
天下無双の
芸人が、

無償で繰り
広げる、

無敵のお笑
い

＜令和元年度 港区総合防災訓練（赤坂会場）実施概要＞
●日時　令和元年11月３日（日曜）9:30～11:30（雨天決行）
●場所　港区立青山中学校（港区北青山1-1-9）

＜訓練スケジュール（予定）＞
  9:30～10:50　ブース訓練
10:50～11:30　バケツリレー、赤坂消防団による放水演技、講評
11:30～　　　　炊き出し配給訓練

＜主な実施ブース（予定）＞
●「夜型防災訓練」
夜間の避難を疑似体験できます。

実際の災害の様子のパネル展示やサ
ラダ油を使用したランタンの作成、新
聞紙で暖を取る方法なども学べます。
●「家具転倒下敷き救出・搬送訓練」
簡易救助器具や身の回りにあるもの

を使用し、転倒した家具の下から負傷
者を救出する方法が学べます。また、
衣服等を用いた簡易担架の作り方も
学べます。
●「災害用伝言ダイヤル体験」
災害時の安否確認に有効な災害用
伝言ダイヤル「171」の体験ができます。
●「血栓予防体操」
窮屈な避難所生活でエコノミー症候群にならないように、１人でで

きる体操をレクチャーします。

※訓練スケジュール及び実施ブースは変更する場合があります。赤坂親善大使
アカサカメン

赤坂・青山地域情報誌 第49号
令和元年（2019）9月発行
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
 〒107-8516 港区赤坂4-18-13
電話 : 03-5413-7013
FAX : 03-5413-2019 （発行部数 24,500部）

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

港区では、毎年１回、区の地域に係る災害に関し、自助・共助・公
助を実現するため、また、区民の防災意識の高揚と防災行動力の向
上のために、各総合支所ごとに「地域訓練」として、総合防災訓練を
実施しています。
今年度は、「反復と新体験～災害時に役立つ行動を身につけよう～」

をコンセプトとして、体験型ブースや展示コーナーを出展します。昨
年大好評をいただいた夜間の避難を疑似体験できる「夜型防災訓練」
や、災害時の給水について学べる「応急給水栓コーナー」など、今年
度も各防災関係団体様にご協力いただき実施します。
また、「子どもコーナー」をさらに充実し、親子で楽しく正しい知識を
学べる紙芝居や放水体験などを実施します。訓練の最後には、地域
住民同士の共助を育む訓練として、赤坂会場恒例となった「バケツリ
レー」を実施します。
訓練参加者には、炊き出したアルファ米（保存食）と豚汁を無料提
供します。今年度は、森永乳業株式会社様にご協力いただき備蓄保
存可能な豆腐を使用して、皆様に豚汁を提供します。
地域住民同士の交流を図る絶好の機会ですので是非お越しくださ

い。多くの方のご参加をお待ちしています。

港区では、地域の課題
は地域で解決し、地域の
発意と合意に基づくまち
づくりを推進するため、地
域主体のまちづくり活動
を支援しています。
現在、赤坂地区内で組
織登録されているまちづ
くり組織は右図のとおり２団体あります。（平成31年4月1日時点）
興味のある方は、各地区総合支所まちづくり課まちづくり係までお

問合せください。

港区まちづくり条例を活用した、
まちづくりの仕組みのご紹介

「地域デビューの集い」を
令和２年３月８日（日）に開催します

令和の商品券「和らぎ」販売のお知らせ

これまで地域活動に参加できな
かった方々に地域に関心を持っても
らい、地域活動に参加するきっかけ
づくりを目的としたイベント、「地域
デビューの集い」を開催します。
町会・自治会の活動紹介や、講

演会、地域活動を行っている方々
によるパネルディスカッション等、
盛りだくさんの内容になっていま
す。子どもから大人まで楽しめる企
画も準備しております。ぜひご参加
ください！

●日時　令和2年3月8日（日）
    13:30～16:30（予定）
●会場　赤坂区民センター
    区民ホール（3階）
●対象　どなたでも
●費用　無料

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

▶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

▶問合せ／産業・地域振興支援部産業振興課プレミアム付商品券担当
　☎03-3578-2320

パネルディスカッションの様子

地域の小学生によるパフォーマンス

お楽しみビンゴ大会の様子

平成31年の様子

まちづくり制度の手順

※詳細は決まり次第、区設掲示板やＨＰ等でお知らせします。

※商品券に乗じた振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

令和元年度
港区総合防災訓練（赤坂会場）を開催します

やわ

（港区プレミアム付商品券）
本年10月の消費税率の引き上げに伴う住民税非課税世帯や子育

て世帯への影響を緩和するため、令和の商品券「和らぎ」（港区プレ
ミアム付商品券）の販売を行います。

●購入方法
　対象者一人あたり、額面2.5万円の商品券を２万円で購入できます。
商品券は5回に分けて購入することもできます（1回あたり、5千円
分の商品券を4千円で購入できます。）。

