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私たちのぬいぐるみが誕生したのよ！

ボクたちのLINEスタンプができたよ！

 7月 浄土寺盆踊り大会
 7月23日（木）・24日（金）
 サンサン赤坂・なんで～もまつり
 7月25日（土）
 納涼盆踊り大会（善光寺）
 7月26日（日）～27日（月）

 9月 Swing赤坂
 9月10日（木）～11日（金）
 赤坂氷川祭
 9月11日（金）～13日（日）
 乃木神社例祭
 9月13日（日）
 金王八幡宮例祭
 9月12日（土）～14日（月）
 青山熊野神社例大祭
 9月26日（土）～27日（日）

10月 青山まつり
 10月30日（金）～11月1日（日）

平成27年7月25日（土）
第7回共育スポーツイベント（野球） .......場所 ： 赤坂小学校
平成27年9月26日（土）
第8回共育スポーツイベント（野球） .......場所 ： 青南小学校
平成27年10月17日（土）
第9回共育スポーツイベント（ラグビー） .場所 ： 赤坂小学校
平成27年12月5日（土）
第10回共育スポーツイベント（野球） .....場所 ： 未定
平成27年12月12日（土）
第11回共育イベント（ダンス） ...............場所 ： 青南小学校
平成28年1月16日（土）
第12回共育イベント（ラグビー） ............場所 ： 青南小学校

　もっともっと私たちのこと
を身近に感じてもらいたい
なと思って、小さなぬいぐ

るみを作ったの。赤坂地区総合支所
や赤坂の商店街で販売（1800円）さ
れているの。興味をもってくれたらう
れしいわ。（ｂｙアユミン）」

◆　　　◆　　　◆　　　◆
販売協力店
◦東南アジア民芸品･エスニックファッション トコバリ
 赤坂3-15-4（赤坂みすじ通り）	 電話 ： 03-3583-2457
◦和菓子 松月 赤坂4-3-4（赤坂一ツ木通り）	 電話 ： 03-3583-7307
◦大高薬局 赤坂7-10-8（赤坂通り）	 電話 ： 03-3583-1748
◦ベトナム料理 アオザイ
 赤坂5-4-14（赤坂通り）	 電話 ： 03-3583-0234

　待望のLINEスタンプがリリースされたんだ。 ア
ユミン、アカオくん、そしてボク、アカサカメンの
ふだん見せない色々な表情が楽しめるよ。 みんな

がつながって、街がますます元気になってくれればうれしい
なぁ。これからもどんどん街の魅力を発信していくから、ボ
クたちの活躍に期待してね！
　LINEスタンプショップから「赤坂親善大使」で検索してみ
て！		3人別々になっているよ！	（by	アカサカメン）

赤坂親善大使からのお知らせ

浄土寺盆踊り大会

納涼盆踊り大会（善光寺）

赤坂氷川祭

金王八幡宮例祭

7月から10月にかけて、赤坂・青
山ではさまざまなイベントが開催され
ます。お気軽にご参加ください。

赤坂地区総合支所では、赤坂青山子ども
中高生共

ともいく
育事業の一環として、2019年ラグ

ビーワールドカップ、2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会を見据え、トップ
アスリートと子どもたちが直接ふれあい、指

導を受けることで、スポーツの楽しさを体験する機会を創出します。
あわせて、スポーツを通じて身体能力を高めるだけでなく、礼儀・あ

いさつなどの社会性、マナーやフェアプレーの精神、コミュニケーショ
ン能力を育みます。

今後の年間スケジュールは下記のとおり
です。イベントにより申し込み期間は異な
ります。 詳細は共育情報局のホームペー
ジ・facebookをご覧ください。

赤坂地区総合支所からのお知らせ 港区からのお知らせ

赤坂・青山地区区民参画組織「赤坂青山歴史伝
承塾」では、赤坂・青山地域の魅力を高めるため、
赤坂・青山ならではの暮らしや体験について、かつ
てお住まいの方や現在お住まいの方、約１００人の

「語り部」に取材活動を行いました。
本年３月、「語り部」への取材をもとに、戦後（昭

和２０年）から東京オリンピックの頃（昭和４２年）の
赤坂・青山の暮らし、文化、東京オリンピックがも
たらした変化などを１０項目にまとめた『語り継ぐ赤坂・青山第２弾「あの
日あの頃～焼け野原からオリンピックの頃まで～」』を発行しました。

