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赤坂・青山

地域の活動
地域で活躍している

方々 を紹介！！

青山外苑前商店街振興組合（以下：組
合）は、地域の活性化、環境美化活動
等に取り組んでいます。平成25年に
創立20周年を迎えました。

▪いつからこの仕事に関わり始めましたか？
　約17年前です。

▪関わったきっかけは何ですか？
　組合の役員会に参加したことがきっかけで活動を知り、お手伝い
が少しでもできればと思い、活動に関わり始めました。

▪青山外苑前商店街振興組合の主な活動は何ですか？
　５月のスポーツまつり、６月の郡上おどりin青山、10月の青山まつ
りの３つが年間を通じての大きな活動です。
　スポーツまつりではスポーツ講師との調整、郡上おどりin青山で
は櫓（やぐら）や会場設営、青山ま
つりでは新しい企画の考案と各イ
ベントで活動内容が変わります。
　準備は、各イベント実施の５か月
前から組合のみんなで手分けをし、
協力しながら取り組んでいます。

▪大変なことは何ですか？
　自営業と組合の活動の両立です。外部講師や企業さんと関わり
もあるので、日中に組合の打合せが開催される場合もあります。そ
の時は自分の仕事時間を前後に移動させることで調整し、打合せに
参加できるよう時間調整を行っています。時間調整が上手くいかな
いこともあり、そのやりくりが大変です。

▪やりがいは何ですか？
　自分たちが行ったイベントへ多数の集客があったり、自分たちの
行っている事業が街に浸透してきたりするとやりがいを感じます。
また、イベント実施の際、各商店の来客数が増加するなど、目に見え
る成果が上がると組合として嬉しく感じます。

▪これからの目標は何ですか？
　これから先は、オリンピック需要に頼らない事業の展開を考えて
いき、最終的には「スポーツの街・青山」というものが地域に根付い
ていくといいなと思っています。

▪何かこのコーナーを読んでいる方々へ、
伝えたいメッセージはありますか？

　組合では、年間を通じて上記の３つのイベント以外にも様々なイ
ベントを行っています。各イベントは、組合のホームページや掲示板
等で周知していますので、ぜひみなさんも参加していただければと
思います。また、青山外苑前商店街振興組合への加入も随時受付け
ております。

●問合せ／協働推進課 協働推進係　電話 03-5413-7272

●問合せ／赤坂消防署　電話：03-3478-0119
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-akasaka

『この電話は振込め詐欺被害防止のため録音されます。』
と案内があり、通話が録音されます。

　急な病気やケガで、「今すぐ病院に行った
ほうがいいのかな？」など迷ったことはあり
ませんか？そんな時は「東京消防庁救急相
談センター」をご利用ください。医師・看護師等の相
談医療チームが、２４時間・年中無休で対応します。

　赤坂消防署は、平成２８年７月１日に開
署９０周年を迎えました。今後も「日本一
安全なまち　赤坂・青山」をスローガンに、
地域の皆様とともに頑張っていきます。

　第29回
　髙峰譲吉（1854～1922年）
　1種ロ 第15号3側4番

現代の医療を支える大発見
　「アドレナリン」という言葉を誰も
が耳にしたことがあるのではないで
しょうか。アドレナリンは、昇圧剤や止
血剤として、今でも外科手術には欠
かせない物質です。1900年の夏、髙峰譲吉は世界で初めてアドレ
ナリンの抽出に成功しました。この発見は、世界の医学・薬学界に多
大なる貢献を果たしたのです。

幼き頃から勉学に励む
　髙峰譲吉は、嘉永7年（1854年）に現在の富山県高岡市に生まれ、
翌年に移住した石川県金沢市で幼い時期を過ごしました。祖父も父
も医者の家系で育ち、両親からは実学的なエリート教育を受け、その
才能を幼い頃から開花させていきます。12歳で留学生として選出さ
れ長崎で英語を学び、のちに大阪医学校でドイツ人のリッテル博士
から化学を学んだことがきっかけで化学への志を抱くようになりまし
た。熱心に勉学に励み、化学だけでなく、語学にも堪能な努力家な青
年だったといいます。その後、工部大学校（現・東京大学工学部）に進
学し、応用化学科第一期生の首席として卒業します。

日本を飛び出し新しい視点へ
　そして舞台は世界へと移り、3年間のイギリス留学の中で応用化
学の勉学にさらに励みます。帰国後は農商務省工務局で勤務し、そ
こでアメリカで開かれる国際博覧会への長期出張を命じられます。
その博覧会で「燐鉱石」と出会い、人造肥料に着目したことがその
後の譲吉の人生の転機となりました。

挫折があったからこそ、成果がある
　帰国後、農商務省を退職し東京人造肥料会社を設立、日本の肥料
工業の先駆けとなる人造肥料生産に尽力します。その傍ら、日本の
麹菌によるアルコール醸造法をウイスキー製造に応用する技術を
開発し、多大なる評価を得ます。このことがきっかけでアメリカに招か
れましたが、地元業者の妨害に遭い挫折を経験するのです。
しかし、この挫折は譲吉に新たな大発見をもたらしました。醸造発行
技術の過程で「タカジアスターゼ」という酵素を発見するのです。こ
の酵素は胃腸の調子を整える医薬品として今でも使われています。
この発見で足場を築いた譲吉はニューヨークに小さな実験室を作り
ます。そこで牛の副腎から「アドレナリン」の抽出に成功します。これは
世界で初めての偉業でした。この二つの発見によって、譲吉はアメリ
カで揺るぎない地位を築き、特に醸造発酵技術の発展に貢献したこ
とから「バイオテクノロジーの父」と呼ばれるようになりました。

