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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

令和元年６月３日から１１月１０日までの間、区民参画組織　赤坂・
青山地区タウンミーティング「まちのお宝発掘プロジェクト」の主催に
より、赤坂・青山の魅力（心に残るところ、お気に入りのところなど）
を被写体としたフォトコンテストが行われました。多数の応募作品が
寄せられ、厳正な審査の結果、受賞作品１１点が決定しました。
つきましては、下記により受賞作品の展示を行いますので、お誘

いあわせのうえ、ぜひ足をお運びください。

●展示期間：令和２年３月２４日（火）～４月７日（火）
　　　　　　　 ※3月29日（日）は休館
●展示場所：赤坂区民センター ３階 ホワイエ

「未来に向け共存できるまち赤坂・青山　～魅力あふれる国際都市
へ～」の実現にむけて、赤坂地区では、区民協働による赤坂・青山の
まちづくりを目指して、一緒に考え、行動する区民参画組織「赤坂・青
山地区タウンミーティング」を設置しています。令和２年度は３つの分科
会メンバーを募集します。

赤坂・青山地区
タウンミーティング 　　　　　

令和２年度
「赤坂青山 美しいまち マナーのまち」

キャンペーン　　　　　

▶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 地区政策担当
　住所 〒107-8516 赤坂４-18-13
　☎ 03-5413-7013　　FAX 03-5413-2019

フォトコンテスト
「写そう！あなたの赤坂・青山」
受賞作品の発表＆展示のお知らせ

▶問合せ／赤坂地区総合支所 協働推進課 地区政策担当
　☎ 03-5413-7013

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。令和２年度も引き続き活動を行いますので、ぜひご参加ください。
【主な活動内容】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、落書き消去活動

編集委員自らが取材し、地域の
魅力を発信する情報誌「MYタウン
赤坂青山」。今年度も最終号を迎え
ました。参加者の1年間の活動を振
り返ってひとこと。

◉上原…「祝賀御列の儀」のコースとなった赤坂地区。２４６の裏
通りに並ぶ大勢の方々に圧倒されつつも「私の好きな赤坂」へ
ようこそ♪と叫びました（心の中で）。令和（美しく心を寄せ合う
中で文化が生まれ育つ）にふさわしい街でこれからも活動を続
けていきたいです。
◉小野…知っているはずの地元なのに、取材を通してみると、
まだまだ知らない魅力がたくさん見つかりました。1年間ありが
とうございました。
◉諏江…いち読者から、編集者へ。多くの方の支えで赤坂と青
山の魅力を発信することができました。初めての経験ばかりでし
たが、自分の意見が採用された時は特にやりがいを感じました。
これまでご尽力いただいた方に感謝申し上げます。
◉田中…さまざまな取材や編集会議を通して皆さまの優しさ
や熱意に触れることができ、とても貴重な体験をさせていただ
きました。これまで知らなかった赤坂青山の魅力を発見できた
ことは、かけがえのない「黄金体験」となりました。本当にありが
とうございました！
◉中村…取材先の絵手紙教室「はじめの会」に入会。ここではハ
ガキに絵を描き、ことばを添えて“一人暮らしの高齢者に年賀状
と暑中見舞い”をお送りする─このようなボランティア活動に
めぐり会うことも……。
◉長谷川…いつも「MYタウン赤坂青山」をご覧いただきあり
がとうございます。2019年度版はいかがでしたか？ 1年間編集
委員を経験させていただき、ボランティアについてあらためて
考える機会もありました。今後はまた違う形で大好きな赤坂と
青山に関わっていきたいと思います。
◉平田…「毎号テーマが面白いし、赤坂・青山の人が取材も編
集もしてるなんて、港区スゴい！」…普段は辛口コメンテーター
の友人が褒めてくれます。手前味噌ですが、私もそう思います。
素敵な方々と地元の魅力を発信する誌面に関わることができて
幸せでした。
◉松本…２号にわたってご紹介した「編集委員が選ぶ 私の好き
な赤坂/青山」版、知っていた場所や、まだ行ったことがないお店
など、皆さまに満足いただける内容でしたか？ 『ＭＹタウン』は随
時皆さまの参加を募集しています。一緒に地域誌を作ってみま
せんか？ 