●商品券利用期間および店舗
　令和元年10月1日（火）～令和2年3月31日（火）
　区内約1000店舗（予定）で利用可能。
▶対象者には港区からお知らせをお送りします。
▶詳しくは専用ホームページをご覧ください。
https://premium-gift.jp/minato

赤坂青山 ３無いお笑いライブ
～そこにあるのは笑いだけ！～

赤坂・青山ふれあいサロン

赤坂地区総合支所では、高齢者が住みなれた地域で安心して住み
続けられるように、高齢者の交流の場として赤坂・青山ふれあいサロ
ンを開催しています。
今回は、特別企画として、舞台等で活躍されているオフィス北野
所属芸人の方々によるお笑いライブを開催します。赤坂・青山ふれ
あいサロンのための特別ステージです。ぜひこの機会に、ふるって
ご参加ください。たくさん笑って、毎日を健康に過ごしましょう！

▶問合せ／赤坂地区総合支所 区民課 保健福祉係
　☎03-5413-7276

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

●日時　令和元年10月９日（水）　午後１時30分から
●場所　赤坂区民センター　4階多目的室
●費用　100円（お茶代）
●対象　65歳以上の区民

　     ※事前申し込みはありません。当日、会場までお越しください。

【スペシャルゲスト】つまみ 枝豆
【出演者】 まっく赤坂見附徒歩3分、銀座ポップ、シルキーライン、
 熊川 シュウワ、さえぐさ 鼻男、ビジーストリート、奥山ツンヂ、
 ダブルソウル、幽玄亭、江藤 小吾、でこぼこ～ず、ぷりん将軍
 ※出演者は、予告なく変更になる場合がございます。

協力：オフィス北野
※赤坂・青山ふれあいサロンは、毎月開催しています。開催日や開催場所等については、
下記問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。

対 

象 

者

住民税非課税者

2016年4月2日から2019年9月30
日までに生まれた子がいる世帯。
※お子さんの人数分商品券を購入で
きます。

2019年度分の住民税（均等
割）が課税されていない方。
住民税が課税されている人
の扶養親族等は対象外です。

子育て世帯

昨年度の訓練の様子
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具体的なまちづ
くりルールを決
めていく段階

港区青山通り協議会

赤坂通りまちづくりの会

やわ

再生紙を使用しています

都税事務所からのお知らせ

９月は、固定資産税・都市計画税
第２期分の納期です（２３区内）

９月３０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。納税には、４月
からWebでの受付が開始され、さらに便利になった口座振替がご
利用いただけます。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、パソコン・スマート
フォン等からクレジットカードでも納付できます。詳細は、ＨＰへ。

▶問合せ／
　【口座振替について】徴収部納税推進課　☎０３-３２５２-０９５５
　
ｅＬＴＡＸ電子納税がさらに便利になります

2019年10月から地方税共通納税システムが稼働し、ｅＬＴＡＸ電子
納税がさらに便利になります。これまでのインターネットバンキング
等での納付に加えて、事前に登録した口座から引き落としができる
ダイレクト納付が導入されます。さらに、全国の自治体に一括で納
付することが可能となります。
詳細はｅＬＴＡＸホームページをご確認ください。

●現在のＵＲＬ   http://www.eltax.jp/ 
●９月下旬から開始予定のＵＲＬ https://www.eltax.lta.go.jp

　 にせ都税職員にご注意ください！
都税事務所の職員を装って、個人情報を取得したり、金銭をだま

し取ろうとする事例が発生しています。相手の電話番号が非通知表
示など、不審に感じた場合は即答せずに必ず一度電話を切り、下記
問合先までご連絡ください。また、万が一被害にあわれた場合は、
すぐに警察にご連絡ください。

▶問合せ／総務部 総務課 相談広報班　☎０３-5388-2925

都税における納税証明書は、
すべての都税事務所・都税支所・支庁で

申請できます
納税証明書はすべての都税事務所・都税支所・支庁で申請できま

す。ただし、申告・納付後１～２週間以内に納税証明書を申請する場
合は、①領収証書の原本（領収印のあるもの）②申告書の控え（受付
印のあるもの）（※②は申告税目のみ）の両方を、お近くの都税事務
所等の窓口までお持ちください。

