
特設ホームページ「赤坂・青山共育オンラインフェスティバル」では、
共育事業の協力企業・団体が手作りで制作したオンデマンド視聴動
画の配信を行っています。配信期間中はどなたでもご覧いただけま
すので、お手持ちのスマートフォンやパソコンからぜひご覧ください。
（令和３年３月31日（水）まで公開予定）
▶詳しくは二次元コードよりご確認ください。

いつ起きてもおかしくない大地震に備えるために「震災時に自宅で
ケガをしない」という意識をもって室内の安全対策に取り組むことが
大切です。東京消防庁によると、地震のケガの原因の３～５割が室内
での家具の転倒・落下などによるとされています。
港区では、区内に居住し、住民登録をしている世帯に対して、家
具の転倒を防止する器具や食器類の飛び出しを防止する器具などを
無償で支給しています。
自らを守り、家族を守るためにも、今から対策に取り組みましょう。
●助成対象……区内に居住し、かつ住民登録があり、過去にこの
助成を受けたことのない世帯。　※1世帯に対して１回限りの助成です。
●申込方法……「家具転倒防止器具等助成申請書」に必要事項を
記入し、各総合支所協働推進課協働推進係の窓口に申請してく
ださい。申請書は各総合支所協働推進課および防災課の窓口で
配布しています。
高齢者、障害者、妊産婦、ひとり親世帯には器具の取り付け支援

を行っています。
詳細は各総合支所協働推進課および防災課の窓口で配布している

パンフレットをご確認ください。

赤坂親善大使
アカサカメン
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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および赤坂・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

今年度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、赤坂・
青山地域で毎年行われている多くのお祭り・盆踊り大会などが中止と
なりました。
赤坂地区総合支所では、その中のいくつかのお祭り・盆踊り大会

について、主催・運営する方々のご協力のもと撮影したインタビュー
映像や過去の画像をまとめた映像を配信しています。
普段、知ることができないお祭り・盆踊り大会の歴史や主催・運営

する方々の取り組みの様子が分かる映像となっております。

地域のお祭り・盆踊り大会ＰＲ映像配信

●オリンピック金メダリスト 谷本歩実選手『楽しくチャレンジ！柔
道入門』
●株式会社東京ソワール『ハギレで作るコサージュ』
●株式会社東京スター銀行『お金のスタートレーニング（子ども
向けお金の講座）』
●サントリーサンゴリアス『レッツトライ！ゴリアスフィット』
●赤坂子ども中高生プラザなんで～も『冷蔵庫を使わずに５分で
アイスが作れる？』
●赤坂子ども中高生プラザ　青山館『スクラッチアートをやって
みよう！』
●青山小学校ダンス部『青山小学校のダンスパフォーマンス』
●赤坂の芸者衆『赤坂の芸者衆の踊り』
※ほかにも複数の動画を配信しております。

赤坂・青山子ども中高生共育事業 オンデマンド視聴動画を配信しています！

港区赤坂地区総合支所
Twitter始めました！

こちらの二次元コー
ドをスマートフォンで
読み込むとページを
ご覧いただけます。

まちの様子／災害時の情報／事業やイベントのご案内
／赤坂・青山の魅力スポット紹介／生活のお役立ち情報
などなど、赤坂地区総合支所に関する情報を盛りだ
くさんでお伝えします！

港区ホームページ 検索赤坂　動画

検索共育　オンライン

https://www.city.minato.tokyo.jp/kuse/koho/bangumi/index.html

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

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。

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） 雨天の場合は中止します。前日の16時までに中止決定しますので、お気軽に

お問合せください。
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・企業などはメールもしくはＦＡＸで送付します。

★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

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

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

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

★

♥

家具転倒防止器具などを無償で支給します

住まいの防犯対策助成事業のご案内
港区では、空き巣などによる被害を防ぐための防犯対策に要した
費用の一部を助成する「住まいの防犯対策助成事業」を行っています。
●対象者……申請日現在、区内に居住し、住民登録をしている世
帯（1世帯１回限り）
　※管理者、管理組合、賃貸住宅所有者単位では申請できません。
●助成金額……取付けまたは交換などにかかった費用が、5,000
円以上から助成の対象になります。そのかかった費用の1/2
（100円未満切り捨て、上限10,000円）を助成します。
●対象防犯対策……現に居住する住宅に行った下記の防犯対策