今回発行の冊子は、当時の写真やイラストとともに、終戦後の生活
の立て直しに人々が汗を流し、まちが戦前の姿とにぎわいを取り戻す
様子などが紹介されています。
「赤坂青山歴史伝承塾」のメンバーと取材に協力いただいた「語り部」

の皆さんの想いが詰まった冊子となっています。
赤坂地区総合支所協働推進課窓口で配布（無料）しています。 ぜひ

お手に取ってご覧ください。

●お問い合わせ／
　協働推進課 地区政策担当　電話 ： 03-5413-7013

赤坂地区総合支所では、生活に身近で重要な行政の情報を分かり
やすく、楽しく伝えるため、地域情報を講談にして発信しています。

地域情報　ご希望のテーマをひとつお選びください
◦地域防災と地域の底力	 ◦減らそうＣＯ₂
◦防犯に対する意識啓発	 ◦猫の恩返し（地域猫活動の啓発）
◦明日はわが身～母さん助けて詐欺の手口
◦社会を明るくするボランティア活動
◦介護予防	 ◦救急医療キットと住基カード
◦東京ロビンソンクルーソー	 ◦長寿を祝う集い
◦赤坂のまちの歴史や遷り変わり	 ◦青山のまちの歴史や遷り変わり

● 古典講談をセットでもっと楽しく！
地域情報と一緒に古典講談もお楽しみいただけます。
※地域情報、古典講談の内容について詳しくはお問い合わせください。

● ご利用いただける対象団体
町会・自治会、商店会、学校等、赤坂・青山地域で活動をしている団体
※少人数でもご利用が可能です。お気軽にご相談ください。

平成27年6月5日から、利便性の向上を図るため、「ちぃばす」青山
ルートの運行経路が変更されました。往路・復路ともに「日赤医療セン
ター」を経由することになります。これに伴い、197番「青山高樹町」バ
ス停を新設し、117-2番「日赤医療センター」バス停の位置を変更しま
した。

●お問い合わせ／港区街づくり支援部土木課地域交通担当
　　　　　　　　電話 ： 03‐3578‐2279

語り継ぐ赤坂・青山 第２弾！
『あの日あの頃～焼け野原からオリンピックの頃まで～』

冊子を発行しました！

赤坂・青山 SPORTS LIFE

赤坂・青山地区イベントカレンダー

講談で 楽しく！ わかりやすく！
地域の情報を聞いてみませんか？

プロの講談師を無料で派遣します！

「ちぃばす」青山ルート運行経路
変更のお知らせ

●お問い合わせ／
　協働推進課 地区政策担当　電話 ： 03-5413-7013

共育情報局
ホームページ

共育情報局
facebook

●お問い合わせ／
　協働推進課 地区政策担当　電話 ： 03-5413-7013

講談師・神
か ん だ

田織
お り ね

音さん プロフィール
1999年	 		4月	 神田香織に入門
	 		9月	 前座
2003年	 		4月	 二ツ目昇進
2006年	 12月	 成年後見講談発表
2011年	 		4月	 真打昇進
現在、成年後見制度のPR講談活動を行うなど、全国で活躍中。

●お問い合わせ／協働推進課 地区政策担当
　　　　　　　　電話 ： 03-5413-7013
　　　　　　　　FAX ： 03-5413-2019
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赤坂親善大使
アカサカメン

この情報誌についての
ご意見・ご感想などを
聞かせてください

（発行部数	23,250部）
「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

赤坂警察署からのお知らせ　 

紹介します！  警視庁シンボルマスコット
「ピーポくん」です！

●お問い合わせ／赤坂警察署   電話 ： 03-3475-0110 （内線2612）

　　赤坂消防署からのお知らせ　　　　

都民と警視庁のきずなを強めるため「親しまれ、信頼される警視庁」を
テーマに、警察庁のシンボルマスコットとして昭和62年4月17日に誕生
しました。

名前は、人々の「ピープル」と、警察の「ポリス」の頭文字をとり、都民
と警視庁のかけ橋になることを願って「ピーポくん」と名づけられました。

●お問い合わせ／赤坂消防署 予防課防火管理係
　　　　　　　   電話 ： 03-3478-0119

ぼくキュータは、未来の消防士だよ。「キュータ」っ
ていう名前は、「キュー」は「１１９番」、「救助」、「救
急」、「レスキュー」、「緊急」とか、いろんな「キュー」
をイメージしていて、「タ」は「多」くの人を「た」すけるの