▶問合せ／港都税事務所　☎０３-5549-3800(代表）

地域の活動
赤坂七丁目町会では、いつ起こるか
わからない災害に備え、近隣同士が普
段からつながりを持てるように、防災
活動に力を入れています。

山本　治通 さん
や ま も と は る み ち

赤坂七丁目町会　副会長／防災部長

●町会活動に携わるようになったきっかけを教えてください。
18年前、偶然参加した町会の新年会で声をかけられたことがきっか

けで町会活動を始めました。町会では防災に関することを主に担って
きましたが、防災・減災の大切さを身に染みて実感したのは1995年の
阪神・淡路大震災で避難所運営支援のボランティアをした時でした。そ
れ以降、被災地支援などと共に、町会や学校などで防災活動を続けて
います。

●具体的な活動内容を教えてください。
防災活動を通して、人と人とのつながりの大
切さを伝える活動をしています。
赤坂・青山地域は高齢化が進んでおり、さらに

マンションが多いという特徴があります。こうし
た環境では地域住民同士の関係性を築くことが容易ではありません。
そこで、災害時に必要な近隣同士が普段からゆるやかに繋がれる、

きっかけ作りが町会や私の役割かと思っています。具体的には民生児
童委員等の協力を得て、要支援者対策も念頭に町会内に「防災福祉
ネットワーク」を立ち上げ、地域防災に関する良い事例紹介や情報交
換、自主的な訓練の実施をしています。さらにマンション管理組合の防
災組織結成や訓練の支援をしています。また近隣の三町会と共に、所
属する連合東京ボランティア・サポートセンターと協働し、港区総合防
災訓練でも毎年ボランティア・コーナー等を担当しています。

●どのような時にやりがいを感じますか？
参加してくださった皆さんが喜んでくれたときです。今まで何度も防
災に関するイベントをしてきましたが、いつも参加者に楽しんで頂きな
がら学べるよう努力しています。
「楽しさの一工夫が継続への入り口になる」と、区内大学のある教授
に私たちの工夫と活動を評価されましたが、被害を少しでも減らせれ
ばと願い活動しています。

●課題に感じていることを教えてください。
年齢を超えて担い手を育て、町会活動を継承していくことです。若い
方は仕事で忙しく、なかなか町会活動に時間を割けません。とはいえ、
防災や地域活動は不可欠なので、参加しやすく現役の能力を生かす展
開が必要だと思っています。

●読んでいる方へのメッセージをお願いします。
私はボランティア仲間と、被災地支援や訓練で気づいた事をどう伝

えるか、生かすかを考えてきました。しかし、そんな経験が無くても驚く
ような知恵が町会の皆様からも出てきます。防災・減災は、赤ちゃんか
らお年寄りまで全ての人の課題です。
あなたの力やアイデアをぜひ町会に持ち寄って頂き、一緒に楽しく
活動しましょう！

vol.
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マンションで搬送訓練

●問合せ／赤坂消防署　☎ 03-3478-0119

赤坂消防署からのお知らせ

　消防や救急の知りたい情報をいつでも・どこでも・手軽に入手
できる安全安心情報ツール！チャットボットやマップ機能を中心に、
多くの機能を備え、ユーザー個々の興味関心に合わせて利用でき
る無料アプリです。ぜひ、ダウンロードしてください！

の配信を開始しました！
東京消防庁公式アプリ

チャットボット
あなたの質問に東京消防庁のマ
スコット「キュータ」が会話形式
で答えます。

緊急ツール
心肺蘇生動画や緊急ブザーなど、
もしもの時に役立つ各種ツール
を備えています。

消防マップ
管轄の消防署やイベント、消防
関係施設の場所を表示させます。

ミニゲーム
ジグソーパズルや、子供から大
人まで各レベルを備えた消防ク
イズにチャレンジ！

な
ど
な
ど
、

他
に
も
い
ろ
い
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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）

赤坂警察署からのお知らせ

赤坂・青山地域にある大使館を訪ねてその国の歴史、
文化、観光などについてインタビューをしています。今
回は、アメリカ大使館を訪ね、キャロリン・グラスマン広
報・文化交流担当公使にお話を伺いました。

広大な国土と多様な文化を持つ国

大使館を
訪ねて

赤坂青山地域のVol.07

アメリカ大使館

Vol.09

アメリカ合衆国国旗

●国の概要
アメリカ合衆国は、50の州とコロンビア特別区とで構成されています。アラスカ
州とハワイ州を除く48州は4,500キロメートルにわたって広がり、時差によって４つ
の時間帯に分かれています。東海岸から西海岸までの車での移動には、最低でも５
日間を要するほどの距離があり、非常に大きな国であると言えます。また、外国から
移り住んだ人も多いため、地域によって多様な文化が発達しているのが特徴です。

