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地域の活動
地域で活躍している
方 を々紹介！！ 大使館を

訪ねて

赤坂青山地域のVol.07Vol.10

●加入対象者　令和2年4月1日時点で港区に住所がある人
●保険期間　令和2年4月1日午前0時～令和3年3月31日午後12時
●加入方法
＜個人加入の場合＞
　各総合支所協働推進課または区内金融機関(銀行・信用金庫・信
用組合・ゆうちょ銀行・郵便局)で配布する加入申込書にご記入のう
え、保険料を添えてお申込みください。
＜10人以上の団体加入の場合＞
　各総合支所協働推進課で、団体加入申込書にご記入のうえ、人
数分の保険料を添えてお申込みください。

●加入申込期間　令和2年2月3日(月)～令和2年3月31日(火)
※金融機関での申込みは令和2年3月23日(月)までです。申込期間外のご加入はでき
ません。

●コースの種類と保険料
　表の6つのコースから１つを選んでご加入ください。複数のコース
へのご加入はできません。
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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。
七夕や新年会などの季節を感じるイ

ベントや健康体操、ボイストレーニング
など、いつまでも元気に過ごすための
講座を開催しています。
また、バスハイクや近隣施設の見学
など、普段はなかなか訪れることのな
い場所へ訪問するプログラムも開催中
です！
今年度は、エジプト大使館の協力のも

と、エジプト大使館を訪問し、職員の方
から貴重なお話を伺うことができました。
初めての方も、ぜひお気軽にご参加

ください。

港区民交通傷害保険は、少額の保険料で加入でき、車両による交
通事故でケガをしたときに、入院や通院治療日数と通院治療期間に応
じて保険金をお支払いする保険制度です。
また、自転車または身体障がい者用車いすの所有・使用・管理に起
因して、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等に
よって発生した、法律上の損害賠償を補償する｢自転車賠償責任プラ
ン｣もあわせて募集します。令和２年４月１日より「東京都自転車の安全
で適正な利用の促進に関する条例」が改正となり、都内で自転車を利
用する人などの自転車賠償保険等の加入が義務化されます。
自転車事故でも被害の大きさにより多額の損害賠償金を支払わなく

てはならない場合があります。いざというときのために｢自転車賠償責
任プラン」もあわせてご加入ください。
詳しくは、各総合支所で配布するパンフレットまたは港区ホームペー

ジをご覧ください。
※自転車賠償責任プランのみに加入することはできません。

令和2年度
港区民交通傷害保険に加入しましょう

「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

●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 3階
    区民ホール
●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 協働推進課 協働推進係
　☎03-5413-7272

地域の小学生による
元気いっぱいのパフォーマンス

パネルディスカッションの様子

豪華景品が当たるチャンスの
お楽しみビンゴ大会！

親子で楽しめる子ども広場も
あります

昨年度の様子

※詳細は決まり次第、区設掲示板やＨＰ等でお
知らせします。

赤坂青山ふれあいサロンにようこそ！

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

このご案内は概要を説明したものです。詳しくは、損害保険ジャパン日本興亜株式会社
東京公務開発部営業開発課(新宿区西新宿1-26-1)までお問い合わせください。
TEL 03-3349－9666（平日午前９時から午後５時まで）

引受保険会社：損害保険ジャパン日本興亜株式会社
※損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、関係当局の認可等を前提として、令和2年4
月1日に商号を変更し、「損害保険ジャパン株式会社」になります。
　承認番号：SJNK19-09247　承認日：2019/11/08

日時 場　所
赤坂
サロン

青山
サロン

毎月第２・第４水曜日
13:30 ～

港区赤坂4-18-13
赤坂地区総合支所１階会議室

港区北青山1-6-1都営住宅1号棟1階
赤坂地区高齢者相談センター
フリースペース

毎月第３水曜日
13:30 ～

●対象　概ね60歳以上の区民　　●費用　各回100円（お茶代）
※プログラムの内容により、事前申し込みが必要な場合があります。
　また、別途費用が生じる場合があります。
※各回のプログラムについては、下記問い合わせ先までお気軽にお問い合わせくださ
い。翌月のプログラムについては、各サロンにてチラシを配布しています。
★赤坂青山ふれあいサロンは、赤坂・青山地区タウンミーティング「いきがいづくり推進
分科会」の区民メンバーが中心となって行っております。