編集後記

対 象 者 赤坂・青山地域の在住、在勤、在学者、または赤坂・
青山地域のために活動したい人

❶地域情報の発信・交流分科会
赤坂・青山の魅力を編集委員

自らが取材・編集し、地域情報
誌「MYタウン赤坂青山」を発行
します。身近で魅力ある情報の
発信を目指します。

❷いきがいづくり推進分科会
地域の高齢者の交流の場で

ある「赤坂・青山ふれあいサロ
ン」を運営し、高齢者が住み慣れ
た地域で安心して住み続けられ
るように、支援策を検討します。

サロンの様子❸まちのお宝発掘プロジェクト
赤坂・青山の魅力を内外に発信し、まちのにぎわいを創出す

るため、地域の新たな魅力発掘
や情報発信の手法などについ
て検討します。令和２年度は地
図をもとに、時間内にチェックポ
イントを回り、得点を集めるイベ
ント「フォトロゲイニング」を実
施します。

フォトコンテスト審査の様子

活動期間 令和２年４月～翌年３月

申込期限 令和２年３月23日（月）

定　　員 地域情報の発信・交流分科会は15名程度
その他の分科会は20名程度

申込方法 下記内容を明記し、郵送・持参またはファックスで下
記問合せ先にお申込みください。（様式は問いません）
港区ホームページからも申し込めます。

募集する分科会

記入内容

注１） 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。
注２） 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。
注３） 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。