●見たい、行きたい（観光）
多様な観光スポットの中から、今回は秋にお

すすめの観光場所やイベントを紹介します。
【紅葉狩り】北東部（特にニューイングランド地
方）は秋になると紅葉がとても綺麗な地域で
す。日本の紅葉とは違い、葉の大きな楓の紅葉
を見ることができ、ドライブをしながら楽しむの
がおすすめです。また、同地域は景色以外にも家族で楽しめるリンゴ狩りもおすす
めなアクティビティの一つです。
【ハロウィン】ハロウィンは秋の収穫祭を起源としたアメリカの伝統的なイベントで
す。特に子どもたちには大人気で、ハロウィンに使うカボチャを収穫するところから
楽しみは始まります。最近では海外からの観光客も参加することが増えています。

●食べたい、飲みたい（食文化）
アメリカと言えば、ピザ、ホットドッグ、ハンバーガー、

フライドポテトなどが人気ですが、地域によって多様な
食文化があります。
【山間部】山間部などの寒い地域では、カボチャやリン
ゴの生産が有名です。スープやアップルパイなど、家
庭料理によく使われています。
【南部】移民によってもたらされた食文化が残ってお
り、アフリカ系の料理が楽しめる地域です。黒目豆やト
ウモロコシなどの穀物がよく食べられています。
【北西部】アメリカではウイスキー、バーボンやワイン
など多様なお酒が有名ですが、最近は北西部でクラフ
トビールが流行しているのが特徴です。地域によってさまざまなビールが生産され
ており、飲み比べて楽しむことができます。

●スポーツ
野球やサッカーなどのチームスポーツは昔から盛んですが、最近の特徴は色々な

スポーツで女子チームが増えていることです。特にサッカーやラグビーは地域ごと
に女子チームが発足するなど、非常に盛り上がっています。
また、全体的にラグビーワールドカップ2019に向けてラグビーの人気が高まって

きていて、楽しみにされている方がたくさんいます。
昔からある陸上や水泳も引き続き注目の競技ですが、ロッククライミングやスケ

ートボードなど比較的新しい競技も若者を中心に人気が高まっています。

●大使館の取組み
アメリカ大使館では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、

「Go for Gold」というキャンペーンを行っています。「Go for Gold」は、主に都内の
小中学校を中心に学校訪問などを行い、
アメリカについての知識を深める機会
を提供するものです。外交官が訪問す
ることが多いですが、時にはオリンピッ
ク選手を呼んで、子どもたちに貴重な
経験をしてもらっています。2020年に
向け、日米友好の強化に今後も力を入
れていきたいと思っています。

アラスカ

アメリカ合衆国

太平洋

大
西
洋

カナダ

メキシコ キューバ

AmericaUnited States of

@usembassytokyo

@USAmbjapan

facebook.com/usembassytokyo

instagram.com/usembassytokyo

youtube.com/usembassytokyo

SNSで大使館からの情報を発信してい
ます。ぜひフォローしてみてください。

MYタウン

地域の人がつくる
地域情報誌令和元年9月発行
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　乃木坂駅にほど近い、閑静な赤坂通り沿い
に「えっ！こんなところに！？」と思わず言ってし
まいそうな本屋さんがあります。小さな本屋さ
んですが、そこには沢山の魅力が詰まっていま
す。ギャラリーを併設し、アートを単に鑑賞する
のではなく、作者の人生観や時代背景を閲覧
できる書籍が順を追って並んでいます。直に作
品に触れながらその世界観をも同時に学ぶこ
とができる、本当はとても大きな本屋さん。

　店長の若井さんは元編集者で、大の本好き。彼女ひとりで切り盛
りされているこのお店、実はほぼ手作り。お店の看板とも言うべき大
きな本棚も彼女の設計。壁面の塗装や装飾もご自身でされるほどの
“アーティスト”としての側面も垣間見えます。
　この場所に出店したのは偶然だったそうで、
本屋さんを始めようと候補地選びからあれやこ
れやと奔走。なかなか良い物件に巡り合えな
かったある日、今のお店の前を通りかかり
「あぁ、こんな所でできたらなぁ…」と思ったそう
です。その後、2度目に通りかかった時ちょうど
テナント募集をしていたそうで、これが“運命の
出会い”になりました。この場所は“人との出会
い”も沢山あり、そのことはとても大きな魅力で
もあると若井さんはお話してくれました。
　都会の静寂に癒しを求めるに
はうってつけのオアシス。あなたに