次へと繋ぐ原動力
　その後は自身の発見発明を事業に結び付けていき、実業家・企業
家としても活躍していきます。また、様々な功績で得た巨額の富は、
日米親善、民間外交に惜しみなく投じたといいます。譲吉の一生は
実に探究心に溢れたものでした。自身の発見を次へ次へと活かす
姿勢、譲吉を突き動かすその探求心の深さこそ、現在にも名の残る
ゆえんでしょう。

　徳川吉宗公将軍就任300周年記念事業として、「赤坂氷川祭」の山
車巡行に附け祭りとしてお囃子、木遣、手古舞などを加えて巡行を華
やかにします。
　また、江戸時代から奇跡的に残り全国的にも貴重な【赤坂氷川山車】を
展示します。

 地域の防災意識の啓発、防災力の向上に努め、災害発生時には避難
誘導・救助にあたる人となる「防災士」の資格を無料で取得できる講座
です。事前に教材で自宅学習していただいた後、全２日の講義を受け、
２日目の試験に合格すると、防災士の資格を取得できます。

詳しくは、９月２１日発行の「広報みなと」掲載記事をご覧ください。

今年もゆるきゃらグランプリに
エントリーしました！

一日一回投票お願いします！

投票ありがとうございます！
1日1回投票できます。
明日も投票お願いします！

投票方法はこちらをご覧ください。
PC・タブレット・スマートフォンからの投票にはID登録が必要となります。
2016年以前に登録された投票IDは使用できませんので、再度ご登録をお願いします。

●問合せ／防災危機管理室 防災課 地域防災支援係
　電話 ： 03-3578-2111

●問合せ／協働推進課　地区政策担当
　電話 ： 03-5413-7013
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「世界キャラクターさみっとin羽生」
11月19、20日に埼玉県羽生市で開催される「世界キャラクターさみっとin羽生」に赤坂親善
大使が参加することになったのよ！みんな応援よろしくね♪

●問合せ／警視庁赤坂警察署 生活安全課 防犯係
　電話 ： 03-3475-0110 （内線2162・2612）

東京消防庁
救急相談センターのご案内

赤坂消防署
開署90周年

この自動通話録音機の設置をご希望の方は、
赤坂警察署までご連絡ください。

青山外苑前商店街
振興組合副理事長
横田 尚彦 さん

赤坂警察署からのお知らせ赤坂地区総合支所からのお知らせ赤坂地区総合支所からのお知らせ

赤坂消防署からのお知らせ

自 動 通 話 録 音 機
オレオレ詐欺撃退にー

があります

平成27年中、都内のオレオレ詐欺等
特殊詐欺の被害約67億円

参考文献 ： 「高峰譲吉の生涯～アドレナリン発見の真実～」著者：飯沼和正・菅野富夫　出版：朝日新聞社
 「日本科学の先駆者　高峰譲吉～アドレナリン発見物語～」著者：山嶋哲盛　出版：岩波書店

徳川吉宗公300周年事業
～赤坂氷川山車の展示と附け祭り～赤坂親善大使を

みんなで応援しよう！

（発行部数 24,500部）

赤坂親善大使
アユミン

再生紙を使用しています

12月3日（土）・12月４日（日）
港区内の地域防災活動に協力していただける
区内在住者で全２日の講座に参加できる方 
100名（抽選）
無料
ラーニングスクエア新橋（新橋4-21-3新橋東急ビル6階）
９月２１日（水）１４:00～１０月１０日（月）１７:00

講座開催日

対　象　者

定　　　員

費　　　用

会　　　場

申 込 期 間

●問合せ／赤坂地区総合支所協働推進課協働推進係
　電話 ： 03-5413-7272

●日時 ： 平成28年11月６日（日） ９:30～11：30
●場所 ： 港区立青山中学校

●対象者 ： どなたでも
●日　時 ： 9月17日（土）13：00～18：00　9月18日（日） 9：00～17：30
●場　所 ： 氷川神社及び赤坂一帯
●申込み ： 当日直接会場へ
●問合せ／
　赤坂地区総合支所協働推進課協働推進係
　電話 ： 03-5413-7272
　徳川吉宗公300周年事業実行委員会（氷川神社内）
　電話 ： 03-3583-1935

　親子や友人同士、思い思いのコスプレを披露しながら赤坂の商店街
でスタンプラリーを楽しみます。赤坂の街を巡るスタンプラリーでは、
地域住民との親睦や赤坂の歴史文化に触れる機会もあります。ゴール
の赤坂区民センターでは、なりきりコスチュームコンテストを行います。

　赤坂に在住、在勤、赤坂ファンのみなさん、どれだけ赤坂のことをご
存知ですか?
　2020年のオリンピツクに向けて、多くの観光客や外国人が赤坂を
訪れ、宿泊したり、飲食をしたりする機会が増えると予想されます。そ
んな時、お客さんに気軽に街の歴史や観光スポットを説明できたら、
何にも変えがたい〝おもてなし〟になるのではないでしょうか。街の人、
みんなが、赤坂の歴史や観光スポットを紹介出来るように、「みんなが
街ガイド」養成講座を開催します。赤坂の街の魅力を再発見するため
に、是非、ご参加ください。

