソ連の構
成国から独立したまだ若
い国ですが、ヨーロッパ
で一番古い民族で、歴史
は古く、ローマ時代にさ
かのぼり、4000年におよ
ぶとも言われています。
5000メートル級の山々
があり、山岳地帯が多く、
黒海沿岸は温暖で、気候
は多様のようです。

豊かな食生活
温暖な気候を生かして、グル
ジアはブドウの産地でワイン発
祥の地であり、ワインが豊富で、
8000年の歴史があるそうです。ま
た最近は、60種類のミネラルが含
まれた“ボルジョミ”という炭酸入
りのミネラルウォーターが日本
の会社から発売されています。

肉、魚を中心に野菜もたっぷり。“ハチャプリ”というパ
ンの中にチーズがたっぷり入ったピザのようなものが人
気だそうです。七面鳥を揚げてペースト状にしたナッツ
を絡めて食べる“サツィ
ビ”がおいしいと聞くと
ぜひ食べてみたくなりま
す。日本で唯一のグルジ
ア料理の専門店が五反田
にあるそうです。

日本との交流
若者には柔道・空手・レスリングが人気。日本にグルジ
ア出身の力士が幕内にいることはご存じですか？ 栃ノ
心、黒海、臥牙丸（ガガマル）の3人です。
日本在住のグルジア人は40人ほどとのことですが、治
安がよく、ウインタースポーツが楽しめ、来年には日本か
らのツアーも始まるそうです。これから日本人も多く行
くようになるでしょう。
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日本グルジア文化協会  http://www.music-tel.com/georgia/

赤坂・青山の町会・自治会のことを
　     地域で活躍しているひとにききました

赤坂 赤坂溜池町会
　…地域ぐるみで安全・安心なまちづくりを

青山

地区内の約300世帯の内、75歳以上の単身世帯が半数以上を占めています。
一方若い世代も増えつつあることから、自治会では異世代交流を通じ、高齢者
が元気になり、若い方が多くを学べるよう、役員が知恵を絞ってさまざまな活動
に取り組んでいます。月に1度実施している定例清掃では、幅広い世代の会員が
毎回50人程度参加し、共に汗を流し会話を弾ませています。この機会に顔を合
わせる会員も多く、貴重な交流の場となっています。さらに自治会では「お互いが
より身近に」を目指し、挨拶運動や回覧板の手渡しなども始めています。また周
辺に食料品の店舗が無いことから、敷地内に出張してくる八百屋さんの周りは、
井戸端会議のごとく、多くの方が集まる貴重な情報交換の場となっています。自
治会では、共に助け合う「共助」の精神を基調に、多くの方の笑顔が見られる、賑
わいと活気ある地域づくりを目指しています。

北青山一丁目住宅自治会　近藤 良夫　会長　談

東側には赤坂御用地、西側には神宮外苑の
銀杏並木、この場所に北青山一丁目住宅自治
会はあります。昭和20年の終戦まで、この場所
には陸軍大学校がありましたが、昭和25年に
都営住宅北町アパートが建築されました。
その後老朽化により建替え工事が行われ、
現在に至っています。自治会は昭和33年に設立されました。当時この場所
は青山北町一丁目という住居表示であったことから「青山北一アパート自
治会」という名称でしたが、昭和41年に北青山一丁目となったことに伴い
「北青山一丁目住宅自治会」と名称を変更しました。自治会では毎月第1日
曜日を定例清掃の日として、自治会の方々が協力して、環境美化活動に取
り組んでいます。また、自治会では防災対策への積極的な取組みも行って
います。7月に青山中学校で実施した避難所運営訓練では、多くの方が参
加しました。賑わいと活気ある元気な自治会のため、役員の皆さんを中
心に奮闘中です。

赤坂溜池町会は、山王下から特許庁前までの外堀通り沿いが主な町会
の範囲です。昭和41年7月に現在の赤坂二丁目に住居表示が変更されま
したが、それまでは、赤坂溜池町という名称であり、町会名も当時の名称
に由来しています。今では想像がつきませんが、江戸の時代には山王下か
ら特許庁前までの外堀通りは「溜池」と呼ばれる江戸城の外堀でした。時
代は移り溜池は埋め立てられました。さらに昭和30年代後半には、外堀
通りと六本木通りの道路幅が拡張されたことによって、多くの方が転居さ

れ、周辺には大型ビルが建設されました。
このような環境変化の中、赤坂溜池町会は、
防災活動や環境美化活動を通じて、町会員相
互にとどまらず、地元企業との連携を深めると
ともに、きれいで、安全なまちづくりと地域コ
ミュニティの推進に向けて取り組んでいます。