●開催日時・場所

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いただ
き、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～地域みんなが顔なじ
み～」を開催します。
昨年度に引き続き、岩手県立大学
社会福祉学部准教授 菅野 道生氏に
よる講演会や、実際に地域活動を行っ
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。
また、地域の子ども達によるステー
ジパフォーマンスや豪華景品が当たる
赤坂青山町会連合会主催のお楽しみ
ビンゴ大会等、子どもから大人まで
楽しめる企画も準備しております。多
くの方のご参加をお待ちしています。

ボイストレーニングの様子

健康体操の様子

補償内容コース 一時払保険料 最高保険金額

A
B
C

区民交通傷害Ａコース
区民交通傷害Ｂコース
区民交通傷害Ｃコース
区民交通傷害Ａコース
＋自転車賠償プラン
区民交通傷害Ａコース
＋自転車賠償プラン
区民交通傷害Ａコース
＋自転車賠償プラン

150万円（交通傷害）
350万円（交通傷害）
600万円（交通傷害）

1,000円
1,700円
2,900円

1,400円

2,100円

3,300円

150万円（交通傷害）＋1億円（自転車賠償）

350万円（交通傷害）＋1億円（自転車賠償）

600万円（交通傷害）＋1億円（自転車賠償）
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BJ

CJ
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ここで半分に折って貼り合わせてください（山折り）
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読者アンケートに
ご協力ください

　地域情報誌「ＭＹタウン赤坂青山」は平成18年10月の創刊号
以降、毎年発行を継続して、今号で節目の第50号を迎えました。
　創刊50号を記念して、日頃より本情報誌をご愛読いただいて
いる方々に、読者アンケートを実施します。より一層地域の方々に
愛される情報誌にしていくために、皆様のご意見、ご要望などを
ぜひお聞かせください。なお、アンケートにご協
力くださった方には、抽選で素敵なプレゼントを
差し上げます！ 
　多くの方のご回答をお待ちしております。ご協
力よろしくお願いします。

●アンケートは裏面に記載しております。ご無理のない範囲でご
回答ください。
●ご記入後は、切り取り線で切り、回答面を内側にして半分に折
り、のり付けをしてください。
●切手を貼ってご投函ください。
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り
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り

切
り
取
り

創刊50号
特別企画

バックナンバーは
こちら

（締め切りは令和2年1月末です）

東京都は令和2年4月から
自転車損害賠償保険等の加入を義務化します

都税事務所からのお知らせ

１２月は固定資産税・都市計画税
第３期分の納期です（23区内）

１２月２７日（金）までに、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、安心で便利な
口座振替をご利用くださ
い｡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または下記問
合先へ。

令和元年１０月１日から自動車の税金が変わりました
❶「自動車取得税」が廃止され、「自動車税環境性能割」が導入さ
れました
（１）税率は燃費基準達成度等に応じて決定し、新車、中古車を問

わず、非課税、１％、２％及び３％の４段階を基本とします（営業車、
軽自動車の税率は２％が上限です。）。

（２）令和元年10月１日から令和２年９月30日までの間に取得した
「自家用乗用車」については、自動車税環境性能割の税率が１％
軽減されます。

❷自動車税種別割」の税率が引き下げられました
（１）現行の自動車税の名称が、「自動車税種別割」に変わりました。

制度は現行と同様です。
（２）令和元年10月１日以降に初回新規登録を受けた「自家用乗用車」

については、恒久的に自動車税種別割の税額が引き下げられます。

▶問合せ／東京都自動車税コールセンター　☎03-3525-4066

▶問合せ／
　【課税】【納税】港都税事務所　☎03-5549-3800（代表）
　【口座振替】主税局徴収部納税推進課　☎03-3252-0955

「青南小学校金管バンドBlue Heart」
は、青南小学校の子どもたちにバンド
活動を通じて、音楽の楽しさを感じ、成
長していく機会を創出するために活動し
ています。また、ボランティア活動にも積極
的に参加するなど、地域活動にも力を入れています。

勝山　恭子 さん
か つ や ま や す  こ

青南小学校金管バンド Blue Heart外部講師／
青山地区委員会　会計

●金管バンドの外部講師を始めたきっかけを教えてください。
約20年前に、当時不在となっていた金管バンドの指導係を青南小
学校の校長先生から依頼されたことがきっかけです。私のピアニスト
としての音楽経験を活かして、ぜひ子どもたちに音楽の楽しさを伝え
たいと思い、外部講師を始めました。今でも親御様からのご理解、ご協
力をいただきながら、教育の現場で指導していることを意識して活動
を続けています。