「タ」をイメージしてるんだ。

赤坂・青山地区で行われるイベントに参
加するときは、イザというときに備えてみ
んなを見守っているよ！　4月4日（土）の赤
坂チャレンジマラソンでは、赤坂消防署の
消防隊と一緒に僕も駆けつけたんだ。

これからも赤坂・青山地区の街を災害か
ら守っていくから、みんなよろしくね！

災害はぼくに任せて！

社会全体の動きを
素早くキャッチ
するよ

社会のすみずみ
まで見わたすよ

都民の声を
幅広く聞くよ

耳

アンテナ

目

青いヘルメットは、
火を消すイメージ
で作られた、未来
の防火帽だよ

ぼくのきめポーズ
は「災害はまかせ
てっ」ていう決意を
表しているんだ

黄色のアンテナは、
みんなの危険を感
じると光って知ら
せてくれるんだ

赤いスーツは未来の消
防服だよ。胸のマーク
の「１１９」は、キュータを
呼ぶ番号なんだ

キュータが消防についていろいろ教えてくれるよ！
●東京消防庁ホームページ 〈キッズコーナー〉
　http://www.tfd.metro.tokyo.jp/kids/

キュータの広報活動風景他にもこんなキュータがいるよ！

　　     赤坂消防署からのお知らせ　　　　

●お問い合わせ／赤坂消防署　電話 ： 03-3478-0119

●外では帽子や日傘で日光を避けよう！
●室内では風通しを良くしよう！
●暑かったら無理をせずにエアコンを使おう！

●外出・室内関係なく、こまめに水分を補給しよう！
●のどの渇きを感じなくても、定期的に補給しよう！

●ウォーキング等で汗をかく習慣を身につけよう！
●適度に休憩・水分補給を取って運動しよう！

病院へ行く？ 救急車を呼ぶ？ 急な病気やけがで迷ったら

東京版
救急受診ガイド

携帯電話用 スマートフォン用東京消防庁ホームページで提供中

熱中症を予防しましょう！

くわしくは↓をクリック
平成27年夏の事
故防止ポスター

赤坂消防署 検索

対策１　暑さを避ける

対策２　こまめに水分を取る

対策３　運動で暑さに体を慣らす

青山地区委員会　副会長
スポーツ推進委員
小堀　章 さん

地区委員会とは、青少年をめぐる環境
の浄化や健全育成及び非行防止の対策
を、地域社会の力を結集して進めていく
自主的な活動団体です。 青山地区委員
会では、青山みんなで走ろう会、地域ス

ポーツ教室などさまざまな行事を通じて、青山地区の青少年育
成のために、日々活動しています。

▪いつからこの活動に関わり始めたのですか？　また、関わ
ることになったきっかけを教えてください。
今から15年くらい前から関わっています。きっかけは、青山小学
校のPTA会長を務めていた時に、青山地区委員会の役員として活
動してみないかというお誘いを受けたことです。それから現在まで、
青山地区委員会の一員として活動に参加しています。

▪青山地区委員会の活動の中で、特に力を入れている活動
を紹介してください。
青山地区委員会では色々な活動を行っていますが、その中でも
特に力を入れている活動は4つあります。 青山みんなで走ろう会、
みなとキャンプ村、スキー教室、スケート教室です。

▪青山地区委員会の活動の中で、大変だと感じることはど
んなことですか？
参加人数に定員のある活動における調整が大変です。参加希望
者が定員を超えてしまったときの調整方法などに悩まされることが
あります。一人でも多くの子どもたちに喜んでほしいという気持ち
を持って活動に取り組んでいるので、多くの子どもたちが参加でき
るよう工夫していきたいと思います。

▪青山地区委員会の活動のやりがいは何ですか？
活動の運営に携わることで、子どもたちに顔を覚えてもらうこと
ができ、街で会ったときや活動で会うたびに挨拶をしてもらえるこ
とが非常にうれしいです。また、活動を通して地域にお住いの方々
の顔を見ることができることにも喜びを感じます。地域の人々に顔
を覚えてもらうことができ、力になっていると実感できることにやり
がいを感じます。