実施予定表
メンバー募集

★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
♥青山表参道商店会の清掃活動と合同実施

実施日 時間 活動場所 集合場所

4月 4月16日
（木）

9：30～10：30
（受付9：10～） 溜池山王駅周辺 赤坂スターゲート

プラザ前
4月17日
（金）

9：30～10：30
（受付9：10～） 青山一丁目駅周辺 ホンダビル前

5月 5月21日
（木）

9：30～10：30
（受付9：10～） 赤坂見附駅周辺 赤坂見附駅交番前

5月22日
（金）

9：00～10：00
（受付8：40～） 外苑前駅周辺 外苑前歩道上

北青山吉川ビル前

10月10月22日（木）
9：30～10：30
（受付9：10～） 赤坂見附駅周辺 赤坂見附駅交番前

10月23日
（金）

9：00～10：00
（受付8：40～） 外苑前駅周辺 外苑前歩道上

北青山吉川ビル前

1月 1月21日
（木）

9：30～10：30
（受付9：10～） 赤坂見附駅周辺 赤坂見附駅交番前

1月22日
（金）

9：00～10：00
（受付8：40～） 外苑前駅周辺 外苑前歩道上

北青山吉川ビル前

6月 6月25日
（木）

9：30～10：30
（受付9：10～） 赤坂駅周辺 赤坂Bizタワー

アネックス１赤坂通り側

6月26日
（金）

9：00～10：00
（受付8：40～） 表参道駅周辺 秋葉神社前

11月11月26日（木）
9：30～10：30
（受付9：10～） 赤坂駅周辺 赤坂Bizタワー

アネックス１赤坂通り側

11月27日
（金）

9：00～10：00
（受付8：40～） 表参道駅周辺 秋葉神社前

2月 2月25日
（木）

9：30～10：30
（受付9：10～） 赤坂駅周辺 赤坂Bizタワー

アネックス１赤坂通り側

2月26日
（金）

9：00～10：00
（受付8：40～） 表参道駅周辺 秋葉神社前

※７月、８月は気温が高いため、実施していません。

9月 9月17日
（木）

9：30～10：30
（受付9：10～） 溜池山王駅周辺 赤坂スターゲート

プラザ前
9月18日
（金）

9：30～10：30
（受付9：10～） 青山一丁目駅周辺 ホンダビル前

12月12月17日（木）
9：30～10：30
（受付9：10～） 溜池山王駅周辺 赤坂スターゲート

プラザ前
12月18日
（金）

9：30～10：30
（受付9：10～） 青山一丁目駅周辺 ホンダビル前

3月 3月18日
（木）

9：30～10：30
（受付9：10～） 溜池山王駅周辺 赤坂スターゲート

プラザ前
3月19日
（金）

9：30～10：30
（受付9：10～） 青山一丁目駅周辺 ホンダビル前

★

★

♥

♥

★

♥

編集会議の様子

1住所 2氏名 3年代 4性別 5職業（学校名）
6電話番号 7希望分科会名

都税事務所からのお知らせ
自動車の移転手続・廃車手続はお済みですか？
自動車税種別割は、毎年4月1日現在、自動車検査証（車検証）

に記載されている所有者（割賦販売の場合は使用者）の方に課税さ
れます。自動車を譲渡したときは移転登録、廃車したときは抹消登
録の手続が必要です。所轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所
で手続きをお済ませください。
＊令和2年3月31日（火）までに手続きをお済ませください。

▶問合せ／東京都自動車税コールセンター　☎ 03-3525-4066

個人事業者の方へ
個人事業税の申告期限は3月16日（月）です

●申告が必要な方：前年に事業主控除額を超える事業所得等のある個
人事業主

●申告期限：令和2年3月16日（月）
※所得税の確定申告や住民税の申告書を提出した方は、改めて事業税の申
告書を提出する必要はありません。
※事業を廃止した場合は、廃止した日から1か月以内（死亡による廃止の場合
は4か月以内）に個人の事業税の申告をする必要があります。

▶問合せ／事務所・事業所が港区にある方
　　　　　港都税事務所　☎ 03-5549-3800（代表）

4月から固定資産税における
土地・家屋の価格などがご覧になれます（23区内）
●対象：令和2年1月1日現在、23区内に土地・家屋を所有する納税者
●内容：所有資産が所在する区で課税されている土地・家屋の価格など
　　 （縦覧帳簿）

●期間：4月1日（水）から6月30日（火）まで（土・日・休日を除く）
●時間：9時～17時
●時間：土地・家屋が所在する区にある都税事務所
納税通知書は6月1日（月）に発送予定です。詳細は、主税局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　☎ 03-5549-3800（代表）

港区青少年対策地区委員会は、青少年を
めぐる社会環境の浄化や健全育成および
非行防止の対策を、地域社会の力を集結し
て進めていく自主的な地区組織活動団体で
す。赤坂地区委員会では、田植えや芋ほり、ス
キー教室などさまざまな行事を通じて、赤坂地区の青少年育成のため
に、日々活動しています。

福原　恵美 さん
ふ く は ら め ぐ  み

港区青少年対策赤坂地区委員会 副会長／
港区青少年委員

●地区委員会の活動を始めたきっかけを教えてください。
今から約20年前に、初めて子どもと一緒に赤坂地区委員会のイベ

ントを訪れた際、地域の方々に声をかけていただいたことがきっかけ
となり、その後さまざまな地区委員会の行事に親子で参加するように
なりました。何年か参加するうちに、地区委員会の活動に参加しませ
んか、とお声がけいただき、元々、子どもたちが楽しめる活動に参
加したいと思っていたこともあり、地区委員会の活動を始めました。

●具体的な活動内容を教えてください。
赤坂地区委員会では、未就園児

から参加できる芋ほりやスケート教
室、小学生から中学生、高校生ま
でが参加するみなとキャンプ村やス
キー教室など、さまざまな行事を
行っており、それらの企画や運営、
引率に携わっています。また、赤
坂・青山地域の小学生が夏休みに岐阜県郡上市を訪れる「田舎の夏
休み体験教室」にも、事業開始当初から引率として参加しています。

●どのような時にやりがいや楽しさを感じますか？
子どもたちのいきいきとした姿や笑顔で楽しそうに活動している姿

を見ているときです。また、幼稚園児や小学生のときから参加して
いた子どもたちが、数年後、高校生や大学生になり、今度は引率と
して参加してくれるようになったときはとてもうれしいです。子ども
たちのそうした成長する姿を見ることも、大きなやりがいへとつな
がっていきます。