●具体的な活動内容を教えてください。
参加しているのは青南小学校の４年生か

ら６年生で、毎週火・水・木・金曜日の午前７
時45分から８時15分に活動しています。青
山まつりや「社会を明るくする運動」のみな
と区民の集いなど地域のイベントや、運動会
など学校行事での演奏発表に向けて、課題曲の練習に日々取り組ん
でいます。私自身は、各楽器のパート練習や前回の練習を休んだ子ど
もへのサポートを中心に行っており、みんなが楽しく活動できるように
努めています。また、子どもたちには楽器を大切に使うことをはじめ、マ
ナーや礼儀についても積極的に伝えるようにしています。

●どのような時にやりがいや楽しさを感じますか？
大きなイベントでの演奏が終わった後の達成感や子どもたちの笑顔

を見たときです。練習を重ねるにつれて、子どもたちの演奏はどんどん
上手になっていきます。そうした成長していく姿を見ることができるこ
とも楽しみの一つです。また、同窓会からご提供いただいた金管バンド
専用のポロシャツを子どもたちと一緒に着用することが嬉しく、地域全
体に支えられながら、より一体感を感じて活動に取り組むことができて
います。

●大変だと感じていることを教えてください。
部員の確保が大変です。金管バンドは演奏者が多いほど、力強く迫
力ある演奏になるので、多くの子に参加してもらいたいです。５年ほど
前から少しずつ部員数が増えてきましたが、今後も積極的に募集して
いきたいと思います。

●読んでいる方へのメッセージをお願いします。
私は、赤坂・青山地域が日本一素晴らしいまちだと思っています。そ

れは、地区委員会や町会・自治会の先輩方が、赤坂・青山が誇る素晴ら
しい伝統を守り続けてきたからこそであり、これからも皆さんには守り
続けていって欲しいです。私自身も日々、伝統を大切にしながら、みん
なが楽しく住みやすいまちになるように活動を続けていきたいと思っ
ています。
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地域イベントの様子

●問合せ／赤坂消防署　☎ 03-3478-0119

赤坂消防署からのお知らせ

　師走ともなると何かと慌ただしく“気がつけば今年もあと
わずか”と、時の流れの早さに驚かされます。この時期は、
救急車の出動が一年の中で最も多くなる時期でもあります。
冬季に救急要請が急増する原因の一つとして、風邪やインフルエンザなど
の冬季に流行する病気の発生、急性アルコール中毒、餅を喉につまらせる
ことによる窒息事故などのような急病・事故の多発が関連していると考えら
れています。
　こういった年末年始に多発する事故の発生を未然に防止するために、救
急事故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。

病気や事故に注意しましょう
年末年始
に急増!

風邪やインフルエンザなどの冬季に流行する病気の発生

❶インフルエンザが流行している時は人ごみをさけましょう。
❷外出時にはマスクを着用し、帰宅時にうがいと手洗いを忘れず
にしましょう。
❸流行前に予防接種を受けましょう。

予防ポイント

忘年会、新年会などにおける急性アルコール中毒

❶自分の適量を知り、その日の体調にも注意しましょう。
❷短時間のうちに多量の飲酒（一気飲み）はやめましょう。
❸飲酒の無理強いはしないようにしましょう。

予防ポイント

餅などをのどにつまらせたことによる窒息事故

❶急いで飲み込まず、ゆっくりと噛んでから飲み込みましょう。
❷乳幼児や高齢者と一緒に食事をする際は、適時食事の様子を見
るなど注意を払うよう心がけましょう。
❸いざという時に備え、応急手当の方法をよく理解しておきましょう。

予防ポイント

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。第10
弾となる今回は、カナダ大使館を訪ねカナダ大使館広報
部長、マット・フレーザー参事官にお話を伺いました。

多様な文化と豊かな教育環境を持つ国

カナダ大使館

カナダ国旗

●歴史
カナダは数千年にわたり、先住民族とその祖先の故郷となってきました。先住
民族は、シベリアからアラスカへとかつて繋がっていた陸橋伝いに移動した、
というのが通説です。
16世紀になると、アジアへの新たなルートを求めて英国やフランスの探検家

が大西洋岸を往来し始め、まもなく定住植民地を築きました。やがて英国とフラ
ンスとの激しい抗争の末、1759年にパリ条約が結ばれると、これら全植民地が
英国の支配下に入り、カナダは1867年まで英国の植民地となりました。
19世紀末以降、世界中からやってきた移住者は、すでに多文化社会であった