　赤坂地区総合支所管内各学校とオースト
ラリアは毎年交流を行っており、今年度も
管内各学校交流を予定しています。
　赤坂地区総合支所は、地域の活動を支援
し、地域を盛り上げるため、また、赤坂地区
国際交流にさらなる相乗効果（地域情報発
信の強化等）をもたらすため、国際交流イベ
ントを実施します。

●日　時 ： 10月27日（木）スタンプラリー 16：00～16：45（予定）

●場　所 ： 赤坂エリア　集合：浄土寺　解散：赤坂区民センター
●申込み ： スタンプラリー及びコンテストについては
　　　　　参加申込み制（区民以外も可）
●問合せ／赤坂区民センター　電話 ： 03-5413-2711

●日　時 ： 10月11日（火）
●時　間 ： 第１部 16:30～17:30（予定）
　　　　　第２部 18:00～20:00（予定）
●参加者 ： どなたでも　●参加費 ： 無料
●場　所 ： 赤坂区民センターホール 赤坂4-18-13
　　　　　赤坂コミュニティーぷらざ３階

　2011 年、アークヒルズ 25 周年を機にはじまったアークヒルズ音
楽週間は、都市文化を楽しむライフスタイルを提案する「アークヒル
ズ」と、開館以来、世界の音楽芸術に触れる機会を創造している「サン
トリーホール」が、音楽をより多くの方に身近に楽しんでいただくこと
を目的にスタートした音楽イベントです。
　昨年は、アークヒルズ及び周辺エリアの合計 18 施設で 74 公演
展開し、1 万名を超えるお客様にご参加いただきました。
6 回目となる今年はアークヒルズ 30 周年を記念し、期間を１週間拡
大して2週間に渡り開催します！
　メインコンセプトである、“音楽がであう。音楽にであう。” が示す通
り、開催期間中、街の様々な場所で音楽が奏でられる、そんな2週間
を創出します。 
　特別な年である今年は、音楽の都ウィーンを代表するオーケストラ
「ウィーン・フィル」のガラ・コンサートを特別にアーク・カラヤン広
場でライブ・ビューイングするほか、街を舞台に、音楽を通し年齢や
国籍を越えた様々な人々が交流できるプログラムを展開いたします。
みなさま、是非アークヒルズ音楽週間に足をお運びいただき、お楽し
みください。

港区政70周年記念助成対象事業
赤坂 街ぐるみ親子コスチューム・コンテスト

港区政70周年記念助成対象事業
みんなが街ガイド養成講座受講生募集!!

港区赤坂地区総合支所 地域情報国際化プロジェクト

サッカー日本×オーストラリア戦を
一緒に応援しよう！

文化交流でお互いの国を理解し、スポーツ交流で
「アークヒルズ音楽週間2016」開催！！

商店・企業・街のお仲間など５人以上集まれば講師が講
義に出向きます。
参加費：500 円　テキスト：500 円

すでに上記のクラスを終了した方、ある程度赤坂の歴史
やスポットについてご存知の方やもっと赤坂のことを知り
たい方を対象に中級コースも設定いたします。
テキスト代：500 円（各回講座で使用）

上記の授業終了者対象。上記授業のスポットを歩きます。
土曜日午前中２時間。日時は別途設定。
参加費：一人 500 円

偶数月の第４木曜日（12 月のみ第２木曜日）
昼コース・14:30～ 16:00
夜コース・18:30～ 20:00
参加費：500 円　テキスト：５00 円　場所：氷川神社

代表：西　勇治（赤坂青山町会連合会 名誉会長）
107-0052 港区赤坂８-10-30-310 西勇治方　

電　  話：03-3403-7439（西） 　090-4097-6304（日野）
Eメール : yuji-24@jcom.zaq.ne.jp （西）  YQL05371@nifty.com （日野）

　赤坂地区総合支所では、首都直下型地震の発生を想定し、震災下で
必要となる適切な対応力を身につけるために、毎年、港区総合防災訓練

（赤坂会場）を実施しています。
　今年度の訓練では、「自分たちのまちは自分たちで守る」という地域の
皆さんの防災意識の高揚を図るため、体験型の訓練を予定しています。
　近所の皆さんをお誘いの上、ぜひご参加ください。

港区総合防災訓練（赤坂会場）のお知らせ

ID登録をする（初回のみ）
ID登録済みの方

「entry@vote.yurugp.jpへ空メールを送る」

〈エントリーNo.997〉赤坂親善大使「アカサカメン」「アユミン」「アカオくん」

https://www.facebook.com/akasakashinzentaishi/

・・・
・・・・・・・・・・・・

へ
へ

防災士養成講座

※一般財団法人 自治総合センターは、宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニ
ティ活動に必要な取組み等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・
強化を図っています。徳川吉宗公 300周年事業は、宝くじの助成金で実施します。