▶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／防災危機管理室 防災課 地域防災支援係
　☎ 03-3578-2510

●申請方法……防犯対策に要した費用を支払った日から90日以内
に、申請書および領収書原本をお近くの各総合支所協働推進課
協働推進係へご提出ください。

　　※申請書は各総合支所協働推進課協働推進係窓口にて配布しています。

ふんばりくんＺ とびらロック ふんばる君 ガラス飛散
防止フィルム

〈配信動画一覧〉
●赤坂浄土寺盆踊り大会（浄土寺、浄土寺盆踊り大会世話人会主催）
●謝恩納涼盆踊り大会（青山表参道商店会主催）
●青山熊野神社例大祭奉納盆踊り（青山南一睦主催）

【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）、清掃活動、放置自転車・バイクへの警告札の貼付など

＜玄関＞❶防犯性能の高い錠の取付けまたは交換❷補助錠の取付
けまたは交換❸サムターンカバーの取付けまたは交換❹カム送り
防止具の取付けまたは交換❺ガードプレートの取付けまたは交換
＜窓＞❶防犯フィルムの貼付け❷防犯ガラスへの交換❸補助錠の
取付けまたは交換❹面格子の取付けまたは交換❺ガラス破壊セン
サーの取付けまたは交換
＜その他＞❶センサー付ライトの取付けまたは交換❷センサー付ア
ラームの取付けまたは交換

令和３年度の変更点
●加入対象を従来の区内在住者に加え、区内在勤・在学者まで
拡大します。在勤・在学者の申し込みは区内金融機関窓口の
みとなりますのでご注意ください。
●新たにXJコースが新設されます。
●既存コースの保険料が改定されます。
●全コースに「被害事故補償プラン」が自動セットされます。

東京都では、令和2年4月1日から都内で自転車を利用する人の自
転車賠償責任保険への加入が義務となりました。
自分自身と被害者を守るため、万が一事故を起こしてしまったときに
備えて自転車保険に加入しましょう。すでに加入している保険などに
セットされている場合もあるので、加入状況をご確認ください。

●港区民交通傷害保険【港区で受付を行っている保険】
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・通院の治療日数と治療期間に応じ
て保険金をお支払いする制度です。
自転車または身体障がい者用車いすの所有、使用または管理に起
因して、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線
路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたことなどに
よって発生した、法律上の損害賠償責任を補償する｢自転車賠償責任
プラン｣もあわせて募集します。

※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。

受
付
場
所

区内在勤・在学者
10人以上の団体加入個人加入

区内在住者

各総合支所協働推進課
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）

各総合支所協働
推進課

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）

上記にて配布する加
入申込書に必要事項
を明記の上、保険料を
添えて申込み

団体加入申込書に
必要事項を明記の
上、人数分の保険
料を添えて申込み

令和3年2月1日
（月）～令和3年3
月31日（水）

令和3年2月1日（月）
～令和3年3月22日
（月）

上記にて配布する加入申込書に必
要事項を明記の上、保険料を添えて
申込み

【各総合支所協働推進課】令和3年2
月1日（月）～令和3年3月31日（水）
【区内金融機関】令和3年2月1日
（月）～令和3年3月22日（月）

加
入
方
法

申
込
期
間

●加入対象者:令和3年4月1日時点で港区に住所・勤務先・学校が
ある人
●保険期間:令和3年4月1日午前0時～令和4年3月31日午後12時
●加入方法

●コースの種類と保険料：表の７つのコースから１つのコースを選ん
でご加入ください。複数のコースへの加入はできません。

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)までお問合せください。
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　承認番号：SJ20-09710　承認日：2020/12/01 

自転車の損害賠償保険に加入していますか？
令和2年4月から自転車損害賠償保険等の加入が義務化されました

※令和4年度からの個人加入の受付場所が金融機関のみになります。

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

補償内容コース 一時払保険料 最高保険金額

A 150万円（交通傷害）＋600万円(被
害事故補償)

区民交通傷害Ａコース
＋被害事故補償プラン 900円

XJ 350万円（交通傷害）＋600万円(被
害事故補償)＋1億円（自転車賠償）

区民交通傷害Xコース＋被害事故
補償プラン＋自転車賠償プラン 1,400円

350万円（交通傷害）＋600万円(被
害事故補償)