カナダをさらに豊かにしました。第二次世界大戦以前は、カナダへの移住者の大
半はヨーロッパ出身者でしたが、1945年を境にアジア、南米、カリブ海諸国から
の移住者数がぐんと増え、1971年に、カナダは世界で初めて、多文化主義政策
を正式に導入しました。

●日加修好９０周年
昨年から今年にかけて、日本とカナダは外交関係樹立90周年という重要な
節目を迎えています。日本は1928年に、カナダは1929年に相手国の首都に公
使館を開設して以来、日加関係は人権、民主主義、法の支配の尊重、開かれた市
場と持続可能な開発へのコミットメントなどの共通の価値観を基礎に、繁栄を続
けてきました。両国がこれまで深めてきた多面的な友好関係は、教育、文化、
学術交流など様々な分野において人と人とのつながりを育んできました。
スポーツの分野でも、カナダはラグビーワールドカップ2019に出場し、さらに
来年の東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて大きく期待が
高まっています。すでに、カナダのさまざまな競技のチームが、日本各地で強化
合宿を行っており、地元の方々との交流も盛んになってきています。
このように、日本とカナダは90年にわたる外交の歴史の中で、成熟し洗練さ
れ、相互に恩恵をもたらす包括的な関係を
築き上げてきました。

●見たい、行きたい（観光）
【オーロラ観賞】色鮮やかにゆらめく光の
カーテンが夜空を埋め尽くす感動のオーロ
ラですが、実際に見ることはかなり難しいで
す。そんなオーロラを体験するなら、ノース
ウエスト準州がおすすめです。
（カナダ観光局　https://jp-keepexploring.canada.travel/）

●カナダ留学
カナダは安全で、多文化社会が広がる理想的な留学先です。体験型学習や、
最先端の研究開発とイノベーションに根ざした教育制度といった質の高い教育
を受けることができます。また、カナダの公用語である、英語とフランス語いずれ

の言語でも学べるので、世界中どこでも活躍で
きるスキルを身に着けることができます。カナダ
大使館では、E・H・ノーマン図書館内に、留学コ
ーナーを設けて、ご自由に学校パンフレットをお
持ち帰りいただけます。春と秋には、大使館内で
のカナダ留学フェアも開催していますので、是非
ご参加ください。

（カナダ留学ウェブサイト　http://www.canada-ryugaku-fair.com/）

カナダ大使館ウェブサイト▶http://www.japan.gc.ca/
カナダ大使館のSNS、E-ニュース・レター「Culture Canada」は

このサイトからリンクされています。

カナダ

太平洋 大
西
洋アメリカ合衆国

アラスカ

Canada

グリーンランド北極海

オーロラ

留学フェア

MYタウン

地域の人がつくる
地域情報誌令和元年12月発行
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六
本
木
駅

（桜坂）

（薬研坂）

（三分坂）

青山一丁目駅 赤坂地区総合支所 赤坂見附駅

赤坂駅

溜池山王駅

青山通り

赤坂通り

外
苑
東
通
り

元赤坂（2）

元赤坂（1）

赤坂（3）赤坂（4）

赤坂（5）

赤坂（7）
赤坂（8）

赤坂（9） 赤坂（6） 赤坂（2）

赤坂（1）

ここで半分に折って貼り合わせてください（谷折り）

読者アンケート
性別と年齢を教えてください。

記載していただいた個人情報は、港区赤坂地区総合支所が管理し、当アン
ケートの回答および当選のご連絡以外には使用いたしません。また、ご本人
の同意がなければ第三者に個人情報を提供することもございません。取得
した個人情報は紛失や漏洩などが発生しないよう十分に管理いたします。

お名前

電話番号

お住まい

メールアドレス

Q1
□男　□女　（任意）
□20歳未満 □20歳代 □30歳代
□40歳代 □50歳代 □60歳代
□70歳以上
「ＭＹタウン赤坂青山」は公募により参加し
た区民編集委員が、企画から取材、原稿作
成まで行っていることをご存じでしたか？

Q2

□知っている　□知らなかった

「ＭＹタウン赤坂青山」をどのように入手し
ましたか？

Q3

□自宅に届いた　□赤坂地区総合支所で
□図書館等の港区有施設で　□駅構内で
□その他

これまでに発行した「ＭＹタウン赤坂青山」
（創刊号から第５０号まで）の中で興味・関心
を持ったテーマは何ですか？

Q4

・（第　　号）

「ＭＹタウン赤坂青山」のご意見、ご感想、
今後取り上げてほしいテーマをお聞かせく
ださい。（例　赤坂・青山地域の◯◯の活
動を取り上げてほしい、など）

Q5

〒

実は江戸時代、長州藩毛利家下屋敷の庭園
だったのです！　ほぼ当時のままというから、歴
史好きじゃなくても妄想が止まりません。おす
すめは桜と紅葉の頃。和の風情と摩天楼のコラ
ボレーションが圧巻です。