北青山一丁目住宅自治会
　･･･賑わいと活気ある自治会を

赤坂地区総合防災訓練の様子

毎月第1日曜日の定例清掃の様子

東京オリンピックを境に、ビル街として発展したこのまちの世帯数は減少しま
した。事業所が多いため、昼間人口が増え、夜間人口が少ないことから防犯上の
課題も有しています。そのような中、現在では30ほどの世帯会員と約100の事業
所会員が力を合わせて町会活動に取り組んでいます。隔週で行っている町内清
掃では、居住している会員と企業会員が相互に顔を合わせる機会となっていま
す。「溜池」という名も、現在では駅、交差点、そして当町会に名を残すのみとな
りました。由緒ある町名を次の世代に残すため、これからも町会員相互に地域
コミュニティを育むよう活動していきます。

赤坂溜池町会　鈴木 稔也　会長　談

師走ともなると何かと慌ただしく、気がつけば新年はもう
そこまで、という時の流れの早さに驚かされます。特にこの
頃は救急車の出場が1年の中で最も多くなる時期です。病気
や事故等の発生を未然に防止するために、その傾向や注意
点を知り、事前に対策をたてておくことが大切です。

①外から帰ったら、丁寧に手洗いとうがいをしましょう。
②人ごみを避けましょう。（止むを得ず人ごみに行く時はマスクをしましょう。）
③咳やくしゃみをするときは、マスクやティッシュペーパーなどで口と鼻を覆いましょう。
④バランスの良い食事をしましょう。
⑤十分な睡眠をとりましょう。

①自分の適量を知り、その日の体調にも注意しましょう。
②短時間のうちに多量の飲酒（一気飲み）はしないようにしましょう。
③飲酒の無理強いはしないようにしましょう。
④周囲の人は、酔った人に付き添って一人にしないようにしましょう。
⑤酔った人が吐いた場合、のどに詰まらないように注意してあげましょう。

①食品を小さく切るなど、食べやすい大きさにしてから食べましょう。
②急いで飲み込むことなく、ゆっくり噛み、だ液とよく混ぜ合わせてから食べましょう。
③食事の際は、お茶や水を飲んで喉を湿らせるなど、水分と一緒に食べましょう。
④食べ物を口に入れたまま、喋ったりしないようにしましょう。
⑤歯のない高齢者等は、入れ歯をして、しっかり噛んで食べましょう。

赤坂警察署からのお知らせ

赤坂消防署からのお知らせ

「赤坂・青山子ども中高生共育事業」とは･･････ 赤坂地区総合支所では、地域の人材等を活用した子ども向けの「驚き・感動・気づき」
の機会となる講座などを企画、実施し、子どもたちを地域ぐるみで見守り、育てる環境を整備する事業を実施しております。

赤坂・青山子ども中高生共育事業

※子ども記者とは、 2009年11月にTBSテレビの協力で開催された、子ども記者養成講座を受講した子どもたちを中心に、地元である赤坂・青山地
区に関することを取材し、記事にする子ども記者隊です。こちらのページは、子ども記者が書いた記事をそのまま掲載しております。

風邪や新型インフルエンザ 予防のポイント

窒息事故防止のポイント等のポイント

飲酒事故 予防のポイント

首都トビリシ旧市街

グルジアのワイン

ハチャプリ

ナリカラ要塞跡

だまされないで！ 振り込め詐欺の「ウソ電話」
ますます増加傾向に歯止めがかからない振り込め詐欺。2010年9月
末までに発生した振り込め詐欺の被害件数はすでに1,200件を超え、前
年同期と比べて3割以上も多くなっています。

こんな電話がかかってきたらすぐに110番！！

●本人と声が違うことをごまかすために
　「風邪をひいて、のどが痛い」「具合が悪くて病院に来ている」などと言い訳
をします。

●電話番号が変わる理由
　「携帯電話が壊れた、なくした、トイレに落とした」「無言電話やいたずら電
話が多いから」「会社から携帯電話を持たされている」と言い訳します。携帯
電話を買い換えても、電話番号まで変えることはほとんどありません。必ず、
以前の電話番号にかけて事実を確認しましょう。

●お金が必要な理由
　「友人の借金の保証人になった」「先物取引に失敗した」「株で穴を開け
た」「電車の網棚に契約金の入っている会社のカバンを忘れた。すぐに○○
○万円準備しないといけない」「会社に税務調査が入り、○○○万円穴埋め
しなければならない」「会社の金を使い込んでしまった、今日中に○○○万円
返さないと、警察沙汰になる」「彼女が妊娠して、お金で解決しなければなら
ない」など、息子や孫が困っていると思い込ませ、あなたをあわてさせます。し
かも、「今すぐお金が必要だ」と言って、考える余裕を与えません。