●大変だと感じていることを教えてください。
子どもたちの安全確保、体調管理が一番大変です。子どもたちが
事故やケガなく行事に参加できるよう、安全面には最大限注意しな
がら実施しています。また、行事は屋外で実施することも多く、天候
に左右されてしまうことが大変です。雨天などでも子どもたちが楽し
めるよう代替案も用意していますが、天候は常に気にしています。

●読んでいる方へのメッセージをお願いします。
地区委員会の活動は、子どもたちはもちろんですが、大人が楽し

く参加することも大切だと思っています。大人が楽しんでいる姿を見
て、子どもたちは地区委員会の活動という「地域交流の輪」に入って
きてくれます。そうして人と人がつながっていくことで、地域の交流
や伝統は大切にされ、未来へとつながっていくので、私はこれから
も楽しく活動を続けていこうと思っています。

地域イベントの様子

vol.
25

赤坂・青
山

地域の活動
地域で活躍している
方 を々紹介！！

●問合せ／赤坂消防署
　　　　　☎ 03-3478-0119

赤坂消防署からのお知らせ

　赤坂消防団は火災などの災害活動をはじめ、応急救護の普及活動
や災害を未然に防ぐための啓発活動など、幅広い活動を行っていま
す。会社員や自営業、大学生、主婦など男女を問わず、さまざまな職業
や年齢層の方々が、「わが街を守る」という使命感のもと、地域に密着
した活動を展開しています。

赤坂消防団は、２０２０大会
で消防特別警戒を実施予
定です！ 仲間になって一緒
に２０２０大会を成功させま
しょう！

仲間になろう！
　　　　　　に入ろう！

消防団への入団資格は３つ！！　

❶年齢１８歳以上の方
❷心身ともに健康な方
❸赤坂・青山地域に居住、勤務、
　又は通学している方

赤坂消防団

http:www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-akasaka

くわしくは、赤坂消防署
警防課防災安全係まで！

伊藤班長
いとう

杢尾団員
もくお

荒川団員
あらかわ

学生と消防団活動、
両方頑張っています！

赤坂警察署からのお知らせ

それ、詐欺です！それ、詐欺です！

このような電話、ハガキ、メールが届いたら
☎03-3475-0110

赤坂警察署からのお知らせ

区役所の保健給
付課です。医療
費が戻ります。

すぐに近くの
ATMへ行っ
てください。

ATMに着いた
ら電話をして
ください！

今日中に料金
をお支払いく
ださい

コンビニのマネー
カードの写真を
送ってください！

あなたの口座が被害に
あっています！ 暗証番号
を教えてください。

銀行協会の者が自宅に伺い
ますので、キャッシュカード、
通帳、印鑑を渡してください。

に連絡をお願いします。赤坂警察署

有料サイトの
利用料金が
未納です

（内線2612）

警察、金融庁等の公務員、銀行員等を名乗る者による詐欺

架空請求還付金詐欺

大使館を
訪ねて

赤坂青山地域のVol.07Vol.11

カンボジア

ラオス

ベトナム

タイ

南シナ海
タイランド湾

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11
弾となる今回は、カンボジア王国大使館を訪ね、ウン・ラ
チャナ大使にお話を伺いました。

豊かな自然と歴史的遺産を持つ国

カンボジア王国大使館

カンボジア国旗

●国の概要
カンボジアは有形無形のさまざまな遺産が豊富です。壮大なモニュメント、塔、
そしてクメール建築遺跡は、国中に点在しています。カンボジアの黄金時代は9世紀
から14世紀のアンコール期です。9世紀の初め、王たちは現在のシェムリアップ州
にそれぞれの首都を設け、各首都はいくつもの寺院を建てることで豊かになりまし
た。見事な建築と複雑な彫刻が施されたこうした寺院は、現在シェムリアップ州のア
ンコール遺跡群と呼ばれる地域に数多く残されています。バイヨン、プレア・ヴィヒア、
アンコールワットなど、当時の寺院はクメールの芸術と文化の豊かさを思い起こさ
せます。この時代、強大なクメール帝国は、ほぼ東南アジア内陸全土を支配し、その
芸術・建築・音楽・舞踊は近隣諸国に強い影響を与えましたが、王族同士の争いや近
隣国との戦争で、アンコール王朝は徐々に衰退していきます。近代になり、カンボジ
アは約90年におよぶフランスの植民地支配の後、1953年に独立しました。その後
はポルポト政権による不幸な時代や内戦などを経て、1993年に和平を実現し、そ
れ以降今日まで国王をいただく立憲君主制王国として発展しています。