区民交通傷害Ｂコース
＋被害事故補償プラン 1,500円B

600万円（交通傷害）
＋600万円(被害事故補償)

区民交通傷害Ｃコース
＋被害事故補償プラン 2,500円C

150万円（交通傷害）＋600万円(被
害事故補償)＋1億円（自転車賠償）

区民交通傷害Ａコース＋被害事故
補償プラン＋自転車賠償プラン 1,900円AJ

350万円（交通傷害）＋600万円(被
害事故補償)＋1億円（自転車賠償）

区民交通傷害Bコース＋被害事故
補償プラン＋自転車賠償プラン 2,500円BJ

600万円（交通傷害）＋600万円(被
害事故補償)＋1億円（自転車賠償）

区民交通傷害Cコース＋被害事故
補償プラン＋自転車賠償プラン 3,500円CJ

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。

と も い く

https://www.akasaka-aoyama-tomoiku.net/online

赤坂・青山子ども中高生共育事業とは
地域の人材などを活用した子ども向けの「驚き・感動・気づき」から
「自ら考え、行動する」機会となる講座などを企画、実施し、子ども
たちを地域ぐるみで見守り、育てる環境を整備する事業です。

ともいく

オンデマンド配信動画

eLTAX電子納税が大変便利です
地方税共通納税システムでのｅＬＴＡＸ電子納税が大変便利です。

インターネットバンキングなどでの納付に加えて、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できます。
また、全国の自治体に一括で納付することが可能です。詳細は
eLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp）をご確認く
ださい。

▶問合せ／港都税事務所　☎ 03-5549-3800（代表）

▶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）

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入
が減少した中小事業者などの令和３年度分の
固定資産税・都市計画税の軽減制度について
新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置に

より、事業収入が一定程度減少した中小事業者などで令和３年２月１
日（月）までに申告をされた場合、事業用家屋および償却資産に係
る令和３年度分の固定資産税および都市計画税の課税標準を２分の
１またはゼロとします。
詳細は、主税局ホームページをご確認ください。

都税がスマートフォン決済アプリで
納付できるようになりました

都税がスマートフォン決済アプリで納付できるようになりました。
アプリ内で納付書のバーコードを読み取るだけで、いつでも、どこ
でも納付できます。
詳細は、主税局ホームページをご確認ください。

▶問合せ／港都税事務所　☎ 03-5549-3800（代表）

都税事務所からのお知らせ

自動車税環境性能割に係る
臨時的軽減の期間が延長されました

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
用乗用車に係る自動車税環境性能割の税率を１％軽減する特例措置
について、適用期限を６カ月延長し、令和３年３月３１日までに取得し
たものが対象となります。

▶問合せ／東京都自動車税コールセンター　☎ 03-3525-4066

「赤坂街歩きの会」は、赤坂の重層的
に積み重ねられた歴史をテーマごと
に取り上げ、定期的に街歩きやセミ
ナーを開催しています。

千葉山 いず美さん
ち ば や ま み
赤坂街歩きの会

●地域活動を始めたきっかけを教えてください。
10年ほど前に赤坂に引っ越してきたばかりのとき、偶然「ＭＹタウ

ン赤坂青山」に掲載された「まちの歴史伝承分科会」のメンバーの募
集記事を見て、「赤坂の歴史をもっと知りたい」と思い、申し込みまし
た。分科会の中で地域の方と知り合い、赤坂地区の郷土史を制作し
た経験が、現在活動している赤坂街歩きの会への参加につながり、
その後も人脈の広がりにより、地域ボランティアやお祭、防災などの
活動にも参加するようになりました。

●「赤坂街歩きの会」では具体的にどのような活動をしていま
すか。
街歩きやセミナーの開催に向けてメンバーでアイデアを出し合い、

テーマを決め、ガイド資料作成のための調査や参加者の募集などを
行います。最近の活動ですと、「古地図で旅する赤坂」をテーマに、
赤坂の変遷について絵図を使いながら考察するセミナーを開催しま
した。

●地域活動に参加されてどのようなときにやりがいを感じ
ますか。
地域の方との距離が
縮まっていくのを感じ
たときです。地域の方
からいきいきとした表
情で子どもの頃のお話
を聞かせてもらったと
きや、まちを歩いてい
るときに声を掛けても
らったときは、赤坂で
楽しく暮らせていると実感します。