▪今後、青山地区委員会で行っていきたいことはあります
か？
参加人数に定員のない、誰もが参加できる活動を行いたいと考

えています。参加者一人ひとりが主役となり、参加者全員で何かを
つくりあげることのできる企画を行いたいと思います。一人でも多
くの子どもたちに、活動に参加してもらうことで楽しさを伝えられ
るようがんばっていきたいと思います。

●お問い合わせ／協働推進課 協働推進係　電話 03-5413-7272

赤坂・青山

地域の活動
地域で活躍している

方々 を紹介！！

　第24回
　中

な か え

江 兆
ちょうみん

民 （1847〜1901年）
　1種イ 第1号 24側 6番
武士の家に生まれ漢学と洋学を修行

兆民・中江篤助は、弘化４年（1847）11月
1日（一説には10月10日）、土佐藩の高知城
下山田町に武士の子として生まれました。幼
少より中国の古典を学び、さらに藩の開設し
た藩校文武館（のちに到動館に改称）に学んで、洋学にも関心を持ってい
ました。慶応元年（1865）には才能を認められて洋学修行のために藩の
留学生として長崎に旅立ちます。

２年間の長崎留学を終えた兆民は、慶応3年（1867）に後藤の援助で
江戸へ出ました。留学時代から学んでいたフランス語の上達ぶりはめざ
ましく、やがて兵庫開港の際にはフランス公使レオン・ロッシュの通訳官と
なり、京阪神方面で活躍します。維新と共に江戸に戻った兆民は、大学
南校（のちの東大）の大得業生としてフランス語講読を担当することにな
ります。
フランス留学でジャーナリストの基礎を培う

兆民は、大久保利通の援助によって、フランス法典研究の司法省留
学生として、明治４年（1871）12月にフランスに渡ります。 フランス滞
在中の兆民は、単に司法省から委託された法典の研究にとどまらず、自
ら『孟子』『文章規範』『日本外史』などの仏訳もしました。 そのときに
培ったものが、兆民の帰国後のジャーナリストとしての基礎をつくったと
いえるでしょう。

明治7年（1874）に、まる２年の留学を終えて、帰国してまもなく東京
外国語学校校長に奉職したり、元老院に勤務をしていましたが、しかし
いずれも短期の勤務で退職をし、その後、「仏蘭西学舎」を開設します。
仏学塾の経営の中で、兆民は多くの有能の士を育成しています。 自由
民権運動で活躍する小山非久之助、二葉亭四迷など同塾の出身で、こ
の塾で学んだ者の数は2000余名の多きにのぼったといわれています。
自由民権運動へデビュー、「東洋のルソー」と呼ぶ

兆民は、明治14年（1881）頃から西園寺公望と協力して新聞を発行
したり、塾から半月刊誌を発行して文筆活動を続けました。同誌は先進
的な西欧思想の紹介を掲載したり、兆民のルソーの『民約論』もこの同
誌の中で連載されていたので、世人の注目を浴びました。兆民が「東洋
のルソー」と言われるようになったのは、この頃からのようです。

兆民は国会開設の時期が迫ってくると、民主主義を唱え、民約憲法の
制定や普通選挙と一院制議会開設などを主張し、民衆の啓蒙に専念し
ました。彼は第一議会において憲法改正を実現するために、自ら本籍を
高知から大阪へ移し、第一回の衆議院議員選挙に立候補して、見事当
選をしています。

晩年の兆民は、咽喉ガンを患い、病床にあっても文筆活動を続け、評
論・随筆集である『一年有半』とナカエニスムと自らが名づけた彼独特の

唯物的哲学論ともいうべき『続一年有半』を完
成させました。
「兆民」というペンネームも、兆民の気質をよ

く表わしています。「兆民」は億兆の民という意
味で、徹底して民主主義たらんとした彼の信念
をよく表しています。 その信念を終始一貫して
持ち続けたところに「東洋のルソー」の面目躍如
たるものがあるといえるのではないでしょうか。
参考文献：『現代日本文學大系 2』（筑摩書房）、『日本の名著 
36』（中央公論社）、「中江兆民の研究」（岩波書店）出典：『現代日本文學大系	2』
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忘れておった。髪型と鼻が
「ア」、服のボタンは「カ」
「サ」「カ」、合わせて
「アカサカ」でござる。