赤坂が歴史のある街、魅力のある街であることをご紹介します。

まずは公式サイトへ！

ゆるきゃらグランプリ

赤坂親善大使

はじめて投票する方は ID登録をします

赤坂親善大使に投票してください！ 港区政70周年記念助成対象事業
赤坂歴史探訪

●対象者 ： どなたでも（定員：150名）
●日　時 ： 9月10日（土）10：00～10：40　●場　所 ： サン・サン赤坂

●期　間 ： 2016年10月1日（土）～15日（土）
●会　場 ： アーク･カラヤン広場、サントリーホール他
●主　催 ： サントリーホール、森ビル株式会社　●後援 ： 港区

●対象者 ： お電話での申込み者のみ（定員：各回50名）
●日　時 ： 9月10日（土）14：00～15：30
　　　　   9月11日（日）10：00～11：30、12：30～14：00、14：00～15：30
●内　容 ： 江戸型山車人形9体の展示、徳川家の朱印状や海舟の
　　　　　掛け軸などの展示、江戸の祭礼についての講演
●場　所 ： 赤坂氷川神社　●費　用 ： 参加費500円

❶ID登録ページに移動します

❷空メールの送信

　をクリックしてメールを送信する
❸「ゆるキャラグランプリID登録」という件名のメールが届きます
❹届いたメールに書かれたURLにアクセスする
❺パスワードを設定して登録完了

❶「赤坂親善大使」を探す

❷Step2で登録したメールアドレスとパスワードを入力して投票する

●対象者 ： お電話での申込者のみ（定員：400名）
●日　時 ： 9月17日（土）10：00～11：30
●内　容 ： 和歌山市長と松平健氏との対談
　　　　　講演「徳川吉宗公と赤坂の祭り」　滝口 正哉氏
●場　所 ： 赤坂区民ホール
●問合せ／NPO法人赤坂氷川山車保存会（氷川神社内）
　電話 ： 03-3583-1935（受付時間10：00～17：00）

●問合せ／森ビル株式会社　電話 ： 03-6406-6663

●問合せ／赤坂地区総合支所協働推進課協働推進係
　電話 ： 03-5413-7272

Step 1

Step 2

Step 2
Step 3

Step 3

検索

アカオくん アユミン アカサカメン

投票開始 ： 2016年7月22日　投票終了 ： 2016年10月24日

ゆるキャラ○グランプリ2016に出場中のR

　赤坂の魅力を発信する、マスコットキャラクター「赤坂親善
大使」がゆるキャラ○グランプリ2016にエントリーしました！R

❶ゆるキャラ○グランプリ2016の公式サイトにアクセス！

❷トップページ左側の「投票はこちら」をクリック！

R

出前授業

第１部 【文化交流イベント】　
★赤坂中学校・青山中学校発表　　　
地域の中学生によるオーストラリア訪問体験発表を通じ、
オーストラリアに対する理解を深めます。
第２部 【スポーツ交流イベント】　
★サッカー日本×オーストラリア戦パブリックビューイング
両国を一緒に応援し、試合後は健闘を称えあい、国旗と共
に記念撮影を行います。

内　容

固定講座

街歩き

習熟別
クラス

開催概要

参加者には
防災グッズを
差し上げます

第一弾 勝海舟と坂本龍馬師弟像 除幕式

第二弾 江戸の祭りと社宝展

第三弾 徳川吉宗と赤坂

プレイベント 17：30～（予定） コンテスト 18：00～（予定）

詳しくは、
赤坂氷川祭

ホームページへ

※時間・内容は予定です。詳細は決まり次第、区掲示板やHP等で
　お知らせします。

vol.

11

スポーツまつりの様子

平成27年度国際交流イベントの様子

※区民ホールにて実施

　　

内　　容

病気やけがの緊急度や受診する科目をパソコンや携帯電話などで確認できる
「東京版 救急受診ガイド」のサービスを東京消防庁ホームページで提供中

携帯電話
こちらから

は
スマート
フォンは
こちらから

※冊子版「東京版救急受診ガイド」でも確認できます。詳しくは最寄りの消防署まで

病院へ行く？救急車を呼ぶ？急な病気やけがで迷ったら

電話での
ご相談は # 7 1 1 9救急相談センター

東京消防庁

救急受診ガイド東京版
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　雅楽と言う言葉を聞いたことはあるけれど、その実体を正確に理
解している人は少ないでしょう。正月に宮内庁で行う特別な催し物、
つまり別世界の事である、といったイメージを持っているかもしれま
せん。はるか昔、6世紀、大陸から様々な文化とともに日本にやってき
た音楽は日本古来の歌や舞と融合し、独自の雅楽となりました。鳳凰
が羽を休めている姿に似ていることから鳳笙とも呼ばれている楽器、
笙、旋律を担うたて笛、篳篥、空間を舞う龍の鳴き声を表す龍笛と
いった吹物をメインに琵琶、筝、太鼓などで構成される雅楽は世界最
古のオーケストラと言われ、宮中や武将の間で愛されてきました。あ
まり馴染みの薄いこの伝統文化をもっと気軽に楽しもうと10年前初
心者が集まり、雅楽サークルは始まりました。年齢も職業もバラバラ
な会員の中にはある程度音楽の知識のある人もいたのですが、雅楽
の楽器に触るのは初めてと言うのがほとんどだったそうです。現在、
氷川神社のお祭りのほか、神社の神前結婚式などで演奏しており、今
年の氷川祭では9月11日（日)、17時30分から特設ステージを設け、
赤坂氷川混声合唱団と出演する予定です。その際は雅楽の正装、直垂
を着用し、かがり火を焚いて幻想的な空間を演出していきます。
　現在、後述の茜囃子
会と同様、一緒に演奏
してくださる仲間を募
集しています。悠久な
る天平の音色をご自分
で奏でてはみません
か。興味のある方は赤
坂氷川神社のサイトを
是非ご覧ください。