●地域活動に参加する中で大変だと感じることを教えてくだ
さい。
好きなことなので大変だと思うことはありませんが、強いて言うな

らば、年数が経つにつれ、参加する側から次第に参加者を募る側へ
と立場が変わっていき、楽しいという気持ちだけではなく、責任感を
もって取り組まなければならないという面では大変さはあります。

●これを読んでいる方へのメッセージをお願いします。
地域活動において、参加できるものは何でも参加してみるという
気持ちで続けていたところ、地域に知り合いがたくさん増え、今まで
知らなかったことを教えてもらい、当初期待していた以上のものを得
ることができました。親しみを感じているまちの魅力を、今後もまち
の外に住んでいる人にも届くように伝えていきたいと思っています。

地域活動の様子

赤坂・青山

地域の活動
地域で活躍している

方 を々紹介！！

vol.
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●問合せ／赤坂消防署 予防課 防火管理係
☎ 03-3478-0119

赤坂消防署からのお知らせ

　赤坂消防署では、乾燥や気
温の低下により火災の多くな
る季節に向けて、１階受付横
に「新しい日常 正しく 火災予
防対策」コーナーを設置してい
ます。
　ステイホームで増加が予想
される住宅火災の予防対策、
火災原因別の危険要因や注
意事項、住宅用火災警報器の交換目安や購入方法のほか、消防団員募
集や救急相談センター（＃７１１９）のご案内など、各種情報を発信してい
ます。

「新しい日常 正しく 火災予防対策」
コーナーを設置！

akasaka3@tfd.metro.tokyo. jp
Ｅ－ｍａｉｌアドレス
二次元コード

ぜひ、赤坂消防署へお立ち寄りください！

受付で「ＭＹタウン赤坂青山見
たよ！」と伝えると、ミニバッグ
をプレゼント！
（数に限りがあります）

※予告なく終了することがあります

赤坂警察署からのお知らせ

それは詐欺!!それは詐欺!!
赤坂警察署からのお知らせ

警報!

●息子や甥を騙った者から、「カバンや携帯
電話を無くした」「家に行ってもいい？」

●百貨店や家電量販店から、「あなたのカー
ドで他人が買い物」
●警察官を騙る者から、「犯人を捕まえた、
情報が漏れている」「口座から現金が引き
出されている」
との電話は、全て詐欺の電話！！

●区役所の職員を騙る者から、「医療費や保険料の還
付金があります」「手続きができるＡＴＭが○○にあり
ますので、通帳・カード・携帯電話を持って行ってくだ
さい」「カードが古いので新しいカードと交換します」
との電話は詐欺の電話！！

知らない人に現金・キャッシュカードを渡さない！ 個人情報や暗証番号
を教えない！！ ＡＴＭを操作して、お金が戻ることは絶対にありません。

赤坂警察 署の
ホームページでも
情報提供してい
ます。二次元コー
ドを読み取って！

還付金詐欺！

電話でお金の話が出たら即通報!

犯人からの電話に出なければ、だまされることはありません。迷惑
電話防止機能付き電話機や留守番電話機能を活用して、だまされ
ないようにしましょう。

☎03-3475-0110（内線2612）
赤坂警察署 犯罪抑止対策事務局

オレオレ詐欺！
MYタウン

地域の人がつくる
地域情報誌令和3年1月発行
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南部坂を登りきった角にある
「赤坂 津つ井本店」。昭和25年
（1950）に日本橋新川で創業し、
昭和30年（1955）に赤坂へ本店
を移転しました。乃木坂から山王
神社への一本道に面した店構え
でしたが、平成19年（2007）に現
在の場所になりました。
お店ののれんに書かれている「にっぽんの洋食」という言葉のと

おり、日本古来の味を大切にされていて、味噌やしょうゆなど、日本
の調味料を洋食の隠し味に使っているそう。日本人が日本で作るの
だからと、いただくのも「箸」。お客さまに食べやすくとの店主の心配
りが、多くのお客さまの心をつかみました。
お店を切り盛りするのは２代目大女将の公恵さんと、３代目若女
将の文路さん母娘。「どんな職業、どんなお店にも波はあるものです。
だから一生懸命やるしかない。津つ井は常連さんに愛され、支えら
れてここまで来ました」と大女将。若女将は「歴史があって今日があ
ることを十分に分かった上で、時代に合わせた変化も取り入れてい
ます」と話してくれました。老若男女問わず気軽に食べられ、飽きの