　たくさんのキャラクターが集まって投票が行われたり、
お気に入りのキャラとして“追っかけ”されるなど、全国
で盛り上がっているご当地キャラ。 彼らには「地域を元
気にする」という大切な“使命”があります。
　ここ赤坂・青山でも、 赤坂親善大使のアユミン、 
アカサカメン、 アカオくんという3人のキャラクターが、 
さまざまなイベントに顔を出して、地域を盛り上げようと 
がんばっているのをご存じでしょうか？ またよくよく探し
てみると、ほかにもたくさんの仲間が見つかりました。
　今号は、そんな赤坂・青山にゆかりのあるキャラクター
たちを大特集。 身近なアイドルともいえるキャラクター
に触れて、笑って、みんな元気になりましょう！！

3人の活動の様子や出演予定はfacebookをチェック!!
「赤坂親善大使の3人が赤坂の魅力を発信！」
https://www.facebook.com/akasakashinzentaishi

私に会いに来てね
●出演予定などいけるちゃんの詳しい情報は… https://twitter.com/ikeru_chan
●いけるちゃんグッズに、ぬいぐるみが登場 ！
　グッズやラインスタンプ、出演依頼については、草月流ホームページを見てね。
　https://www.sogetsu.or.jp/

●イベント予定 TEPIA先端技術館 夏休みイベント（7/18～8/30）
 7月18日（土）…10代のロボットクリエイターチームTRYBOTSによる 

　　　　　　　トークショー＆ロボットのデモンストレーション
 7月19日(日)…「空力ボディ」実験教室
 8月4日（火）…「おかしな宇宙飛行士試験」
 その他にも、さまざまなプログラムがあるよ（※いずれも要事前申込）
 詳しくはHPを見てね　http://www.tepia.jp/exhibition/

●毎日、ツイッターで「今日は何の日」って
　つぶやいているよ。フォローしてね！
   https://twitter.com/tepian_today

●出演予定などフラおじさんの詳しい情報は…
　オフィシャルHP　http://hula-ojisan.jp/
　Facebook　https://www.facebook.com/hulaojisanofficial
　twitter　https://twitter.com/hulaojisan

●出演予定など郡上良良ちゃんの詳しい情報は…
　郡上市HP　http://www.city.gujo.gifu.jp/admin/detail/4837.html
　Facebook　https://www.facebook.com/gujorara

●フラおじさんがLINEスタンプに新登場！
●出演依頼は･･･
　いわき市商工観光部観光交流室観光振興課
　電話 : 0246-22-7477

一日警察署長に選ばれた女優の
菅井 玲さん。かわいいなあ。

赤坂親善大使　アユミン
　赤坂親善大使のリーダー「アユミン」よ。いろいろなイ
ベントに参加させてもらったので、もうお会いしたこと
があるかもしれないわね。でもまだ知らない人のために
ちょっとだけ自己紹介するわ。
　わたしはとっても好奇心旺盛なの。特にファッション、
スイーツ、グルメ、ショッピングが大好き。 密かに芸者
さんにもあこがれているの。ちょっと頭の上も見て！　実
は帽子が赤い坂（赤坂）になっているの。 シャレているで
しょ。それに背中には天使の羽もあるのよ。これからも
いろいろなところに顔を出すので、会いに来てくれるとう
れしいわ。そうそう、今年は初めて、ゆるキャラグラン
プリにエントリーするので、応援してね！

　赤坂親善大使
　アカサカメン

　ボクの名前は「アカサカメ
ン」。正義感がつよく、頑張り屋なんだ。みんなには

「まちの平和を守るヒーロー」なんて呼ばれている
よ。 ちょっと恥ずかしいね。 でも、交通安全や消
防、防災などのイベントには本当にたくさん参加し
ていて、みんなのことを見守っているんだ。たくさ
んの方に声をかけてもらって、一緒に写真も撮って
もらったよ。
　そうそう、ボクがつけている仮面は、赤坂の「A」
になっているんだよ。知ってた？　今年はボクたち
赤坂親善大使をもっともっとみんなに知ってもらう
ために、今まで以上にいろいろな活動を予定して
いるよ。街で見かけたら、気軽に声をかけてね。