日本財団
ランチタイムコンサート

ブルーノート東京

氷川神社雅楽サークル

サントリーホール

Swing赤坂

月並ライブ

ＡＳＨＩＭＩＺＵ／風鈴彩祭
美しいアリアに耳を傾ける、ロビーいっぱいの聴衆

楽隊の制服もみどころの１つ 大勢の聴衆で賑わいます

ピアノ演奏者 谷川瑠美さんとソプラノ歌手 小澤美咲紀さん

芸術の秋。赤坂青山には音楽を楽しむことができるたくさんの企画があり
ます。今号では「気軽に楽しめる」「本格的に楽しめる」「自分で演奏して
みたい」「音楽にまつわるイベント」というテーマで取材しました。

　あのサントリーホールで、楽器の王様パイプオルガン（以下オルガ
ン）の演奏がたっぷり30分聴けて、しかも無料！コンサート当日、
ホール前のカラヤン広場に長蛇の列ができるのも頷けます。25年
前、サントリーホール開館5周年の時にオルガンプロムナードコン
サートはスタートしました。オルガンをもつホールがまだ少ない中、
「世界最大級の壮麗な響きを広く皆様に楽しんでいただきたい」との
思いから実現しました。
　月に一度のコンサート、体験してみました。大ホール前面いっぱい
に重厚な趣でたたずむパイプオルガンを演奏するのは女性オルガニ
スト。力強い旋律に、一瞬で外の喧騒を忘れます。5898本ものパイ
プから響きわたるサントリーホール独特の美しい音のシャワーを身
体いっぱい浴びた気分になりました。このオルガンコンサートを企画
運営する安孫子さんにおすすめの席を伺うと「どの席でも響きは均
一に良く設計されています。オルガンの真正面の２階席が最も迫力
があるかと思います。コンサートチケットを買うときの参考に、月ご

とに毎回違う席で聴き比べをする方もい
らっしゃいます」。
　また、オルガンを直近に見ながら説明
を聞いたり、楽屋などを巡るバックス
テージツアー（事前申込み・抽選制）がコ
ンサート当日の演奏
前にあるので、オルガ
ンの知識を深めてか
ら聴きたい方や、演
奏を聴いて興味を
もった方に是非おす
すめします。

5898本の手作りパイプの迫力ある
響きを是非体感していただきたい

　2001年から開催されているこのランチコンサート。公募により採
用された音大生等の若手音楽家が、毎回多数の聴衆（リピーターも多
いとのこと）を前に、瑞々しい音楽を披露しています。「若手演奏家へ
の発表機会に加え、地域の方への音楽鑑賞機会の提供という趣旨で
開催しています」と日本財団ご担当の神谷さん。内容はクラシックが
多めですが、これから新機軸も考えていきたいとのことでした。
　近隣にお勤めの方はもちろん、地域住民の方、子ども連れの方も大
歓迎だそうです。身近な場所で気軽に音楽鑑賞を楽しめる贅沢、ぜ
ひ味わってみませんか？

　表参道駅から徒歩10分、ブランドショップが並ぶ街の一角に、ジャズ
クラブ「ブルーノート東京」はあります。重厚なドアを開いて一歩入る
と、そこは都会の真ん中である事を忘れるような異空間でした。
1988年の開店から、一度の移転を経て、現在まで。青山でジャズの
聖地として愛されるブルーノート東京とは、どんな所なのでしょうか。
勤続13年のスタッフ、原澤さんにお話を伺いました。
　「まず、ニューヨークにある本店との違いは、広さが倍以上あるこ
とです」。キャパが大きいので、ジャズだけでなくポップスやロック、そ
れにアフリカや南米、アジアなど、世界各国の代表的なアーティスト
を招く事が出来るそうです。
　同じように音楽が聴けるコンサートやライブハウスとの一番の違
いは、「ブルーノートがライブレストランだということ」。飲食店の顔
も持っている為、音楽ファンのみならず、記念日や誕生日、さらにはた
またま立ち寄ったという人まで、良い意味でハードル低く利用できる
のだそうです。最近では、一人で楽しみに来る方も多いのだとか。加え
て、「お客様とステージの距離が近いので、一体感が味わえます」。来
場者が音楽空間の一部になれる事も、ライブレストランならではの
魅力のようです。
　レストランメニューは「公演毎に、アーティストをイメージしたオリ
ジナルカクテルを作ります。アーティストとコラボしたお料理を提供
することもありますよ」。アルコールだけなら、チケットを持っていな
い人でも入れるバーで楽しむ事ができます。
　また、普段は入れない18歳未満の子どもや、気軽に来店できない
学生の為に、子ども向けイベントや学割サービスもあるそうです。
　最後に地域の方へ、こんなメッセージをいただきました。
　「青山に店を構えたのは、この地に根付い
た文化的ベースに魅力を感じたから。約30
年前にこの地を選んだ事は、我々にとって正
しい選択でした。そしてこれから先も、この
地にブルーノート東京があってよかったと、
地域の方が思って下さるようなお店を目指し
てまいります」。

