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再生紙を使用しています

この情報誌は赤坂・青山地域の在住在勤在学者及び赤坂・青山
地域のために活動を希望する方々の編集委員によって作成し
ています。ご興味のある方はぜひお問合せください。

赤坂地区総合支所からのお知らせ

赤坂地区の区民参画組織である「まちのお
宝発掘プロジェクト」が実施するフォトコンテス
ト「写そう！あなたの赤坂・青山」では、皆さん
が撮った赤坂・青山地域の写真を募集しています。
「赤坂・青山の心に残るところ」、「お気に入りのところ」、「心がとき
めくようなところ」、「多くの人に知ってもらいたいところ」などを、お
持ちのスマホやカメラで撮ってお気軽にご応募ください。
応募作品は令和2年度実施予定のイベントの題材やパンフレット、

区の広報等に利用させていただきます。
また、受賞者には記念品と区内共通商品券
を贈呈します。
※詳しい応募方法やイベント概要等は、区ホームページま
たは港区赤坂地区総合支所協働推進課等で配布してい
るイベントチラシをご覧ください。

“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防
止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場
において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする
全国的な運動で、今年で69回目を迎えます。
赤坂地区では、社会を明るくする運動を推進・PRするため、赤坂
青山地区第37回パレードを開催します。多くの皆さんの参加をお待
ちしています。

第69回“社会を明るくする運動”
赤坂青山地区第37回パレード

●日時 令和元年７月14日（日） 13:00～ 16:00
 　オープニングセレモニー 13:00～ 14:30
 　パレード　14:50～ 16:00
●場所 Honda青山ビル１階ショールーム（港区南青山2-1-1）
●対象 どなたでも
●内容 オープニングセレモニーでは、赤坂青山の区立小中

学校、山脇学園、明治学院大学による演奏や演技等
が披露されます。また、ホンダビル広場から青山ラ
イズスクエアまでの青山通りにて、“社会を明るくする
運動”に賛同する団体がパレードを行います。

また、パレードに先がけて赤坂見附駅・表参道駅にて、“社会を明
るくする運動”駅頭広報活動を行います。パレードと併せて皆さんの
ご参加をお待ちしています。

第69回“社会を明るくする運動”
駅頭広報活動

●日時 令和元年７月１日（月） 12:00～ 13:00
●場所 赤坂見附駅周辺、表参道駅周辺
●対象 どなたでも
●内容 “社会を明るくする運動”赤坂青山地区推進委員会の

方々が中心となり、赤坂見附駅前及び表参道駅前に
て、“社会を明るくする運動”の啓発品を通行人の方々
へ配布します。

フォトコンテスト
「写そう！あなたの赤坂・青山」を

開催します！

第69回“社会を明るくする運動”
赤坂青山地区第37回パレードを

開催します

大募集！

▶問合せ／赤坂地区総合支所  協働推進課  地区政策担当
　住所 〒107-8516  港区赤坂４-18-13
　☎03-5413-7013　FAX 03-5413-2019

令和元年6月3日（月）～11月10日（日）
※窓口の場合は11月8日（金）17:00まで

募集期間
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地域の活動
地域で活躍している
方 を々紹介！！

赤坂氷川神社氏子青年部は、赤坂氷
川祭実行委員会の下部組織として約
２年前に発足しました。9月に行われる
赤坂氷川祭の宮神輿巡行のサポートを
主に行っています。

崎谷　亮太 さん
さ き た に り ょ う た

赤坂氷川神社氏子青年部　部長

●赤坂氷川神社氏子青年部が発足したきっかけを教えてくだ
さい。
赤坂氷川祭では、数年前まで各町会が持ち回りでメインの運営をす

る「年番制」をとっていましたが、町会員の減少や高齢化に伴い、年番
制ではなく「実行委員会」形式をとるようになりました。その実行委員
会の下部組織として「赤坂氷川神社氏子青年部」が発足し、特にマン
パワーの必要な当日の宮神輿巡行の運営を中心に業務を担うことに
なりました。私自身は、赤坂氷川神社氏子青年部が立ち上がる前か
ら、町会の活動の一つとして祭礼行事に携わっていたため、町会から
の推薦もあって青年部に所属することになりました。