多様な文化が見事な調和を見せるカナダ。留学フェア、高円宮
記念ギャラリー、E・Ｈ・ノーマン図書館、白い建物の中は情報
満載。入館には、政府発行の写真付き身分証明書が必要です。

テレビ局があったりライヴハウ
スがあったり、都会の一角にエ
ンターテインメントがギュッと
凝縮された場所。カジュアルな
パブやカフェがあるのも嬉しい
ポイント。

桜の散る姿が印象的な赤坂の隠れた
名所。桜で有名な赤坂サカスには毎
年多くの方が訪れますが、桜を独り占
めしたいならここがおススメです。来
年の春、ぜひ訪れてみてください。

編集委員が選ぶ！

東京の中心に位置する港区にありながら、公園や歴史ある
建造物など魅力満載の「赤坂」。より良い情報発信を目指す
編集委員が、あらためて街の魅力をお伝えしたくて、記念
すべき50号発行にあたり、「私の好きな赤坂」に焦点をあて
てみました！ 　　　  ※次号は「私の好きな青山」をお送りします！

赤坂青山

編集委員の紹介

mogmog
赤坂在住。MYタウン
３年目の犬とお祭り好
きの40代

Pirako
美しいモノ、楽しいコ
ト、素敵な空間、美味
しいごはんが大好き！

ぼちぼち
青山在勤。自転車で
坂の多い赤坂青山を
走り回っています

スカーレット
ハンドベル、絵てがみ、
タウン誌の取材など
ボランティアに感謝

Rio
南青山在住、元赤坂
勤務。神社仏閣とカ
フェ好きの30代

Yas
港区内在勤。編集委
員1年生の駆け出し
です

ponchuke
寺社巡りを愛する大
学生。最近は、オシャ
レな建物巡りも！

キャサリン
二児の母です。住み
やすい赤坂が大好き
です

Debbie
赤坂在住、港区内勤
務。赤坂・青山エリア
の散策好き

私たちが
選びました！

平成21年（2009）に旧東宮御所として国宝に指定されました。近
代建築としては初の国宝です。国立国会図書館や東京オリンピッ
ク組織委員会の事務局として使用されたこともあるんですって。

一歩、足を踏み入れれば異国情緒溢れる館内。至る所で見られ
る精巧な装飾や豪華絢爛な色遣いは、まるで外国の美術館を訪
れているような錯覚に陥ります。

和製ヴェルサイユ宮殿のような豪華絢爛な本館、日本の美意識が
感じられる和風別館、どちらも素晴らしい！ 前庭のキッチンカーで
コーヒーを購入して過ごす、優雅なティータイムもお気に入りです。

赤坂地区総合支所の4Fに食堂があるのを知っていましたか？ 
とにかく眺望が素晴らしく、「赤坂御所を眺めながらのランチ」
は贅沢すぎる！ また、6Fにある「ヘルシーナ」も御所が見える絶
景のジム！穴場です!!

迎賓館の和風別館｢游心亭｣は、和のおもてなし心に溢れていて素
敵。特に、錦鯉が泳ぐ池に太陽が差し込むと、その水の「ゆらぎ」が
廊下の天井に投影される瞬間は必見です！

迎賓館赤坂離宮

浄土寺

単なる複合施設とは異なり、アートに溢れる雰囲気
が大好きです。デザイン関係のイベントが多く、２つ
の美術館を巡るのも楽しみ！ 冬は幻想的なイルミ
ネーションに酔いしれましょう。

ここはまさに「日本のセントラルパーク」！ 東京ミッ
ドタウンやリッツ・カールトン近隣とは思えない、緑
豊かで穏やかな場所。芝生とビル群が共存してる
この感じが大好き！！

草月会館

アート特集で出会った赤坂サカ
スの黄色いインコ。平成20年
（2008）に開催された「Akasaka 
Art Flower 08」の参加作品な
のだとか。一度見たら忘れられな
いインパクト大の彫刻です。