●見たい、行きたい（観光）
カンボジアには、透明度の高い海と白い砂の美しいビーチがあります。リゾート島
にはマングローブ林、サンゴ礁、豊富な魚貝など膨大な天然資源があります。首都
プノンペン市にも多くの名所があります。
【アンコール・ワット】世界の七不思議ともいわれ、世界遺産にも登録されていま
す。有名な森本右近太夫一房ら日本人の一行は17世紀にアンコール・ワットを
訪れ墨書を残し、ほかにも世界の数多くの著名人が魅了されています。
【王宮】プノンペンの重要なランドマークの一つ。川の合流点に位置し、クメール
建築と植民地フランス式建築とを組み合わせ建てられています。
【国立博物館】クメール彫刻や工芸品の豊富なコレクションが時系列で配置され
ており、歴史愛好家には必見です。
【ワット・プノン】プノンペン市内で唯一のの丘の上にある、木々に覆われた寺
院。ライオンとナガ（蛇）の手すりのついた大階段が有名です。

●食べたい、飲みたい（食文化）
カンボジアにはさまさまな味と食感とスパイス

を幅広く組み合わせた、おいしい料理が数多くあ
ります。カンボジア料理には千年の歴史があり、
その起源は独自のアイデンティティを築いたクメ
ール文明の時代にさかのぼり、世代から世代へ
と受け継がれてきた芸術です。魚は容易に入手
できるため、多くの料理に使われ、「蒸し魚とハー
ブのアモック」などが代表的です。ヤシの木やココナツの木もふんだんにあり、甘く
香ばしいヤシジュースは絶品。近年ではヤシの汁を発酵させたワインやスパークリ
ングも作られています。

●文化、音楽、スポーツ
カンボジアには多くの古典舞踊があり、「アプサラ」と呼ばれる伝統的ダンスは、
アンコール寺院群の石に掘られた彫刻にも描かれています。このダンスは、千年以
上にわたってクメール文化の一部として受け継がれ、無形文化遺産でもあります。
またカンボジア人の伝統的挨拶を「サンペア」と呼びます。やり方は両手を胸の前で
合わせ、お辞儀して「チョムリアップ スオ」（こんにちは）と言います。合わせた手が高
いほど、またお辞儀が深いほど丁寧とされています。ぜひ試してみてください。

●大使館のとりくみ
５月３日～４日に代々木公園で開催される「カンボジアフェスティバル2020」は、
カンボジアの文化や食べ物、芸能などカンボジアの現在に触れられる貴重な機会
です。入場無料ですのでどうぞお気軽に遊びにいらしてください。
 ホームページ http://www.cambodianembassy.jp/web2/
 Facebook 「Royal Embassy of Cambodia in Japan
　　　　　　　　　　　　　　　　　　在日本カンボジア王国大使館」で検索
 ☎ 03-5412-8521

Kingdom of Cambodia

アモック
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元赤坂（2）

北青山（2）

南青山（3）

南青山（4）

南青山（5）

南青山（6）

南青山（7）

南青山（2）

南青山（1）

北青山（1）

赤坂（8）

赤坂（9）

北青山（3）

（北地区）

（南地区）

風にそよぎ、竹林がざわざ
わと音を立てる中、歩を進
めるうちに青山通りの喧騒
も消え、祈りの世界へと

入っていく。そんな、梅窓院のアプ
ローチは、心が疲れたときに行きた
くなる癒しスポットです。青山・表参道交差点のランドマー

ク的存在の老舗書店。120年以
上青山を見守ってきた歴史と、結
ばれてきた数々の縁も、お店の魅

力です。故・和田誠さんが
デザインを手がけた書
皮（カバー）も必見！

槇文彦氏が設計を手がけ、館内は
見て、触って、体感できる学びの
ミュージアムとなっていて、誰でも
楽しめます。特に、未来の科学者
は必見です！ 現在は今秋のリ
ニューアルオープンに向け休館中
です。