●具体的な活動内容を教えてください。
赤坂氷川祭当日の宮神輿巡行のサポートがメインの活動です。宮
神輿巡行は、担ぎ手だけでは真っ直ぐ安全に進むことができません。
警備を含め、神輿の周りから的確に指示を出し、安全に巡行するため
の誘導が必要になります。この体力の要する業務を氏子青年部が主

軸となって担っています。もち
ろん当日の業務をスムーズに
行うために、早い時期から打
合せを重ね、準備を進めてい
ます。役割分担やルール決め
など、青年部のメンバーと試
行錯誤しながら話し合って決
めています。

●どのような時にやりがいを感じますか？
活動を通して、仲間の輪が広がったときです。氏子青年部は各町会

から承認を受けた人で構成されていますが、普段は別々の町会で活
動していても、赤坂氷川祭という同じ目標を持って活動することで一
体感が生まれます。町会の域を超えて交流の輪が広がったことが、何
よりも嬉しい出来事でした。

●課題に感じていることを教えてください。
部員数がまだまだ少ないことが課題です。現在は約30名で活動し

ていますが、赤坂氷川祭のすべての宮神輿巡行をサポートするとなる
と、より多くの方の協力が必要になります。昨年は氏子青年部に加え、
各町会から応援の人員を出していただきましたが、氏子青年部だけで
も運営できるように部員数を増やしていきたいです。

●読んでいる方へのメッセージをお願いします。
お祭りは、地域と関わるきっかけとなる良い機会なので、ぜひ足を
運んでみてください。町会の活動やお祭り、宮神輿巡行に興味があり
ましたら、ぜひ一緒に活動してみましょう！

vol.
22

●問合せ／赤坂消防署　
☎ 03-3478-0119

赤坂消防署からのお知らせ

　夏の本格的な暑さがやってくるこれからの季節は、熱中症が増
える時期です。熱中症は、炎天下の屋外で起こるものだけではあ
りません。屋内であっても、風通しが悪く湿度が高いと、熱中症に
なる危険性が高くなります。しっかりと対策をとって、熱中症を予
防しましょう。

を防ごう！熱中症

●屋外では帽子
や日傘で日光
を避けよう！
●屋内では風通しを
良くしよう！

●暑かったら無理をせずにエア
コンを使おう！

身体に異変を感じたり…
熱中症が疑われる人を見かけたら…

対策１ 暑さを避ける
●屋内・屋外関係なく、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！

対策2 こまめに水分を取る

▶高い体温　  ▶めまい、吐き気　  ▶ズキンズキンとする頭痛 
▶意識の障害  ▶汗をかいていないのに身体がほてっている

こんな症状が出たら要注意

●涼しい場所へ避難しよう！
●衣服を脱いで風通しを良くし、体から熱を放散させよう！
●水分・塩分の補給をしよう！

暑さの中で少しでも体調
不良を感じたら、無理を
しないようにしましょう。

赤坂警察署からのお知らせ

架空請求の
ハガキに注意！！
架空請求の
ハガキに注意！！
こんなハガキが届いていませんか？

●「契約不履行による民事訴訟」
●「総合消費料金に関する訴訟最終告知」
などと記載されたハガキ　

これらは詐欺のハガキです！
「お問合せ窓口」に記載の番号は
犯人グループに繋がります
絶対に連絡しないでください

もしもハガキが届いたら…
赤坂警察署 生活安全課 防犯係へ連絡を！！
☎03-3475-0110（内線2612）

●歴史
ジョージアは、3000年以上の歴史をもつ古い国の一つです。ロシ
ア連邦やヨーロッパ諸国に囲まれたところに位置し、周辺国からの影
響を受けながら文化を築いてきました。このような地理的環境や歴史
的背景からジョージアは「文明の十字路」とも言われています。その
ため、北海道より面積の小さな国であるにも関わらず、その名の通り
地域によって多彩な文化が発達しています。

●見たい、行きたい（観光）
ジョージアは年々観光客が増えており、現在では人口の倍である
約800万人もの観光客が1年間に訪れます。その魅力は自然が豊か
なところにあり、ビーチで泳ぐこともできれば、山で自然を楽しみ、ス
キーをしたりすることもできます。
【バトゥミ】 黒海に臨むジョージアの湾岸都市であり、リゾート地のた
め多くの観光客でにぎわっています。
【スヴァネティ】広大なコーカサス山脈があり、息をのむような自然
の壮大さを感じられる地域です。山脈を覆う雪景色は絶景です。