黄色い巨大インコ

赤坂サカス

大使館のある建物をエレベーターで上がっていくと、そこに
は見晴らしのよい空中庭園が。石や岩を使ったカナダ・ガー
デンや枯山水式日本庭園、彫刻などを楽しめます。

赤坂の料亭で芸者さんの宴を以
前拝見しました！  とっても素晴ら
しかったです!!  ネットで検索すれ
ば芸者さんを体験できるプランも
あるので要チェックです！

世界最大級のパイプオルガン、そのパイプ数なんと
5,898本！ 月1回原則木曜日には無料のランチタイム
の “オルガン プロムナード コンサート”が開催されます。
圧巻の音色を無料で体験できるなんて凄い贅沢ですよ
ね！ すべての席が特等席ですが、オルガン正面の2階席
中央あたりが個人的にはおすすめです。大迫力のオルガ
ンを間近で体感できます。

赤坂コミュニティーぷらざ
ANAインターコンチネンタルホテル東京の後ろ側をぐるっと
めぐる、それほど広くない道の両側のさくら並木。お花見の
シーズンに一度は訪れたい、優しい気持ちになれる不思議な
“桜坂”。坂の途中には一休みできるカフェもあります。

赤坂にある「坂」

ドイツ連邦共和国を代表する文化機関として、ド
イツ語コース・文化プログラムを提供しています。
図書館は一般に公開されており、図書館内の書
籍やメディアの利用は無料です。

ゲーテ·インスティトゥート東京

一歩園内へ足を運ぶと、早春は萌えるような木立の
芽吹き、新緑、初夏は彩り豊かな紫陽花の群生、そ
して晩秋はひときわ美しい紅葉、と四季折々。この自
然の中に身を置く心地良さに、しばし都心であるこ
とを忘れ、静寂さ、そして歴史を感じさせてくれます。

高橋是清翁記念公園

ビルに囲まれた、都会のオアシス。「稲荷」ですが、
愛知県に本山があるお寺です。境内にはインスタ映
えスポットもたくさん。昼間もいいけれど、夜の赤い
提灯が並ぶ幻想的な風景もおすすめです。

豊川稲荷東京別院

寺社仏閣好きにはたまらない！　都会のど真ん
中にありながら、赤坂屈指のパワースポットであ
る豊川稲荷。数えきれないほどの狐に囲まれな
がら、心を落ち着かせることができます。

参道のほぼ中央にある銀杏の木。紙垂の付いたしめ縄が飾
られていて、てっきりご神木と思い込んでいました。取材で
伺ったところ、本物のご神木は門外不出の秘密だそうですよ。

早朝に太極拳をやっています。老若男女問わず、港区天然記
念物に指定されている大銀杏の前で皆さん楽しそうに身体
を動かしているので、パワー朝活で健康に！

赤坂氷川神社

檜町公園

境内にはたくさんの狛犬が。その内の一対は都内で2番目
に古いんです。それがどの狛犬なのか探してみるのも一興で
すね。創祀から1000年以上の歴史を有する由緒ある神社
です。樹齢400年を誇る港区天然記念物の大銀杏も見事。

石庭と緑豊かな借景に

魅せられる

心身ともに癒される別世界！

オフィスビルとしての
一面とは別に、広場
でのイベント開催な
ども充実。個人的に
は週末にカフェや
アークガーデンを読
書や勉強などで利用
するのが、とっても快
適♪で落ち着きます。

アークヒルズ

カナダ大使館

サントリーホール

東京ミッドタウン

赤坂芸者

赤坂にはなんと名前のついた坂が22カ所！ 薬研坂、三分坂、
牛鳴坂、転坂…など、実におもしろい名前の坂が多い！　坂の
近くに立てられた由来が書かれた案内板は必見です。

やげん さんぷん

うしなき ころび

©サントリーホール

入口のガラス扉が開くと、そこにはイサム・ノグ
チの傑作、石庭『天国』が広がります。2階のカ
フェ「CONNEL COFFEE」では、大きなガラス
窓越しに高橋是清翁記念公園のさまざまな
樹々が眺められ、季節の移ろいに心安らぎます。

コーネル 　　　　　　コーヒー

ゆらぎ

ご神木と
見まがう

ドイツを
学ぶ

桜の
名所

イベントも
チェック

絵になる
公園

赤坂御所
を一望 全長

約1㎞

美しい
響き

アート
パワー
朝活

うっとり

銀3分
増し

薬研の
かたち

カフェで
一息

パワー
スポット

エンタメ
満載

豪華
絢爛

Big!

狛犬

四季を
感じる

眺望
good!

天然
記念物

インスタ
映え

カナダに
触れる
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