   赤坂親善大使
  アカオくん

　拙
せっしゃ

者の名前は「アカオ」でござる。
皆には「アカオくん」と呼ばれておる。
よく年齢不詳と言われておるが、本
当のところは秘密にさせていただこ
う。拙者の趣味は赤坂散策。そ
れに街の歴史を調べるのが大好
きなのだ。古くから赤坂・青山にお
住まいの方に話を聞いたり、図書館や美
術館にもよく足を運んでおるぞ。それに
お祭りがはじまると血が騒ぐでござる。
　こう見えてわりと運動は得意で、ス
ポーツイベントにも参加しておる。これか
らもたくさんの人と交流し、赤坂・青山の
ことを学び、それを皆に伝えていきたい
と考えておる。よろしくでござる。

草月イメージキャラクター  いけるちゃん
　いけばなの魅力を伝えるために生まれた「いけるちゃん」です。みなさんよろしくね♡ 友だちいっぱい、
ガールズトークが大好きな竹の女の子なの。頭にお花をいけてくれる「てっしー」と住んでて、てっしー
がいつも頭にお花をいけてくれるのよ。花をいけるのが大好きなんだけど、自分の頭にはいけること
ができないの。いつか自分の頭に自分で花をいけることが夢なんだ～。
　ときどきジュニアクラスに遊びにいったり、いけばな展でお客さまをお迎えしたり。みなさんと一緒
に写真を撮って、喜んでもらえると、いけるもうれしくなっちゃう♡  ゆるキャラ 
グランプリ2014では84位にランキングできてとってもうれしかったの。今
年もエントリーしてるから応援してね。これからも、日本文化のいけばなと
草月流の魅力を伝えるために、がんばります！　10月のみなと区民まつりに
出演予定なので、遊びにきてくださいね！

毎日のワクワクを、あなたといっしょに咲かせたい

おもてサンド宣伝部長 たぬ   
　「たぬ」と申しますたぬ。 表参道周辺を紹介するWebサイト「おもてサンド」の宣伝部長たぬ
よ。 表参道エリアの非公認キャラクターとして、地元のためなら皮算用なしで一皮も二皮もぬぐ
たぬよ。 食いしん坊で地元のスイーツが大好き、とくに大福が大好物たぬ。 いつもたぬ語を話
して、鼻が伸び～る特技があるたぬ。 子どもたちはボクの鼻を引っ張るのがお気に入りたぬ。 
でもその時はやさしくしてほしいたぬ。 街の盆踊りやお祭り、おもちつきなどいろんなイベントで
子どもたちやお母さんたちに人気たぬ。ゆるキャラグランプリには2年連続でエントリーしたぬよ。 

Webアニメ「ももん'ずさんどういっち」にも登場してるから見てたぬ。夢
は紅白歌合戦出場と東京オリンピックの聖火ランナーたぬ。皆も応援し
てたぬ ！

地元のためなら一皮
脱ぐたぬ！

もっと本を好きになっ
てねー

たぬに会いに来てたぬね
●出演予定　青山高樹町町会 子ども会…8月下旬
　　　　　　金王八幡宮 例大祭…9月12日・13日
●マスコットやミニタオルなどのグッズも売っているたぬ。イベント予定など詳しいこと
　はホームページを見てたぬ。出演依頼の問い合わせも待っているたぬ。
　おもてサンド　http://www.omote-sando.info/

赤坂図書館児童担当   あかさかボン
　ぼくの名前は「あかさかボン」だよー。 みんなからは「ボンちゃん」って呼ばれてい
るよー。本好きなお友だちがたくさんたくさん増えるといいな～って思って、赤坂図
書館で小さなお友だち向けに月に一度、第2水曜日におはなし会をやっているんだ
よー。ちょっぴり恥ずかしがり屋で、あんまり人前に出るのは好きじゃないんだけど、
大好きな本の良さを広めるためにがんばっているよー。
　とにかく本が大好きなんだー。それに、ひとりが好きで、図書館の匂いがいちば
んの癒しなんだけど、時々、近くの保育園や小学校に出かけて行って、出張おはな
し会をやっているんだよー。好きな食べ物はバナナとポテチなんだぁ。ナイショだけ
ど、赤坂図書館の館長の座を狙っているんだー。ナイショだよー！