●食べたい、飲みたい（食文化）
自然に恵まれ、食材も豊かなジョージアでは、地域によって多様な
食文化があります。その中から、ジョージアの伝統的な料理や飲み物
を紹介します。
【ヒンカリ】茹でて作る大きな水餃子のようなもので、豚肉や牛肉、
きのこやチーズが入ったジョージアの伝統料理の一つです。
【ハチャプリ】チーズがたっぷりと入ったパンで、チーズを包み込ん
で両面を焼いて仕上げています。ジョージアではチーズをよく食べる
文化があり、ハチャプリ以外でも料理にチーズを入れることが多くあ
ります。
【ワイン】ジョージアはワイン発祥の地であり、特別な飲み物として
大切にされています。地域によってはワイナリーを持つ家庭もあり、
自家製のワインを作ってお祝い事など特別なときに大切に飲んでい
ます。

●音楽
　ポリフォニーという多声音楽が有名です。複数の異なるパートが協
和し合う音楽で、少なくとも７人で構成されます。ポリフォニーは、
2001年に世界無形文化遺産に登録されています。

第40号から赤坂・青山地域にある大使館を訪ね
てその国の歴史、文化、観光などの特色についてイ
ンタビューをしています。第8弾となる今回は、
ジョージア大使館を訪ねました。在日ジョージア大
使館は赤坂1丁目にあります。
アルチル・マチャヴァリアニ臨時代理大使にお話を伺いました。

豊かな自然と魅力的な文化を持つ国

大使館を
訪ねて

赤坂青山地域のVol.07

ジョージア大使館

Vol.08

ジョージア大使館では、ジョージアの文化
や魅力を多くの方に伝えるため、イベント
やセミナーなどを随時開催しています。
詳しくはホームページ、facebookをご覧
ください。 ホームページ facebook

大使館からのお知らせ

ジョージア国旗

ロシア連邦
黒海

カスピ海

トルコ

カザフスタン

ジョージア

Georgia

都税事務所からのお知らせ

６月は、固定資産税・都市計画税
第１期分の納期です（２３区）

７月１日（月）までに、お手元の納付書裏面に記載されている金融
機関、コンビニエンスストア等でお納めください。クレジットカード
でも納付できます。また、口座振替、金融機関・郵便局のペイジー
対応のATM、インターネットバンキングやモバイルバンキングでも
納付可能。詳細はHPまたは下記問合せ先へ

▶問合せ／
　【口座振替】徴収部納税推進課　☎０３-３２５２-０９５５（平日９時～１７時）
　【固定資産税・都市計画税】港区にある物件について
 　　港都税事務所　☎０３-５５４９-３８００（代表）
　

都税の納付には、安心・便利な
口座振替をご利用ください

口座振替は、預貯金口座から納期の末日（納期限）に自動的に納
税できる制度です。２０１９年４月１日から「Ｗeb口座振替申込受付
サービス」がスタートとなり、口座振替の申込みがさらに便利になり
ました。詳しくは主税局HPの専用サイトをご覧ください。

＜口座振替がご利用いただける都税＞
　個人事業税、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）※、
　固定資産税（償却資産）※
※２３区内に所在する資産が対象です。なお、随時課税分については口座
振替のご利用はできません。

詳細は、HPまたは下記問合せ先へ

▶問合せ／主税局 徴収部 納税推進課　☎０３-３２５２-０９５５

　 都税の証明書等の郵送請求は、
「都税証明郵送受付センター」宛にお願いします
東京都では、郵送による都税の証明書等の発行業務を「都税証明
郵送受付センター」で集中して行うこととなりました。都税の証明等
を郵送にてご申請される場合は、以下の宛先にお送りください。
●宛先 〒１１２－８７８７　東京都文京区春日１－１６－２１
 都税証明郵送受付センター
●対象 《固定資産（土地・家屋）（２３区内のみ）》
 評価証明書、関係証明書、物件証明書、名寄帳、課税台帳
 《納税証明関係》
 納税証明書、自動車税納税証明書（継続車検等用）
詳細は、東京都主税局ホームページをご覧ください。

今年度の固定資産税・都市計画税の
軽減措置についてお知らせします（２３区内）

①商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下
げ減額措置②小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の
減免措置③小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置④税額
が前年度の１.１倍を超える住宅用地等に対する固定資産税の軽減措
置⑤耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産
税・都市計画税の減免措置については、今年度も継続します（④につい
ては令和２年度まで延長）。詳細は、HPまたは下記問合先へ