時間
電話

　　　赤坂1-13-1　　　　☎ 03-3505-1001

　　　南青山6-3-16 ライカビル
　　　☎ 03-5485-0088
　　　月曜日～金曜日 17:00～24:00
　　　土・日・祝日 15:30～23:00

住所

緑に囲まれた教会。教会内の休憩スペース
からも窓の外にたっぷりの緑が楽しめます

アンティークのパイプオルガンのすぐ傍に座れる席
もあります。気分は中世ヨーロッパにタイムスリップ

牧師の井上創さん。
ゆっくり、じっくり、丁
寧にお話ししてくだ
さる声に癒されます

ブルーノートへの愛を熱く
語ってくれた原澤美穂さん トップアーティストが連夜繰り広げる渾身のプレイ

青山を代表する音楽スポットとなった
ブルーノート東京

海外のライブハウスに来たかのような
雰囲気が味わえる店内

　三日間に渡り、夜の赤坂が音楽の街に変身するこの
“Swing赤坂”。
　メインステージの浄土寺をはじめとしたミュージシャン
の演奏ステージが、街の各所に設けられ、主催の赤坂商店
街協議会の皆さんが出される屋台の食べ物をほおばりな
がら、音楽鑑賞が楽しめてしまいます。もちろん入場無料。
近隣在住・在勤の方だけでなく、遠方からジャズファンの方
も訪れます。また、今年も氷川山車の
宵宮巡行が同日に行われる予定です。
　都会的な赤坂に存在する「地縁」が
感じられもするこのイベント、未経験
の方はぜひ、今年の参加をお勧めし
ます！ 

　赤坂の意外な場所でお箏の生演奏が聴ける場所があります。ミカ
ワヤビルの２階、貸会議室の空間を利用して、毎月第三木曜日お箏の
演奏会を催しているという高市雅風先生。「お箏の最大の魅力は音
色。生の音を気軽に聴いていただきたいんです」と優しい笑顔で語っ
てくれた先生。敷居が高いように思われがちなお箏だが、「入口は難

しくない楽器なんですよ。もしご興味のあ
る方はお箏の演奏を聴くところから一歩踏
み出してみてくださいね」とのこと。月並
ライブ以外にも様々な活動をしてお箏の
魅力を伝えている先生。まずは月に一度、
お箏の美しい音色に癒されてみてはいか
がでしょうか。

　季節ごとに様々なイベントを開催している東京ミッドタ
ウン。今回は夏に開催されていた「ASHIMIZU」と「風鈴
彩祭」を振り返ります。
　東京ミッドタウンのミッドタウン・ガーデンを流れる小川に
足を浸して涼を取るイベント「ASHIMIZU」。水の流れる音や
蝉の声、高い所で葉擦れの音、刻一刻と変わる空を横切って
飛ぶ鳥の羽ばたきなど、涼を取りながら様々な自然の「音」も
楽しめるイベントでした。
　日本各地の伝統的な風鈴の音色を楽しめるのが、館内の装
飾「風鈴彩祭」。焼き物や石、炭、樹脂など、素材の違いによって
異なる風鈴の音色は、懐かしくて新しい、日本の風物詩です。
　今年の夏のイベントでは素敵な「音」に出会えました。
また新たな季節に「音」を探してみたいものですね。

　9月15日（木） ／ 10月27日（木） ／ 11月24日（木） ／ 12月15日（木）

住所
時間

電話

次回コンサートのお知らせ

　　　赤坂1-13-1 サントリーホール大ホール
　　　12：15～12：45（12：00開場）
　◉入場無料◉予約不要◉大ホール内での昼食不可◉就学前のお子様連れの
　方は小ホール大型スクリーンで鑑賞◉バックステージツアーの詳細はWebで
　　　サントリーホールチケットセンター　☎ 0570-55-0017

住所
時間
電話

　　　赤坂6-1-20 国際新赤坂ビル 西館地下1階サンクンガーデン
　　　12：10～12：50 ※雨天中止
　　　国際新赤坂ビル管理事務所　☎ 03-3589-3160

　　　赤坂1-14-3　　　　12:30～12:55
　◉入場無料◉予約不要◉礼拝堂内での昼食不可◉子ども連れでのご来場歓迎
　　　☎ 03-3583-0403

　　　赤坂1-2-2 日本財団ビル 1Fロビー　　　　12：10～12：50
　◉入場無料◉予約不要◉昼食持ち込み可◉子ども連れでのご来場歓迎
　　　日本財団ランチタイムコンサート係　☎ 03-6229-5111（代表）