も“偶然の出会い”があ
るかもしれませんよ！

Bookshop TOTO
　 南青山1-24-3 TOTO乃木坂ビル２Ｆ
　 03-3402-1525 　11:00～18:00
　 月・祝（TOTOギャラリー「間」が休館中の土・日）
　 東京メトロ「乃木坂」駅（3番出口）徒歩
１分　　「乃木坂駅入口」徒歩3分
https://jp.toto.com/bookshoptoto/

山陽堂書店
　 北青山3-5-22 　 03-3401-1309
　 月～金11:00～19:00
土11:00～17:00（不定休） 　 日・祝
　 東京メトロ「表参道」駅（A3出口）徒
歩30秒  　　「表参道駅」すぐ
http://sanyodo-shoten.co.jp/

主にギャラリーを担当す
る５世代目・萬納嶺さん
と遠山さん

　表参道交差点にひと際目立
つ壁画…あの建物が創業128
年の老舗・山陽堂書店です。こ
の地でずっとご家族で経営をし
ながら、青山の人と歴史を見守
り続けています。
　「本屋をしていてよかったと思
うのは、人と縁を持てることです」
と話してくださったのは代表の遠
山さん。改めて“山陽堂あっての人
との繋がり”に驚いたといいます。
例えば、72年ぶりの地元同窓会
の帰りに立ち寄ってくれた80代の
お客様だったり、病院経営をされていたご先祖の歴史を
調べに来られた方の手伝いをしたら、実は遠山さんの叔
母様が生まれた病院だったり…と。
　そんな繋がりの中のひとりに有名なイラストレーター
の安西水丸さんや和田誠さんらがいらっしゃいます。和
田さんにいたってはナント！現在の山陽堂の書皮（カ
バー）を手掛けてくださったというから驚きです。この場
所に立ち続けて皆の記憶・思い出と一緒に生きている
山陽堂。最後に遠山さんは「たくさんの方々に励まされ、
ご尽力頂きました。ご縁で繋がった水丸さんも和田さん

も元々は本屋の山陽堂に
来てくださっていたので、
今後どんな形態で商売を
続けるのかわかりません
が、いつでも“本が真ん中
にある”商売をしたい」と
笑顔で語ってくれました。
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　南青山のオフィス街の一角にある旅の図書館。地元の方だけでな
く、これから旅行を控えている方や観光について学んでいる方のた
めの個性あふれる図書館です。名前に「旅」とつくだけあって、飛行
機の機内誌や鉄道の時刻表、有名な旅行ガイドブック、全国各地の
情報誌など、ここでしか閲覧することのできない旅に関する希少な
図書が多数取り揃えられています。最も古い時刻表は明治5年のも
のだそうです。世界や日本各地のガイドブックも古いものから収集
されており、最新の情報から少し前の情報まで幅広い観光情報が
得られます。
　実はこの図書館、もとは東京駅にありました。「観光の研究や実
務に役立つ図書館」をコンセプトに、平成28年（2016）に青山でリ
ニューアルしたのです。観光研究といっても、地理学や民俗学、土木
工学など幅広いテーマを扱っています。移転の際には職員の方が蔵
書を6万冊に厳選したため、以前よりもコアな本に出会うことがで

きます。また「たびとしょCafe」という研究交流
会を定期的に開催しているようです。毎回
テーマに合わせてゲストスピーカー（講師）
をお招きし、観光研究をしている方々をつ
なげる場としても利用されています。ゆった
りした雰囲気の中、奥深い旅の世界に浸
る、そんな素敵な図書館です。

まるで、旅行した気分！

　本好きが高じて、高校２年生の時にインターネット上
で「双子のライオン堂 古書店」を開設した店主の竹田信
弥さん。古物商許可を取ったり、ホームページを整えたり
しながら、地道にネット通販を続け、平成25年（2013）、
ついに文京区白山で実店舗も構えることになりました。
　「その時、100年残す本屋をやると決めたんです」と竹
田さん。自分の好きな本と本屋をどうやったら100年残
せるかについて考え、試行錯誤の日々が続きました。そし
て平成27年（2015）に港区赤坂６丁目の物件と出会
い、現在の営業形態になったそうです。

　「双子のライオン
堂」の大きな特徴は
本のカテゴリー分け
にあります。文学・社
会・ビジネス・哲学な
どで区分けするので
はなく、多彩な専門家
に選書を依頼し、その専門家の
著書とともに選書も並べていま
す。その顔ぶれは作家や編集者だ
けでなく批評家、歌人、アナウン