▶問合せ／港区にある物件について
　港都税事務所 固定資産税班　☎０３-５５４９-３８００（代表）

　青山周辺には、生活に必要な
買い物ができる店舗が少なく、平
成31年２月28日には、建物の老
朽化に伴い南青山のスーパーが
閉店しました。
　区は、青山地域の皆さんから

買物支援の要望を受け、東京都との協議が整い、都営青山北町ア
パート敷地内での、移動販売車による野菜・果物の販売を実施して
います。

月曜日・火曜日・木曜日・
金曜日・土曜日
15:00から19:00まで

青山で野菜・果物の移動販売を
実施しています

▶問合せ／赤坂地区総合支所  まちづくり課 まちづくり係
　☎03-5413-7038

都営青山北町アパート
集会所前
（港区立青山保育園裏）
住所：北青山3-4

有限会社ベジスタイル 東京営業所

営業日時

販売場所

販売事業者
雨の日は、お休みです
雨の日が続いたら、
水曜日もしくは日曜日に
営業いたします

9月26日（木）

9月27日（金）

10月17日（木）

10月18日（金）

11月14日（木）

11月22日（金）

12月12日（木）

12月13日（金）

1月30日（木）

1月31日（金）

2月27日（木）

2月28日（金）

3月12日（木）

3月13日（金）

受付9：10～

受付8：40～

受付9：10～

受付9：10～

受付9：10～

受付8：40～

受付9：10～

受付8：40～

受付9：10～

受付9：10～

受付9：10～

受付8：40～

受付9：10～

受付8：40～

9：30～10：30

9：00～10：00

9：30～10：30

9：30～10：30

9：30～10：30

9：00～10：00

9：30～10：30

9：00～10：00

9：30～10：30

9：30～10：30

9：30～10：30

9：00～10：00

9：30～10：30

9：00～10：00

赤坂駅周辺

表参道駅周辺

溜池山王駅周辺

青山一丁目駅周辺

赤坂見附駅周辺

外苑前駅周辺

赤坂駅周辺

表参道駅周辺

溜池山王駅周辺

青山一丁目駅周辺

赤坂見附駅周辺

外苑前駅周辺

赤坂駅周辺

表参道駅周辺

実施日 時間 活動場所 集合場所

赤坂Bizタワーアネックス１赤坂通り側

秋葉神社前
（青山表参道商店会の清掃活動と
合同実施）

赤坂スターゲートプラザ前

ホンダビル前

赤坂見附駅交番前
※「みなとタバコルール」一斉キャン
ペーン

外苑前歩道上北青山吉川ビル前
（青山外苑前商店街振興組合と南北青
山二丁目町会の清掃活動と合同実施）

秋葉神社前
（青山表参道商店会の清掃活動と
合同実施）

秋葉神社前
（青山表参道商店会の清掃活動と
合同実施）

外苑前歩道上北青山吉川ビル前
（青山外苑前商店街振興組合と南北青
山二丁目町会の清掃活動と合同実施）

赤坂Bizタワーアネックス１赤坂通り側

赤坂Bizタワーアネックス１赤坂通り側

赤坂スターゲートプラザ前

ホンダビル前

赤坂見附駅交番前

令  和  元  年  度
「赤坂青山 美しいまち マナーのまち」

キャンペーン
　赤坂地区総合支所では、「赤坂青山 美しいまち マナーのまち」
キャンペーンを実施し、地域の安全・環境美化活動に継続的に取り
組んでいます。
　初めてのご参加も大歓迎です。ぜひお気軽にお問合せください。

●喫煙マナー、ルール向上の啓発活動
（通行者への呼びかけ、PRグッズの配布）
●清掃活動
●放置自転車、バイクへの警告札の貼付

キャンペーン実施日については変更する可能性があります。
雨天中止です。前日の16時までに中止決定し、関係先へ連絡します。
キャンペーンのお知らせは、月末に発送している「町会・自治会への定期便」に同封い
たします。商店街・企業等はメールもしくはＦＡＸで送付します。