住所 時間

電話

　　　赤坂2-10-14 ミカワヤビル2階　　　　☎ 03-6426-5995
　　　　　　　　 9月15日（木）12:20～12:45
住所 FAX

住所 電話

今後のイベント

電話

サントリーホール オルガン
プロムナードコンサート

　緑に囲まれた静かな曲がり角を抜けると、そこに霊南坂教会はあり
ます。「教会で行うコンサートならではの癒し、励ましの想いを届けた
いという気持ちで行っています。」と牧師の井上創さんはお話ししてく
ださいました。気軽に足を運んでいただけるようにと、お祈りや聖書の
朗読などはあえて行わないのだそうです。コンサートはパイプオルガ
ンを基本として、日によってオーボエや声楽などと組み合わせて演奏
されます。一階席はすぐ手の届くような近さにパイプが並びます。ま
たオルガニストの指使いを間近に見ることが出来、両手両足の全てを
使って無数の鍵盤が叩かれると、瞬時にパイプが呼応し音が鳴りま
す。まるで何人もの演奏家がそこに居て、様々な楽器を使い分けなが
ら音を奏でているように、曲ごとに音色や強弱が変わります。しかし微
かにパイプがペコッ、ポコッと音を立てるのが聞こえると、本当に鍵盤
の一つひとつから繰り出されている音なのだということがよく分かり
ます。この近さならではの発見です。二階席もあり、そこには以前に使
用されていたアンティークのパイプオルガンが腰を下ろし、現役のパイ
プオルガンと向かい合っています。高い天井、ゆったりとひとときを過
ごし、ホールの外に出ると、ステンドグラスの窓から柔らかな光が差し
込んで、自然と穏やかな心持ちに。専属のオルガニストは４人ともこの
教会の教会員で、歴代のオルガニストたちと一緒に礼拝の奏楽を担当
してこられました。音と想いが受け継がれていることも、“癒しと励ま
し”を感じられる理由なのかもしれません。

　1985年に今の地に移る前は、現在のサントリー
ホール前の噴水の位置に教会があり、今はその噴水
の奥の壁に、アークヒルズ開発当時の牧師が選んだ
聖書の言葉が刻まれているとのことで、そこまで歩い
てみることに。その日のあいにくの雨が、かえって生
い茂る緑をしっとりとさせ、森林浴の絶好の散歩コー
スに早変わり。外に出るのが億劫な気分の日こそ足
を運びたい、チャペルコンサートです。

霊南坂教会
水曜チャペルコンサート

　この秋、赤坂の地で30年の節目を迎えるサントリーホール。世界に
誇る最高品質のコンサートホールを身近に感じたく、広報の竹本さん
を訪ねました。
サントリーホールの魅力って何ですか？
　「世界一美しい響き」を目指したい！大のクラシック音楽ファンの初
代館長佐治敬三氏の熱い想いを受けて建設されたサントリーホール
は、設計に際し深く関わった世界的指揮者、故カラヤン氏も感動して
「まるで音の宝石箱のようだ」と感想を述べたといいます。その秘密は
ヴィンヤード（ぶどう畑）形式というホールの形状。ステージを太陽に見
立て、全2006席がぶどうの段々畑のように太陽に向くように設置され
ているため、ステージから発する音の響きはどの席にも降り注ぐように
なっているのです。この形状は演奏者と聴衆が近く感じられ、一体と
なって素晴らしい音楽体験を共有できるのです。
大ホールの中のこだわりは？
　木のぬくもりです。木をふんだんに使うことによって、視覚的にも
音響的にも温かさを感じていただけます。母体がお酒の会社ですか
ら、壁面にはウイスキーの貯蔵に使われるホワイトオーク材を使って
いるんですよ。客席の座面はワインレッドのぶどう柄生地を張り、
ゆったりと座って演奏を楽しめるスペースを確保しています。ほら、
パイプオルガン上部のデザインは麦の穂、シャンデリアはシャンパン
グラスに立ち上る泡に見えるでしょう？ サントリーならではの意匠
にこだわっています。
ホールでのおすすめの過ごし方は？
　レセプショニスト、つまりご案内係がお客様の対応をするのも、
ドリンクコーナーにお酒を置いたのも、サントリーホールが初めて
なんですよ。エントランスからホワイエ(ロビー)に一歩入ると、そこ
には別の時間と空気が流れます。ワインレッドの絨毯の上を優雅に

歩き、クロークに荷物を預け、開演前の高揚感をお酒片手に愉し
む。そんな大人の社交場でありたいと思っています。
来年のリニューアル（2017年2月6日～8月末）で何が変わるの？
　サントリーホールは10年の節目ごとに大規模な
リニューアルを行います。今回は経年劣化によるメ
ンテナンスとパイプオルガンのオーバーホールをし
ます。パイプ5898本すべてを1本1本お掃除して調
律するんですよ！今回はソーシャルニーズを踏ま
え、ユニバーサルデザインも見直す予定です。長い
お休みをいただきますが、来年秋のリニューアル
オープンを楽しみにしてください。

　1980年代から続く国際新赤坂ビルの水曜コンサート。地元の方、
近隣オフィスの方、はたまた演奏の音につられてふらっと立ち寄った
方など、多くの方に愛されるコンサートです。吹き抜けになった外の
広場で奏でられる管楽器の音色は、お昼の赤坂の街を活気づけてく
れます。クラシック、ポップス、流行の曲など、老若男女楽しめる曲目
になっています。
　ぜひお気軽に立ち寄ってみてくださいね。

国際新赤坂ビル
水曜コンサート

　

　9月14日（水） ／ 10月4日（火）・5日（水）
次回コンサートのお知らせ

　9月28日（水） ／ 10月5日（水）、10月12日（水）
次回コンサートのお知らせ

　9月28日（水） ／ 10月5日（水）、10月12日（水）、
　10月19日（水）、 10月26日（水）

次回コンサートのお知らせ

　