編集委員が選ぶ！

前号の「私の好きな赤坂」に続き、今年度最後の号は「私の
好きな青山」で締めくくります。2020大会会場に隣接する
青山の魅力をギュッと詰め込みました！ 
訪問される外国の方へのガイドブックとしてもご活用いた
だけると幸いです。

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！

言わずと知れた明治神宮外苑いちょう並木。ベンチに座っ
てのんびりしていたり、散歩している方も多い都会の中の
ほっこりスポット。この界隈をランニングするのは快適です！

すらりと伸びた円錐三角形は4年に1度の剪定によるもの
で、令和元年はその剪定の年だったそうです。銀杏が次第に
黄金色に色づいていく過程も、秋の楽しみの一つです。

秋に開催される「いちょう祭り」では、紅葉のピークを迎えた
いちょうを背に、寒い時期にぴったりのほかほかグルメがい
ただけます。

撮影OKの作品が多く、SNS映えする写真がた
くさん撮れます。併設のカフェでは、お庭の作品
を見ながら優雅なティータイムも。岡本太郎さ
んデザインの裏門も隠れたアート作品です。

館内に一歩入ると、そこはもう岡本太郎さんの
エネルギーで満ちあふれた作品たちの世界で
す。見て、触って、楽しめます。

並木道は聖徳記念絵画館に向かって下り勾配になってい
るのをご存じですか？ 後ろ髪を引かれる思いになり、カップ
ルで訪れると「もう少し一緒にいたいね。」なんて会話が自
然に出てくるかも！？

明治神宮外苑いちょう並木

TEPIA先端技術館

いつ行っても活気がある公園。
子どもが安全に遊べて、昼休み
をここで過ごしている人、走っ
ている人、本を読んでる人、ワ

ンちゃんだってうれしそうに散歩ができ
るこの公園は青山の誇り！ 四季折々の
草花も楽しめるので癒されます。

南青山で32年目を迎えるブルーノート東
京。アーティストのライブはもちろんです
が、地下にある「Bar BACKYARD」もおス
スメ！ 壁にかかっている歴代のアーティス
トを眺めながら、開演前はこのBarでひと息ついて

から。終演後ならラ
イブの余韻をさらに
たっぷり味わえます。

旅の図書館

“戦後初の都営住宅”と呼ばれた北町ア
パートも、再開発によってより便利な複
合施設へと生まれ変わります。一部施設
は令和2年（2020）5月末竣工を目指し
ています。

青山北町アパート

山陽堂書店

青山一丁目駅から徒歩５分くらいの場
所に、1年半前にオープンしたSHARE 
GREEN MINAMI AOYAMA。10,000
㎡の敷地内には、天然と人工のハイブ
リッド芝の広場がドーンとあって、カフェ

やグリーンショップもあるので、子ども連れでピクニック
気分を味わうのもよし！ ワンちゃんもＯＫなのでお散歩
にも最適！

青山にはお洒落でありながらレトロな雰囲気を味わ
えるスポットや老舗が多くあります。その中で見つけ
た創業40年超の歴史ある理容店。サインポールが
中世のイギリスで生まれたといわれる2色使いなとこ
ろも粋な感じで素敵です。

岡本太郎記念館

南青山の住宅街の中で、ヒノキの角材で覆われた建
物が目につきます。このサニーヒルズは、“地獄組み”
工法でつくられ、中に入ると木組みの隙間からの木
漏れ日とヒノキの独特の香りに包まれます。

隈研吾の建築

秩父宮ラグビー場で開催される試合に
は、2019ラグビーワールドカップで大活
躍した日本代表選手も出場しています。ラ
グビーの迫力を生で体感し、選手たちを
応援しよう！

秩父宮ラグビー場

竹と石の凛としたアプローチ、
自然の地形を生かした庭園、
緑に包まれたカフェ…美術館
全体がアート感にあふれて素
敵です。展示スペースの床がコ
ルク製で足に優しく、静かに鑑