注１）
注２）
注３）

▶問合せ／赤坂地区総合支所  協働推進課  協働推進係
　☎03-5413-7272

活動内容

赤坂警察署からのお知らせ

MYタウン

地域の人がつくる
地域情報誌令和元年7月発行
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風 庵

小原流会館
伊勢半本店

紅ミュージアム

5
1

根津美術館

銕仙会能楽研修所

4

3

●風庵
南青山３-14-４　☎03-5414-6088
営業時間　11:00～19:00（土曜～18:00）
定休日　日曜日・祝日
地下鉄「表参道」A4出口　徒歩４分
ちぃばす「表参道駅」　徒歩3分

が読めないから採るのも難しくて…」
と優しくお話しくださるのはオー
ナー・壺内さん。「例えば夏に咲くお
花なのに、もう咲いているとか。ほん
と風情がなくなっちゃっているのよね。
でも求めてくださる方がいるので頑
張って色々なツテで仕入れてます」と。
店内にはユニークで味のある蔓や枝ものもあるので、アレンジメント
で「なんか足りないなぁ」という人にもおススメ！ きっと気に入る花材

が見つかりますよ!! また、お隣には日本茶
専門の「伍」もあるので、お茶をして、風庵
で和花を楽しみながら日本の良さを再確
認してみませんか？

　今回は、ぜひと思い編集委員が体験してみました。目の前の本物の
舞台でと思うと、わくわく感もふくらみます。まず、演目のお話ののち、能
衣装の着付け、能面、鬘付けの実演、そして、いよいよ舞台へ。能面をつ
け、扇を手に、謡の声出し、すり足にて所作に……。 すばらしい！ もう、
気分は能役者です。
　近くの小学校は、この舞台での能楽鑑賞会を。また遠方には出向い
て体験教室を開くなど、日本の伝統芸能に幼いうちから触れる機会を
作っているとのことです。
　ちなみに、能は2001年ユネスコ無形文化遺産にも登録され、今や
国内のみならず、世界にとっても貴重な伝統芸能です。2020年には、
多くの外国人の関心の的になるのではないかと期待されています。

　表参道を背に、ブランドショップのひしめく通りを進んだ先、西麻布
にかけての広い一角に根津美術館はあります。竹と玉砂利の調和のと
れたアプローチを進み、美術館に入ると、ガラス窓いっぱいに庭園の
緑。手前には石像が神秘的なシルエットで浮かび上がります。エントラ
ンスで、こんなにもフォトジェニック！ はやる気持ちを抑え、広報の方
にお話を伺いました。
　根津美術館は、実業家・政治家
として活躍した初代・根津嘉一郎
氏の、旺盛な古美術蒐集に始まり
ました。理想の地として南青山を
選び、自邸と茶室のある庭園を造
り、移り住みます。膨大なコレク
ションを「人々と共に楽しむ」こと
が願いで、二代目嘉一郎氏が遺志
を継ぎ、美術館が実現しました。
　西洋の絵画展などと違って、展
示は短く、頻繁に変わります。それ
は、古美術品が紙や絹、漆等でで
きているため、長期の展示ができ
ないから。その分、いつ来ても違うジャンル、違うテーマの展示が楽し
め、庭園と連動して季節感も味わえます。取材で訪れたのは、尾形光琳

の燕子花図の展示
の頃。ちょうど庭園
ではグリーンに燕
子花の紫がかった
青が映えて、なんと
いう艶やかさ！ 国
宝との見事なコラ
ボに感動しました。

貴重な衣装付け体験は限定1名

青山らしいスタイリッ
シュな外観。この中に能
舞台が！

舞台を眼前に説明をきく

舞台上にて、面をつけて所作

他ではあまり見かけない葉の
形が特徴的な額紫陽花

　表参道交差点からみゆき通りへ、信号2
つ目左側に「銕仙会能楽研修所」がありま
す。扉を開けて中に入ると、外からは想像もつ

かない厳かな能舞台が眼前に。思わず背筋がの
びます。ここ「銕仙会」では、定期的な能の公演「青山能」に加えて、公
開講座、そして、この日本最古の演劇「能楽」をより多くの人に触れて
いただきたいとお手軽なワークショップが開かれています。