ひたたれ

若い世代の来場を願う、
広報の竹本彩さん

ステージを太陽に見立て、客席がぶどうの段々畑のように太陽に向くように設置されている為
音の響きが全体に降り注ぎます。ご覧の通り、演奏家と聴衆が近く感じられるのも大きな魅力

　　　9月11日（日）、9月15日（木）・16日（金）
　　　　　　　　 赤坂商店街協議会（赤坂一ツ木通り商店街振興組合 事務局内）
　☎ 03-3585-8759（平日11：00～17：00※12：00～13：00を除く）

日時
お問い合わせ先

　　　赤坂9-7-1 東京ミッドタウン内
　　　各イベント開催期間は要問合せ
　☎ 03-3475-3100

場所
電話

住所

 12M CISU TOP S

Join

時間

赤坂氷川混声合唱団

　「唄う楽曲は日本語の美しいものを選ぶようにしています。」と代表
の長谷川佳代さん。氷川神社内の社務所が新しくなった際に、地域の皆
さんに集まっていただけるようなものが何か出来ないかと打診があっ
たことをきっかけに、昨年６月に発足したそうです。氷川神社の大祭や
夜桜会、近隣町会の行事や他の神社でも発表の機会があるとのこと。
「『ふるさと』を唄った時に、聴きに来てく
ださっていた方が涙を流してくださったん
です。その時、日本語の響きには、やはり
力があるのだなと感じました。」
　練習は指導の先生の号令の下、まず体
をほぐす軽い体操を行い、発声練習、そし
て楽曲に移っていきます。メンバーの中に
は元々初心者や楽譜が読めない人もいた
とのことですが一から覚えていけるので
安心して参加していただきたい、メンバー
募集中とのこと。「最近、小中学校の教科
書に日本の叙情歌の掲載が少なくなって
きているので、私たちの歌で昔を懐かし
んでいただいたり、子どもたちには新鮮
に感じてもらえたら嬉しいです。」

　名前の由来は、今は無き茜湯という銭湯の脱衣所でお囃子の練習を
していたからだそうです。昭和24年なかよし会として発足、後に茜囃子
会と改名、現在まで赤坂中ノ町・新四町会で63年の歴史を刻んで来ま
した。仲の良い友達同士、あるいはお兄さん、お姉さんが入っていたか
ら参加した小学生から高校生までの15人程で構成され、和太鼓や笛を
中心に演奏しています。太鼓を担当する子の中には巷で人気のある某
ゲームで、難しいランクでもフルコンボ出せるよ、と言う子や、休むと
ブランクが出てリズム感が無くなるから毎日練習している、と嬉しそ
うに話してくれる子もいました。毎年、氷川神社のお祭りの際、奏者が
氷川山車や町会山車に乗り、自慢の腕前を披露しています。

　今年は9月15日（木）、16日(金)、国際新
赤坂ビル東館に氷川山車を展示し、17日
（土)、18日（日)には赤坂の街中をその山
車と祭りの参加者が練り歩きます。いずれ
の日も山車の上に揃いの祭りはっぴを着
た太鼓の奏者が乗り、お囃子を演奏し続
けます。日頃、静かなオフィス街である赤
坂がお祭りの歓喜に染まる季節がやって
きます。そのモダンでお洒落な風景の中、
伝統的な和の音が流れる、斬新さを味
わってみましょう。

赤坂茜囃子会
あかねばやし

が が く

つきなみ

れいなんざか

ふ う り ん さ い さ いあ し み ず

　　　赤坂6-10-12 赤坂氷川神社社務所　　　　☎ 03-3583-1935
　詳しくは、ホームページをご覧下さい。
住所 電話

代表の長谷川佳代さん（左から2人
目）と合唱団の皆さん。長谷川さんは
お話の際もコロコロと鈴が鳴るよう
な可愛らしく滑舌が良いお声

和気藹々とした練習風景。ひとたび
合唱が始まると、男声の重厚感と女
声の軽やかさが実に耳に心地好い

お箏の音色は優しさと力強さがあ
り、とても癒されます。高市先生の
歌声も魅力の一つです

赤坂氷川混声合唱団 検索

　　　赤坂6-10-12 赤坂氷川神社社務所　　　　☎ 03-3583-1935
　詳しくは、ホームページをご覧下さい。
住所

日本の丸窓をイメー
ジしたというシェー
ド（屋根部分）は古
典的でかつ未来的

電話
氷川雅楽サークル 検索

上から順に、龍笛（りゅうてき）、篳篥（ひちりき）、笙（しょう）
手作りゆえにいずれも超高価なものばかりです

龍笛は天と地を繋ぐ龍の鳴き声を表しているそ
うです。壮大で宗教的な考え方に畏怖の念を感
じます

曲が始まると、一瞬にして周りの空気が変
わります。その雰囲気はただ一言、「厳か」
としか言い表せません

雅楽の楽譜です。丁寧な説明をしてもら
いましたが、これを見て、あの美しい音を
連想させるのはちょっと難しい

赤坂中ノ町・新四町会活動場所昨年の氷川祭の様子

昨年の演奏者の様子

パイプオルガンの魅力を
語る安孫子実奈さん

よいみや

た か い ち が ふう

こと

各所に展示されてい
る風鈴。産地や材質の
説明パネルも思わず
見入ってしまう

※本イベントは、8月28日で終了しています。