●お金の受け渡し方法
　「口座に振り込んで」「友人の○○が、会社の○○が、税務署の○○が取り
に行く」などと指示します。最初は自分が取りに行くといいますが、直前になっ
て代わりの者が取りに行くと言ってくることがあります。

この他に、警察官や銀行協会などの職員を騙る手口も多く見られます。警
察官や金融庁、銀行協会などの職員が暗証番号を聞いたり、キャッシュ
カードや現金を預かりに行くことは絶対にありません。

息子や孫、甥などの親族や知人の姓を騙る手口

「MYタウン赤坂青山」は、地域の人が自ら企画・取材し、編集する地域情報誌です。
赤坂青山の身近で魅力ある情報の発信を目指します。

都税についてのお知らせ

平成23年度定期課税分の
自動車税の障害者減免申請の
事前受付を行っています
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方で、一定の
要件を満たす場合、自動車税・自動車取得税の減免を受けられる制度があ
ります。現在、新たに身体障害者手帳等を取得された方を対象として、平成
23年3月末まで、平成23年度分の減免申請を受け付けています。対象の方
は、必要書類をお持ちのうえ、お近くの都税事務所等へご来所ください。

●ご注意
・4月1日以降に自動車を取得し、課税がある場合の申請期間は、従来
どおり登録の日から1ヶ月以内です。申請期限を過ぎますと、当年度
の減免を受けられません。
・ 減免には上限額が設定されています。

●お問い合わせ／都税総合事務センター自動車税課調査係
　　　　　　　　電話：0570-064-171
　　　　　　　　　（IP電話・PHSをご利用の場合：03-5985-7814）

受 付 期 間 取 扱 い

4月～5月まで

6月～翌年3月まで

当年度から減免適用

事前受付期間〈減免の適用は翌年度から〉

見慣れている自分の「顔」。そして身近な人・家族・友人・恋人の「顔」。笑ったり、怒った
り。「顔」は私たちのコミュニケーションの要。メールや電話などの通信手段では、決
して感じられない大切なものが顔の中にはぎっしりつまっています。じっと顔を見つめ
たり、顔にひそむ気持ちに思いを巡らせてみたり、顔を描いてみたり。
そんな「顔」に改めて向き合い、その魅力を再発見する「赤坂メディ
アアート展『アートワークショップ＆似顔絵プレゼント』」（主催：赤坂
地区総合支所）を実施しました。

アートワークショップ
顔の描き方、教えます! ＆ みんなで顔を描いてみよう!
最初に、レオナルド・ダ・ヴィンチの『モナリザ』やゴッホ
の自画像などから、似顔絵を描く際の注意点を、赤坂中
学校の美術室で学びました。
レクチャーで、「顔」に対する意識・思いを膨ら
ませた後、檜町公園に移動し、芝生の上で画板
を持って、家族や友達、そして自分の「顔」を描い
てみます。「絵を描くなんて何十年ぶりか」と最
初は恐る恐る描いていた参加者も多かったもの
の、最終的には皆見事な作品に仕上がりました！

似顔絵プレゼント
モンマルトルの丘!?
似顔絵画家による似顔絵プレゼント!
アートワークショップ会場の横では、似
顔絵画家5人がイーゼルを並べ、希望
者の似顔絵をその場で描いてプレゼン
ト！ 人気のため、受付は途中で締め切
りましたが、希望者からは、「似てる！」
「実物よりかっこいい！」などの声が聞
かれ、皆さん楽しそうでした。

※前号にて赤坂駅周辺にて実施予定としていましたが、都合により場所を変更し実施しました。

表参道イルミネーション2010

今年は表参道90年の歴史にちなみ、90歳の表参道を祝福するため、環境にやさしいLED
約90万球を153本のケヤキの木にやさしく取り付ける工夫もされています。153本のケヤ
キ、そぞろ歩きに程よい勾配など、「日本のシャンゼリゼ通り」とも言われ、日本一美しい
街並みである表参道では、トータルに品良く演出し、皆様をお迎えしています。イルミネー
ションは1月3日（月）まで。お急ぎください！

MIDTOWN CHRISTMAS 2010

「誰かが誰かのサンタクロース」のテーマのもと、芝生広場とその周辺全域を使い、
スターライトガーデンを中心に、幻想的に演出されています。交通渋滞や住民へ
の影響も少ない特定のエリア内で十分楽しめる工夫がされている夢の空間といえ
ます。タウンビルの内と外が共に楽しめる工夫も注目されます。イルミネーション
は12月26日（日）まで。芝生広場では1月からスケートリンクがはじまります。！