気軽に福井のおいしさを体験できる
お弁当

ショップにはオリジナル商品
が多く、選ぶ楽しさがいっぱい

美術鑑賞後はNEZUCAFÉで
ひと息。ミートパイなどの軽食
やスイーツもあります

　開館は昭和16年（1941）。平成18年（2006）から3年半かけて、大
規模な新創工事をしました。隈研吾氏設計の和モダンな美しさは言う
までもなく、エレベーターの設置や庭園の一部を車椅子が通れる幅に
拡張するなど、バリアフリーにも配慮。また、展示室の床はコルクにし
て音の響きを失くし、脚の疲れも軽減してくれます。
　本館を出て、離れにあるNEZUCAFÉは、根津家のサンルームだった
ところ。ここが青山と思えないほど樹々に囲まれ、リゾート感満載のカ
フェです。あくまでも美術館の中のカフェ、入館料なしの利用はできな
いのでご注意ください。
　古美術鑑賞と四季折々の表情を楽しめる庭園散策があいまって、こ
まやかに季節感を堪能
できる根津美術館。お
散歩感覚で行ける近さ
に存在してくれること、
ありがたく思いました。

青い夏に出会う、古くて新しい日本

　いつの世も、女性たるもの、美容に興味がある方は多いのではないで
しょうか。現代でもよく見かける美容誌が、実は江戸時代にも「都風俗化
粧伝」という『美容指南書』として存在していたことはご存じですか？
　数ある日本の伝統文化の中で、女性の通過儀礼や年中行事に習わし
として用いる色彩があります。それが「紅」です。「紅」は、帯祝い・初宮参
り・七五三・婚礼・還暦と、人の一生に寄り添う縁の色と言われています。
　そんな奥ゆかしい「紅」の歴史や、「小町
紅」という水で溶いて使う口紅を体験で
きるサロンが青山にあります。それが「伊
勢半本店　紅ミュージアム」です。伊勢半

ぶらり立ち寄った先にある、食と
工芸品の宝庫

一輪だけの購入も可能なので気軽に声をかけてください♪

各国の方々がレッスンに参
加されるのは、日本のいけ
ばなに魅了されたから

ビギナーズスクール
の生徒さん

Nezu Museum

根津美術館1

A o y a m a  S a n p o

青山

Isehan-Honten Museum of Beni 

伊勢半本店
紅ミュージアム2

Tessen-kai Noh Laboratory

銕仙会能楽研修所5

Fuan 

風　庵6

Fukui Minamiaoyama 291

ふくい南青山2914

前号に続き、今回も「和のおもてなし」をテーマに青山地域を散策して

きました。訪れた先で感じたのは、日本人でもまだまだ知らない「日本」

がたくさんあること。国宝と庭園の草花が調和した美術館、街角の建物

に隠れた能楽堂、日本唯一の紅屋さんなど。青山流のおもてなしは、夏

でも楽しめる涼しい室内から。「青山夏さんぽ」、スタートです。

プチ旅気分♡
青山にいることを
忘れます

●根津美術館
南青山6-5-1  ☎03-3400-2536
開館時間 10：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日　毎週月曜日(祝日の場合は翌日が休館)・
　　　　展示替期間・年末年始
入館料　展示によって変更するので、ホームページ参照
地下鉄「表参道」A５出口　徒歩8分
ちぃばす「青南小学校」下車すぐ
http://www.nezu-muze.or.jp

耳より情報！ 根津倶楽部という会員制度があり、
数々の特典を受けられます。　
詳細はホームページをご参照ください。起伏のある自然の地形

を生かした庭園

手毬をイメージした有田焼の器に入った小町紅

その人それぞれの唇の色によっ
て発色する色合いが異なる

水で溶かすと、玉虫色が美しい
紅色に

●伊勢半本店 紅ミュージアム
南青山6-6-20 K’s南青山ビル1F  ☎03-5467-3735
開館時間　火曜日から日曜日、10:00～18:00
休館日　月曜日
地下鉄「表参道」B3出口　徒歩13分
ちぃばす「南青山七丁目」下車すぐ
http://www.isehanhonten.co.jp/museum/

同館は今秋リニューアルを控えており、8月5日(月)から改修工事に入
り、11月1日(金)まで休館となります。11月2日(土)のリニューアル
オープン後は、現在展示している「紅」の歴史と文化、製造方法のご
案内や化粧の歴史がさらに充実の予定です。

本店は江戸時代に創業され
た、現存する唯一の紅屋です。
　紅花の花びらに含まれる赤
色色素は、なんとわずか１％！
（残りの99%は黄色色素）お
ちょこ一つ分の小町紅を作る
には、1,000輪ほどの紅花が必要なの
です。しかもそのように貴重な紅づくり
の工程は秘伝とされており、現在もわず
か2名の職人によってのみ、作り出され
ているのです。
　知れば知るほど奥深い「紅」の魅力・
世界観を、ぜひ体験してみませんか？