サー、大学教授などバラエティ豊か。竹田さんは、カテゴリーを“人
の名前”にして専門家の本棚がのぞけて、
買える店にしたそうです。
　選書を依頼したい方のイベントに参加
し、体当たりで交渉をしたこともあるそう。
興味深い本屋さんがあれば全国津々浦々
に足を運ぶことも苦ではないのだとか。
　「なぜこんなに本が好きなのか、言葉を
尽くしても魅力を説明できないんです。本
屋を100年続けて答えが出せたらいいな
と思っています。」
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アートの世界をギュッと凝縮！
　今から43年前、当時はまだ静かだった表
参道沿いに「クレヨンハウス東京店」は誕生
しました。子どもから大人まで、年齢や世代
を超えて楽しめる、読み継がれる絵本を置く
というテーマで、スタッフが本をセレクトして
います。オーナーである作家の落合恵子さんの先見性が随所に垣間
見られる空間は、そのスタイルが投影されたような素敵な空間です。
　子どもの本の専門店として、読者と作家の架け橋でありたいとい
う思いから、毎月「子どもの本の学校」を開催。絵本作家や童話作家
の方をお迎えして講演会を行っています。また同時に、「原発とエネ
ルギーを学ぶ朝の教室」として、毎月1回土曜日の朝9時から、様々な
ジャンルの方を講師に迎え、学びの場も設けています。「絶対に“こう
でなければならない”ではなく、“私はこう思う”という思いを、やわら
かくしなやかに声にすることで物事が動く」との考えは、スッと背筋
が伸びつつも、ふとゆったりと深呼吸したくなります。
　誰にでも、子どもの頃に好きだった絵本があると思います。それは
大人になっても、ふと手にしたくなる時があるかもしれません。店舗
の外には、いつでも平常心に戻りホッと出来るよう、手入れの行き届
いた草花で囲まれています。次のお休みに、懐かしい絵本や新しい発
見に出会いに出かけてみませんか？

山陽堂書店 日月堂 クレヨンハウス 旅の図書館 双子のライオン堂書店 Books and Modern
 +Blue Sheep Gallery

金松堂書店

BOOK TRUCK

Bookshop TOTO

ギャラリーでは、本にまつわる様々な展示
やイベントを開催しているので、ぜひマメ
にＨＰをチェックして！

丁寧な線で温かみのある
和田誠さんらしい書皮

　表参道交差点からみゆき
通りへ、根津美術館の前の通
りを挟んで向かい側のマン
ションの2階に「日月堂」の旗がひらり…。建物の2階へ上がって店
内をのぞくと、朱赤色一色の空間！ 一体どんな本屋さんかしら？
　ご案内には「芸術、美術デザイン並びにモダニズム都市文化関
係、日欧文化交流に関する歴史、影響関係（特に日仏）表象文化研
究など1910年～30年代を中心として、19世紀末～1960年頃ま
でに発行、製本された書籍から紙モノまでを主力」として扱ってい

るとのことです。
　　この日、店主の佐藤さんご自身、お気に入
りの一点もの「縞帖」を見せてくださいまし
た。当時農村での野良着のごく小さな端切
れを集めて台紙に張り綴じたもの。人の生
活の楽しみや喜びが感じとれるものという
ことでした。このように、日月堂は、古書店と
いっても、単に古い書籍のみを扱うのではな
く、古書店でなければできない様々な貴重な
資料を扱っています。「昨今の断捨離は傲

慢！」と佐藤さん。みなさま、断捨離の折には、ぜひ日月堂にご相談
を。思わぬお宝に化けるものがあるかも…ですよ。

ここはもう
古書店というより
資料室

子どもの本の有名店。大人も楽しめる！

古書・日月堂
　 南青山6-1-6-205
 　 03-3400-0327
　 12:00～20:00 営業日：火・木・土  
営業不定日：月・水・金  　 日
　 東京メトロ「表参道」駅（A5出口）徒
歩7分　　 「青南小学校」徒歩2分
http://www.nichigetu-do.com/

クレヨンハウス 東京店
　 北青山3-8-15　  03-3406-6308
　 月～金 平日11:00～19:00、土･日･
祝10:30～19:00
　 年中無休（年末年始を除く）
　 東京メトロ「表参道」駅（Ａ１出口）徒
歩５分　　「表参道駅」徒歩5分
http://www.crayonhouse.co.jp/

公益財団法人 日本交通公社
旅の図書館
　 南青山2-7-29 日本交通公社ビル　 
　 03-5770-8380
　 月～金10:30～17:00
　 土・日・祝・毎月第4水・年末年始
　 東京メトロ・都営大江戸線「青山一丁
目」駅（5番出口）徒歩3分
　 「青山二丁目交差点」徒歩2分
https://www.jtb.or.jp/library/