「夜のきらめき」
赤坂・青山

（表参道90周年記念イベント）

2010年12月1日（水）～2011年1月3日（月）

2010年11月11日（木）～12月26日（日）

◆ スケートリンク：2011年1月7日（金）～2月28日（月） ◆

90歳の表参道

（東京ミッドタウン）

初めて表参道がイルミネーションに輝いた当時、住民も来観者も
共に感動したものです。その後、全国的に同じようなイルミネーショ
ンが増えたため、イルミネーションのあり方を見直すようになり、惜
しまれながら一時中断となりました。関係者の努力と工夫で、昨年
11年ぶりにイルミネーションが復活！ そして今年はさらにスケール
アップし、著名クリエイターたちの演出によって、明治神宮入口から
青山通りまでの約1kmが輝くことになりました。

※写真提供：東京ミッドタウン

赤坂を「似顔絵」
　　　　 で活性化! 

赤坂メディアアート展を実施しました
2010年11月20日（土）～23日（火）
赤坂中学校美術室&檜町公園

●お問い合わせ／協働推進課 活動推進係　電話：03-5413-7272 ●お問い合わせ／赤坂消防署　電話：03-3478-0119（代表）

●お問い合わせ／赤坂警察署防犯係　電話：03-3475-0110（代表）

町会・自治会に加入しませんか？

年末年始の救急事故をなくそう



＜双六の遊び方＞
●用意するもの：さいころ1個、人数分のコマ
●何人でも遊べます。順番にさいころを振り、最初に上がった人が勝者です。
●左の　　　   からスタートします。さいころを振り、出た目の数だけ進んでいきます。
●「…に戻る」「…に進む」「…で休む」とある時は、同じ目が出たらそれに従います。
●休みになった人は、何か一芸をして（2回休む場合は2度）場を盛り上げます。
●「上がり」の場合は、余った目は戻ります。例）あと3目で上がりの時に6が出たら3目戻ります。
●目標の場所（目の数）を決めて、気合を入れてさいころを振ってみましょう。

お正月、赤坂・青山をぐるっとひとまわり。

お子さんからお年寄りまで、ご家族でお楽しみください。

知らなかった施設や場所があったら、

ちぃばすで出かけてみませんか。

※これは双六ですので、実際の地図とは異なります。　

双六絵師：田中義和

❶赤坂御用地（　 元赤坂一丁目）
東宮、秋篠宮、三笠宮、高円宮、寛仁親王のお住まいがある。

❷草月会館（　　  高橋是清翁記念公園）
イサム・ノグチによる石庭や多目的ホールを備えた、ジャンルを超えた創
造活動の発信基地。

❸高橋是清翁記念公園（　　  高橋是清翁記念公園）
第20代総理大臣・高橋是清翁の邸宅跡。広葉樹が四季を彩り、中央の池
泉のまわりに石橋や石人像、石灯篭が配置され、荘厳な雰囲気が漂う。

❹銀杏並木（　 北青山二丁目）

❺絵画館（　 北青山二丁目）

❻神宮外苑（　 外苑前駅）

❼梅窓院（　 外苑前駅）
青山という地名の由来である、徳川幕府の重臣、青山大善守幸成一族の
菩提寺。

❽青山熊野神社（　 南青山三丁目交差点）
その昔、徳川頼宣郷の邸内（現在の青山御所）にあったものが源。

❾善光寺（　 表参道駅）
信州長野「善光寺」の東京分院。本院同様「須弥檀（しゅみだん）」もあ
る。また、芭蕉句碑や「高野長英」の墓もある。

10表参道ヒルズ（　 表参道駅）

11スパイラル（　 表参道駅）
音楽、美術、ファッション、フードとあらゆるジャンルのイベント、発表会、
展示会が目白押しの文化施設。

12小原流会館（　 表参道駅）
池坊、草月流とともに三大いけばな流派の一つ、小原流の多目的施設。
新しい作品の創造と大衆への密着をモットーとした活動の場。

13ブルーノート東京 BLUE NOTE TOKYO（　 南青山七丁目）
青山骨董通りにある日本における生ジャズの貴重なスポット。1988年11
月にオープン以来22年、一貫して本場生ジャズ演奏を続ける。