　本好きのお友だちができると、やっぱりお友だちっていいなって思うよー。 本好き
のお友だちがたくさんたくさんできればいいなって心の中ではいつも思っているけど、
なかなか表現が苦手なんだー。だからおはなし会に遊びに来てねー。 8月と9月にも
赤坂図書館でのおはなし会があるよー。ちょうど夏休みだから、みんなに会えるとい
いなー。それから、9月は小さなお友だち向けに、出張おはなし会もするよー。
みんなこれからもよろしくねー。

ぼくに会いに来てね
●出演予定
　おはなし会（3歳から5歳向け）【赤坂図書館】
　　8月12日（水）午後3時～3時30分まで　
　　9月16日（水）午後3時～3時30分まで
　出張おはなし会 【赤坂子ども中高生プラザなんで～も】
　　9月28日（月）（時間未定）
●赤坂図書館　南青山1-3-3 青山1丁目タワー3階
　　　　　　　電話 ： 03-3408-5090
http://www.lib.city.minato.tokyo.jp/j/akasaka.cgi

    赤坂小学校  赤いちょう
　子どもたちをやさしい気持ちにさせる、 赤坂小学校のアイドル 

「赤いちょう」だよ。赤坂小学校開校20周年を記念して、平成25年に誕
生したんだ。当時小学2年生の子が、赤坂の赤と校章のいちょうを足し
てデザインしてくれたの。全校児童の投票で、見事１位に選ばれたんだ。
　赤坂小学校は旧檜町小学校、旧氷川小学校、旧赤坂小学校の３校が
統合してできたから、靴には３本のラインが入っているんだよ。入学式で新入生をやさしく迎え
たり、全校の道徳授業でみんなをなごませたり、運動会でいっしょに応援したりと、校内の人気
者なんだ。赤いちょうがいると、みんなが集中して話を聞いてくれるって、先生たちにも喜ばれ
てるの。やさしい気持ちが受け継がれていくように、今後、６年生が家庭科の時間に赤いちょ
うストラップを作って、1年生にプレゼントしてくれるとうれしいな ！

学校みんなの人気もの！

TEPIA先端技術館 公式キャラクター  てぴあん
　ボクの名前は「てぴあん」。青山にあるTEPIA先端技術館で生まれたロボットだよ。
　ボクの燃料はミドリムシジェット燃料をはじめ、今、注目されている水素など、いろいろ
なハイテクを試しているんだ。ボクは好奇心旺盛で、つねに最先端にアンテナをはってい
るよ。日本の先端技術を伝えるために、クイズラリーに登場したり、博士と一緒にレポート
したり、大忙しなんだ！　TEPIA館内では、毎日、ワークショップ(予約制）も開催されてい
るから、遊びに来てね。夏休みにはスペシャルイベントもあるよ。
　そうそう、館内には3Dプリンターで作製されたボクがいるから探してみてね！

日本の先端技術のことは
まかせて！

郡上市マスコットキャラクター  郡
ぐ じ ょ う

上良
ら ら

良ちゃん　
　わたしの名前は「郡上良良」。昨年の3月、合併・市制施行10周年を記念して生まれたらら！  良良という名前
は、郡上市を流れる清流「長良

0

川」と「和良
0

川」からもらったらら。わたしのモチーフにもなっている長良川と和良
川の鮎は、「全国清流めぐり利き鮎会」でグランプリに輝いたブランド鮎。 胸には郡上市の「市章」、頭のかざり
は、郡上市の木「もみじ」と郡上市の花「こぶし」ららよ。
　今年も青山で開催された「郡上おどり in 青山」に参加させてもらったらら♪　アユミンちゃんと一緒に、楽しく
郡上おどりを踊ったららよ。 郡上市で開催される「郡上おどり」は江戸時代から続く伝統ある盆踊りで、毎年30
万人もの人が訪れてくれるの。(※他にも、郡上市は、水の郷百選にも選ばれている水路や、小京都と呼ばれ

る古い街並みなど、魅力がいっぱい！　食品サンプル発祥の地としても有名らら)
　赤坂・青山のみんなにも、もっともっと郡上市の魅力を知ってもらえるよう、これからも
郡上市のPR活動をがんばるらら。