日本伝統の「紅」の
奥深さに触れる空間

えにし

しらやま

ふう

てっ せんかい

べに

あん

　骨董通りを少し入ったところにある「ふくい南青山291」。食の宝庫
であり、越前和紙や越前漆器などの伝統工芸品で知られる福井県の
アンテナショップです。イートインスペースでいただく出来立てホカホカ
のお弁当は、舌鼓を打つ美味しさです。7月中旬はさっぱりとしたおろ
しそば『越前そばフェア』を開催予定。7月27日、28日には『兵左衛門
箸のワークショップ』と題して世界
に一つの箸を作ることができます。
8月中旬には福井のブランドスイ
カ・白山スイカを味わう機会もある
ようです。
　美味しいものから歴史のある工
芸品まで福井の魅力を堪能できる
穴場スポットです。また、幸福度ラ
ンキング1位と言われる福井県。
“幸せ”をお裾分けしてもらいにい
らしてみてはいかがでしょうか。

●ふくい南青山291
南青山5-4-41 グラッセリア青山内
☎03-5778-0291
営業時間　11:00～19:00
定休日　無休（夏季・年末年始を除く）
地下鉄「表参道」B3出口　徒歩5分
ちぃばす「青南小学校」　徒歩5分
https://fukui.291ma.jp/

　青山通りから少し入った路地先に看板のない一軒家があります。一
見なんのお店だろう？？ ですが、こちらは和花を中心として扱っている
お花屋さん「風庵」です。店内は色鮮やかな草花に溢れていて、取材時
は和芍薬、灯台躑躅、木香薔薇…と珍しいお花だらけ！ 「近年は気候
ワシャクヤク

かずら

ドウダンツツジ モッコウバラ

●銕仙会能楽研修所
南青山4-21-29
☎03-3401-2285（平日10:00～17:00）
地下鉄「表参道」A4出口　徒歩3分
ちぃばす「青南小学校」　徒歩3分
http://www.tessen.org/

“ふらっと！
能楽体験＠表参道”
えっ！表参道で能楽？
しかも体験が
できるので～す

　身近に存在しなが
ら、知らずに済ますの
はもったいないと実感
いたしました。「百聞
は一見に如かず」気
軽に訪れてみてはい
かがでしょうか。
　詳しくは、右記へお
問い合わせください。
（有料、要予約）

カキツバタ　ズ

日本の四季を感じられる
唯一の和花屋「風庵」

ふう あん

いつ

　いけばな小原流は、小原雲心が口の広い器に
材料を「盛る」ように花を展開させる盛花という方法を考案し、近代い
けばなの道を拓いたことに始まります。「小原流会館」は骨董通り沿い
にあり、日本の伝統文化である「いけばな」を気軽に学ぶことができます。
　木曜日と日曜日には、英語で教えてくれるインターナショナルクラス
があり、さまざまな国からの参加者がいけばなを通じて交流を深めて
います。ニューヨークから来て授業に参加していた女性は「ニューヨー
クでもお花を教えたいです」と語っていました。お免状を取得して帰国
し、自分の国でいけばなを教える方も多くいらっしゃるそうです。

もりばな

お  はらうんしん

Ohara-ryu Kaikan

小原流会館3
日本のこころをいける
小原流「いけばな」

●小原流会館
南青山5-7-17　☎03-3499-1200
地下鉄「表参道」B1、B3出口　徒歩5分
ちぃばす「表参道駅」　徒歩7分
https://www.ohararyu.or.jp/

イギリス人の夫はガーデニン
グ好き。「切っていける花」が珍
しいようです。義母の作った器
に飾ったり、子どもにも習わせ
たり、家族で楽しみたいです。

日本でお花を勉強するためニュー
ヨークから来られたという女性

「紅」の歴史が凝縮された雰囲気のある資料室

月3回のお教室もあります！
興味がある方は直接お店で!!

ガクアジサイ

インターナショナルクラス（Ikebana in English）
https://www.ohararyu.or.jp/english/lesson.html
いけばな小原流ビギナーズスクール（日本語でのレッスン）
https://bschool.ohararyu.or.jp/

　初心者を対象としたビギナーズスクールでは、手ぶらで楽しめる体
験レッスンも随時実施しています。
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