14金王八幡神社（　 表参道駅）
鎌倉街道、大山道（青山、渋谷）の総鎮守。南青山3、4、5、6、7丁目お
よび北青山3丁目の氏神様

15根津美術館（　 青南小学校）
実業家・根津嘉一郎の収集品を展示する美術館。絵画・書籍・茶の湯の
美に触れられる。2009年にリニューアルオープン。

16岡本太郎記念館（　 南青山六丁目）
岡本太郎のアトリエ兼住居。84歳で亡くなるまで絵を描き、彫刻と格
闘し、太陽の塔、巨大なモニュメントや壁画など、作品の構想を練る。

17秋山庄太郎写真芸術館（　 青南小学校）
秋山庄太郎のアトリエを改装した写真芸術館。「こころの休み時間」を
コンセプトに、秋山庄太郎の作品を展示。日差しが注ぐ館内のカフェで
コーヒーを飲みながらほっとできる。

18都立青山霊園（　 北青山二丁目）
1872年に開設された桜の名所でもある人気霊園。申し込み要件は都
内5年以上在住。

19六本木ヒルズ（　　  六本木ヒルズ）

20森美術館（　　  六本木ヒルズ）
六本木ヒルズ53階にある美術館。「現代性」と「国際性」を重要な理
念にして、アジアを中心に先端的なアートを紹介。

21国立新美術館（　 六本木七丁目）
国内最大級14000㎡の展示スペースを持つ美術館。美術館資料の収
集・公開、教育普及など、アートセンターとしての役割も担う。

星条旗通り（　 六本木七丁目）
駐留米軍兵士が読む新聞を発行する「星条旗新聞社」に由来する通り。
米の要人来日の時は、横田基地まで専用機で来て、ヘリコプターで都心
のここに乗り込む。

22乃木神社（　 乃木公園）
明治天皇に殉じた乃木希典将軍夫妻を祀る神社。命日の9月13日には乃
木邸を一般公開。落語会、蚤の市なども開催。

23東京ミッドタウン（　 六本木七丁目）
2007年開業の複合施設。ホテル、文化施設、美術館、24時間営業スー
パーを含む商業店舗、オフィス、住居、病院、公園などが集約。

24サントリー美術館（　 六本木七丁目）
「生活の中の美」「美を結ぶ、美をひらく」が基本理念の美術館。「SHOP× 
CAFE」、茶室「玄鳥庵」など、贅沢な時間を過ごせる施設も充実。

25檜町公園（　 檜町公園）
その昔、檜が多いことから「檜屋敷」と異名をとった萩藩・毛利家の麻布
下屋敷の庭園跡。広大な庭は「清水亭」と呼ばれ、名園である。

26FUJIFILM SQUARE（　 六本木七丁目）
富士フィルムの写真ギャラリー。秘蔵アンティークカメラコレクションを
展示する写真歴史博物館も併設。入場無料。

27アークヒルズ（　 檜町公園）
24周年になる日本初の民間による大規模商業開発スポット。カラヤン広
場のマルシェやサントリーホールは都会の憩いの場。

2821・21DESIGN SIGHT（　 六本木七丁目）
文化勲章受賞の三宅一生がプロデュース。デザイナー、企業、職人、エン
ジニア、一般ユーザーが意見を交換し、デザインへの関心を育てていくこ
とを目指した活動拠点。様々な企画展を開催。

29赤坂サカス（　 赤坂駅前）
笑顔、夢、花を咲かす。感性を刺激するイベント、演劇、音楽、そして食に
あふれた、複合エンターテインメント空間。

30TBS（　 赤坂駅前）
赤坂といえばTBS。番組観覧やボランティアエキストラを募集中。オリジナル
グッズも購入可。

31赤坂氷川神社（　 檜町公園）
赤坂と六本木（一部）の氏神様。9月15日が例大祭で、隔年に神輿連合
渡御が行われる。

32豊川稲荷（　 豊川稲荷前）
三州本山豊川稲荷（愛知県）の直轄別院。大岡越前守忠相も信仰。

33迎賓館（　 元赤坂一丁目）
国賓がある時は、外堀通りから迎賓館前の公園広場にかけて日の丸と
相手国の国旗が掲揚される。

この記事に関すること
赤坂地区総合支所協働推進課地区政策係
電話  03-5413-7013

ちぃばすの運行に関すること
（株）フジエクスプレス　電話03-3455-2213
http://www.fujikyu.co.jp/express/

編集員が選んだ赤坂・青山まちめぐりポイント
（　）内はちぃばすの最寄りの停留所を表示しています。　  …赤坂ルート　　…青山ルート赤 青

赤

赤

赤

赤

赤

赤

赤

赤

赤

赤

赤

赤

赤

青

赤 青

赤 青

青

青

青

青

青

青

青

青

青

青

青

青

青

青

青

赤 青

赤 青

青

●お問い合わせ先：