賞できるおもてなしの
心も素晴らしい！

根津美術館

今やどこから見てもファッションの街である表参道
に、“能の舞台”！　能の鑑賞はもとより、舞台上での
能楽体験も可能なのです。

銕仙会能楽研修所

コンクリート打ちっぱなしの外観は能楽からはかけ離
れ、昭和58年（1983）4月竣工とは思えないほどモダ
ンなイメージがあります。中には立派な舞台があり、イ
ベントもたくさん開催されています。

著名人が多く眠る、墓マイラー（有名人のお墓参
りをする方たち）の聖地。桜のトンネルが有名で
すが、春の期間中、墓地内では複数種の桜が次々
開花します。春のお花見さんぽにぴったりのス
ポットです。

青山霊園

ブルーノート東京

お墓といっても、青山霊園は誰でも気軽に入れる
“公園”的な存在。高い建物がないため、晴れた日
には鮮やかな青空が広がります。日常の喧騒を忘
れて空を見上げてみませんか？

贈り物から日常使いまで、いつでも頼れるお花
屋さんです。お店の奥には、季節の花を中心に
たくさんの植物が迎えてくれるティーハウスが
併設。緑に囲まれる空間で、癒しの時間を♪

青山フラワーマーケット

SHARE GREEN
MINAMI AOYAMA

Hair Salon ONO
BARBERING METHOD

青山店

都立青山公園

梅窓院

青山には、新国立競技場の設計を手がけた隈研吾
氏の作品がたくさんあります。中でも梅窓院、根津美
術館、そしてサニーヒルズは必見。竹や木材を生かし
た「和」のデザインが特徴的です。

青山にいながら、国内外問わずさまざ
まな観光情報を入手することができ
ます。落ち着いた雰囲気でのんびりと
読書を楽しめるのも良さの一つです。
旅行好きの方、必見の穴場！

(仮称)北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト

黄金色の
並木道

ひと
休み

新しい
青山

毎年恒例の
お祭り

花と緑に
包まれて

旅に
出よう!

能に
ふれる

のんびり
お散歩

大きく
深呼吸

出会いを
大切に

一番の
桜名所

気軽に
未来体験

和心に
浸る

こころ
穏やかに

日常を
忘れて

モダン
レトロ

迫力
満点

音楽好き
集まれ

これが
地獄組み

爆発！

てっ　せん　かい
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読者アンケートに
ご協力いただき

ありがとうございました
　前号で募集した創刊50号特別企画読者アンケートで
は、たくさんの方よりご回答をいただきました。読者の
皆さまに楽しんでいただけるよう、お寄せいただいたご

意見、ご要望については、今後の紙面づくりの
参考とさせていただきます。
　プレゼントに当選された方には、順次個別
にご連絡をさせていただきます。楽しみにお
待ちください。

　地域情報誌「MYタウン赤坂青山」は、一般公募により
集まっていただいた編集委員の皆さんとつくる情報誌
で、年間4回発行しています。主に平日の夜に集まって
月1～2回程度、編集会議を行っています。
　令和2年度（令和2年4月～令和3年3月）も新たな編
集委員を募集します。赤坂・青山地域に在住、在勤、在学
の方、または赤坂・青山地域のために活動したい人なら
どなたでもOK!　みんなでいっしょに赤坂・青山の魅力
を発信しましょう！

みなさんもいっしょに
『MYタウン赤坂青山』を

つくってみませんか？

①情報誌のテーマを考えます
②テーマに沿った取材先を選びます
③街に出て話を聞いたり、写真を撮ります
④取材した内容を文章にまとめます
⑤写真を選び、全体の構成やデザインを考えます

編集委員ってこんな感じ
みんなで
楽しく

やっています

編集委員を
募集します！

裏面の編集後記もぜひご覧ください

港区赤坂地区総合支所協働推進課
●電話 03-5413-7013　●FAX 03-5413-2019
●メール minato79@city.minato.tokyo.jp
※電話、FAX、メールいずれでも受付けます。　

ご興味のある方は、下記までご連絡ください。
多数のご応募をお待ちしています。

こんな人、大・大・大歓迎！
文章を書いてみたい人

人に会ったり、取材をしてみたい人
写真を撮ってみたい人

赤坂・青山のことが好きな人

問合せ
申込み先
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