いわき観光情報ナビゲーター  フラおじさん
　オレは、いわき観光情報ナビゲーター「フラおじさん」だぞ。いわき観光大使「見習い」にも任命されて、「いわ
きのステキなところをもっともっと皆に知ってもらいたい」「いわきに遊びに来て、楽
しい時間を過ごしてもらえたらうれしい」─そんな熱い気持ちを胸に、いわきの観光
PRに全力投球してんだ。趣味は、フラダンス、温泉巡り、競輪。いわきと言えば、「フ
ラガールが生まれた街」だな。フラガールに憧れて、最近、フラダンスを始めたんだげ
ど、いつでも練習できるようにフラの格好をしてんだ。「郡上おどり in 青山」には今
年も参加してて、青山にはたまに来んだげど、オシャレな街でオレにぴったりだな☆
　いわきの元気な姿や、いわきのステキなところを、全国、いやいや、世界に向けて
発信するために、がんばっぞ～！

いろいろなところに
顔を出しているよ
みんな会いにきてね！ 赤坂親善大使赤坂親善大使赤坂親善大使

赤坂交通安全のつどい 5月16日（土）

青山スポーツまつり  5月17日（日）

赤坂保育園「なかよしのひ」 5月20日（水） 防火・防災体験訓練 6月4日（木）

赤坂Bizタワー前で行われた「赤坂交通安全のつどい」に、赤坂の街を
守るヒーローとして参加してきたよ！　みんなに交通安全の大切さをPR
してきたもんね～。みんなも日々の交通安全を心がけてね！！

みなさんコンニチハ！　アカサカメンだよ。「第9回青山スポーツまつり」の会場、外苑
前・秩父宮ラグビー場へ行ってきたんだよ。

東京ミッドタウンで行われた防火・防災体験訓練に、アユミン、アカサカメンと一緒に参
加したぞ。当日は天気もよく、たくさんの人たちと防火・防災の大切さを学んだでござる。

5月の美しく晴れた青空に、グラウンドは緑
の芝生でいっぱい。気持ちいいな…。
武井雅昭港区長あいさつの開会式のあと、
早速、集まった子どもたちと手をつないでの

「ウォーミングアップゲーム」。見て見て！

会場にはたくさんの企業のブー
スが出ていたでござる。無料の
防災グッズが配布されていたぞ。

たくさんの子どもた
ちに囲まれて、拙者
も幸せでござる。

水消化器も体験したぞ。勢
いがあって、なかなかこれ
はよいでござる。

アカサカメンといっしょ
に起震車で震度7の地
震を体験したぞ。もしか
して怖がっているのか？

久しぶりに3人そろっての参加で、
なかなか充実した時間が過ごせ
たでござる。

グランドには、野球の
ヤクルトスワローズ
の元選手や、オヤ！ と
思ったら、つばみちゃ
んも。

広～いグラウンドのコーナーでは、
「ラグビー」や「サッカー」、「野球」
「屋外でヨーガ」などなど、子ども
も大人なも、みんな、それぞれに
スポーツを楽しんでいるんだね。

途中からはアユミン
も参加して、みんな
といっしょに遊んだ
んだ。

グラウンドの外で
もたくさんの子ど
もたちに声をかけ
てもらったよ。

たくさんの人といっしょにま
ちを歩いたんだ。みんなに
声をかけてもらったよ。

パレードの先頭には
騎馬隊も。りりしくて、
かっこいいなあ。

警視庁のピーポくんや、協賛企業のクロ
ネコくん、シロネコちゃんも一緒にイベン
トに参加したんだよ。

赤坂保育園で行われた「なかよしのひ」にサプライズ
ゲストとして、呼ばれたのよ！　子どもたちが大歓声
で迎え入れてくれて、とってもうれしかったわ。実は
私、子どもにとっても人気があるのよ～！

子どもたちとふれ
あう姿が「かわい
い」って保育士さん
に言われたわ！

子どもたちからの質問コーナー
は、いろいろと私の秘密を教えて
あげたのよ。ちょっぴり恥ずかし
かったけど、保育士さんがフォロー
してくれて、とても助かったわ！

IWAKI観光大使
見習い

わたしといっしょに

踊ろうらら

オレに会いに
きてくんちぇ

わたしに会いに
来てらら

遊びにきてくれたぐんまちゃんと

仲良しのたかたのゆめちゃんと

運動会でがんばったんだよ

赤坂一ツ木チャリティワゴンセー
ルにも出たことがあるんだぞ

「郡上おどり in 青山」で、
アユミンちゃんといっしょ
に踊ったらら

ボクに会いに
来てね

商店街友好都市

友好交流協定

ウラ面も
チェック
すべし