双子のライオン堂書店
　 赤坂6-5-21　 050-5276-8698
　 水～土15:00～21:00／日 不定期
　 東京メトロ「赤坂」駅（6番出口）徒歩
4分　　「赤坂五丁目交番前」徒歩3分
https://liondo.jp/

リノベーションで増強
された本棚と床は、店
主と選者の想いを
しっかりと支えます

　一ツ木通りにある金松堂書店は、明
治43年（1910）から続く赤坂の本屋さ
んです。ブロマイド好きだった初代店主が香川から上京する際、芸者
が多い赤坂にお店を構えたそう。ＴＢＳのお膝元であり、首相官邸
が近いことから、メディアや政治関係の本も置いてあります。また、ど
んなお客さんがどのような本を買っていくのか観察し、お客さんのこ

とを考えながら本を陳列するなど、と
ても思いやりに溢れています。イン
ターネットにばかり頼るのではなく、
昔ながらの本屋さんで自分に合った
本を見つけ出すのも良いかもしれま
せん。

明治から赤坂を
見守ってきた本屋さん

金松堂書店
　 港区赤坂5-1-3 金松堂ビル
　 03-3585-0031
　 月～金10：00～22：00
　 土10：00～19：00
　 日・祝
　 東京メトロ「赤坂」駅（1番出口）徒歩
2分、東京メトロ「赤坂見附」駅（10番出
口）徒歩5分　　「山王下」徒歩4分
http://www.hitotsugi.jp/shopping/
kinshodo.html

お目当ての本がなけれ
ば、お取り寄せも可能！

　TOTO出版が運営している「Bookshop TOTO」は、
平成7年（1995）に３階「TOTOギャラリー間（ま）」の
ミュージアムショップとして設立された、気軽に入れる
建築・デザインの専門書店。スタッフが入念に選定した

国内外の建築・デザイン・イン
テリアに関する書籍はもちろ
ん、誰でも自由に閲覧できる国内外の建築・
インテリア雑誌のバックナンバーを揃えた
「マガジン・ライブラリー」も有名です。建築
関係でない方も、ここに来たら必ず気にな
る本や雑貨に出会えるはずですよ！ 

〈ギャラリー・間〉では11月24日（日）まで、
ヴェネチア・ビエンナーレ・銀獅子賞を受
賞したベルギーの建築家ユニットの初の
日本展覧会が絶賛開催中！

　ある時は神社のお祭り。ある時は地方の喫茶店の軒先で。またある
時は動物園の中。神出鬼没の本屋さんがいる。そんな噂を聞いて訪ね
た市場の一角には、木箱に収まった本たちがずらり。なるほど、確かに
ここは本屋さんです。
　店主の三田修平さんは、大手書店やインテリア店に勤めた後、本屋
さんを開くために独立。「チェーン書店では出会えない本に会える本屋
さんを作りたい」と考えたものの、東京にはすでに個性的な書店が存

在するため、ふと野外イ
ベントに出店するのはど
うかと思いついたのが
移動式本屋さん誕生の
きっかけでした。脳裏に
あったのは移動図書館

の楽しい記憶。平成24年（2012）
にトラックを改装した移動式本屋
「BOOK TRUCK」を立ち上げま
した。
　出店先は、依頼を受けた所から
選んで行くというスタイル。最近は
出店依頼も多く、新潟や長野まで遠征することも。赤坂・青山地域で
も、昨年秋の東京ミッドタウンのアートイベントや今年春の赤坂アーク
ヒルズの蚤の市に出店していました。赤坂・青山地域の特徴としては、
日本在住の外国人が多く訪れること。日本語の簡単な小説や、子ども
用に日本語の絵本を買ってくれるそうです。
　移動式本屋さんの魅力は、普段書店に行かない人でも気軽に本と
出合えること。ふと立ち寄ると、新しい世界に出会えるかもしれません。

BOOK TRUCK店主
の三田修平さん

車の中に所狭しと収
められたたくさんの本

さすらいの移動式書店

出店情報などはこちら▶　https://www.facebook.com/Booktruck/

山陽堂書店オリジナ
ルグッズ第1弾のス
ポンジワイプ。デザ
インは山﨑杉夫氏！

たくさんの古書や資料がところ狭しと積み上げられています

スタッフの手で作り上げ
られた植栽。ホッとした
気分に

ゆっくりと本を読むことができるスペースもあり
ます

旅の本の世界に入り
込んでゆったりでき
る温かみのある空間

本の形をした扉を開いてお店の中に
入ります

自社出版や読書会イベントも
活発に行う店主の竹田信弥
さん

奥様が手がけられた
というかわいい書皮

思わず立ち寄りたくなる、
昔懐かしの本屋さん

壁一面に整然と収められたマガジン・ライブラリー

レトロなマッチ箱の
コレクション

無人島に1冊だけ
本を持っていくとしたら？

『忘れられた日本人』
宮本常一著。日本各地を周り、現地の
人々から地域の生活や文化について聞い
た。書いてあることが映像として頭に浮か
び、「日本とは」と考えさせられる本

無人島に1冊だけ本を持っていくとしたら？
『アフリカの日々』

アイザック・ディネーセン著。「本当は店名
を『Dienesen』としたかったくらい、子ど
もの頃から好きな作家なのですが、家族
に『誰もわからないよ』と止められました」
というエピソードも。お店でも購入可能

時刻表やガイドブック
のバックナンバーがすべ
て揃っているのは圧巻！

クレヨンハウスのキャラク
ターがプリントされたオリ
ジナルのトートバッグ

写真や絵画に限らずクラ
フトなども並び、多岐にわ
たるアートを観ることがで
きます

多忙を極める日々なが
ら、お客様からは「ふん
わりしている」「のんびり
していて良いねぇ」と言
われてしまうのだとか

1Fはたくさんの子どもの
本が並んでいます

朱赤にまとめられた店内。どこか別世界
へと誘われている気分です

Books and Modern
　+ Blue Sheep Gallery
　 赤坂9-5-26 パレ乃木坂201
　 03-6804-1046
　 火～土12:00 ～19:00
　 日・月（展覧会により変更あり）
 　東京メトロ「乃木坂」駅（2番出口）徒
歩2分　　「乃木公園」徒歩4分
http://booksandmodern.com/

所在地 電話番号 営業時間 定休日 地下鉄 ちぃばす

日月堂
★

青山生涯学習館

青南小学校

根津美術館

ちぃばす
「青南小学校」

東京メ
トロ

銀座線
・半蔵

門線

青
山一丁
目
駅

都
営
大
江
戸
線

日本交通公社
旅の図書館

★ 都
立
青
山
公
園

ちぃばす
「青山二丁目交差点」

東京
メト
ロ

千代
田線

双子のライオン堂
★

赤坂氷川神社

一ツ木
公園 氷川公園

ちぃばす「赤坂五丁目交番前」

乃木坂駅

東京メ
トロ

千代田
線

都営大江戸線

Books and Modern
+Blue Sheep Gallery

★
乃木公園

乃木神社

ちぃばす「乃木公園」

乃木坂駅

東京
メト
ロ

千代
田線

都営大江戸線

Bookshop TOTO
★

乃木公園

ちぃばす
「乃木坂駅入口」

赤坂駅

東京メ
トロ

千代田
線

東
京
メ
ト
ロ

銀
座
線・丸
ノ
内
線

金松堂書店★
赤坂Bizタワー
SHOPS & DINING

TBSテレビ

ちぃばす「山王下」

東京メトロ
千代田線

表参道駅

←
至
渋
谷

東
京メ
トロ

銀
座
線・
半
蔵
門
線

善光寺

クレヨンハウス
★

ちぃばす
「表参道駅」

無人島に1冊だけ
本を持っていくとしたら？
『聖書』

無人島に1冊だけ
本を持って
いくとしたら？
『広辞苑』

本を買うと赤い袋に貼って
くれるレトロなシール

無人島に1冊だけ
本を持っていくとしたら？
『束見本』

白紙の本。好きな小説の
一節を書き込みます

この大きな本棚は店長の
若井さん自身が設計した
オリジナル。1000冊近い
蔵書は「命懸けの買取り」！

オリジナルのコーヒー豆を
焙煎してもらっています

探
す
楽
し
み
！ 

見
つ
け
る
楽
し
み
！

建
築
・
デ
ザ
イ
ン
の
専
門
書
店

おそらく創業時から変わらない
というレトロかわいい書皮

無人島に1冊だけ
本を持っていくとしたら？

『髪結い伊三次捕物余話』
宇江佐真理著。髪結いの主人公には
自店舗を構え、芸者の恋人と所帯を
持つ夢がある。夢を叶えるために、仕
事に励みながら、裏の顔である奉行
所同心の小者として様々な事件を解
決していく姿がほっこりします

無人島に1冊だけ
本を持って
いくとしたら？
『国語辞典』

新訳・旧訳ともに未読ですが、
取り扱う作品や蔵書、著者の
根底に流れる考え方や文化を、
より深く知ることができそう

東京メトロ千代田線

表参道駅

←
至
渋
谷

東
京メ
トロ

銀
座
線・
半
蔵
門
線

善光寺

山陽堂書店

★

ちぃばす「表参道駅」
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