こない洋食をコンセプトとされて
いるように、日頃からお客さまの
立場に立って、その時々に応じて
工夫を凝らしながら取り組んでい
る姿勢がお二人の言葉から感じと
れます。
昔から変わらず続けているのが、

従業員全員での朝礼と「朝の十
戒」。つなぐべきものはつなぐ。老
舗の信念がうかがえました。

　「自分が毎日来たくなるお店を
作りたかったんです」とお話してく
れたのは、南青山一丁目「銀座ウ
エスト 青山ガーデン」の社長依田
龍一さん。「本当にいいものを出
すレストランを…」という思いで
先代のお父さまが銀座に店を

オープンしたのが昭和22年（1947）。
その後昭和42年（1967）に現在の地
に青山店をオープンしました。
依田さんご自身で選んだ木を植え

た素敵なお庭、読書ができるライブラ
リースペース、ペレットストーブによ
る自然の火を見ながらの時間、そして
全面バリアフリーと、自らが歳を重ねてもゆっくりできる居心地の
いい店内にしたいという思いを大切にした設計になっています。
青山店がオープンしてから53年、近隣の方にも親しまれ、遠方か

らもお客さまが足を運ばれます。長く愛され続けるお店になるため
に心がけているのは「“おいしい”という人によって感じ方が違うも
のを、自分自身の舌で判断し、良いと思ったものを出すこと」だそう。
平成23年（2011）の東日本大震災の際には、トイレや電話の貸し

出しや帰れない人に向けて店内を休憩所として提供したそうです。
一つひとつの商品に真剣に向き合うことはもちろん、地域やお客さ

まを第一にしている姿勢
が、長年にわたり愛され
続けられている理由だと
感じました。
広々として、社長のこ

だわりがたくさん詰まっ
た店内で、快適な時間を
過ごしてみてはいかが？

「赤坂ふきぬき」は、大正12年（1923）
創業のうなぎ料理専門店。岐阜県で
修業を積んだ創業者が、その後溜池
山王に出店。昭和40年（1965）に現在
の地に本店を構えました。
こだわりは創業当時から引き継ぐ
“秘伝のタレ”。熟練の腕を持つ職人
が、うなぎの大きさに合わせて、均等
になるようにタレをつけているとのこ
と。食べていただくお客さまのために、
忙しいときでも、一つひとつの工程を
丁寧に行うことを大事にされています。
そうした姿勢がお客さまにも伝わり、
平日は主にサラリーマン、休日は近隣に住む方などでにぎわってい

ます。
平成23年（2011）の東日本大震災では、秘伝

のタレがほとんどこぼれてしまうなど、被害を受
けたものの、震災発生２日後から営業を再開さ
れたそう。幾多の困難を乗り越えてきた老舗の
底力を感じとれました。
ふきぬきは“富貴貫”と書き、「高貴を貫く」と

いう創業当時の理念、お客さまにまた来たいと
思っていただけるように、真心を持っておもてな
しをする、という意味が込められているとのこと。
「赤坂は高級な街というイメージとともに、人情
あふれる温かい街。出前の際には、

お住まいの方々の温かいお人柄に触れ感動します。赤
坂が好きなので、地域の皆さまの笑顔のためにこれか
らもお店を続けていきたいです」と店長の長谷川さん。
創業100年に向けて、強い決意が感じられました。

「パンジー」は、昭和39年（1964）
開店の昔ながらの喫茶店です。その
前身は、大正5年（1916）創業の「水
野食料品店」という、現在でいうとこ
ろのスーパーマーケット。高度成長
期の頃、周囲に同業店が数多く現れ
たことから、営業形態を喫茶店に変
更しました。開店当初の主な客層は、
お座敷に出る前の着物姿の芸者さん
や近所のグランドキャバレー「ミカ
ド」に出演していたバンドマンなどです。かわいい店名は、現当主と
いっしょにお店を始めた母親の誕生花がパンジーだったことに由
来します。当主いわく「短くて覚えやすい名前だと思いました」。
開店当時のコーヒー代は80円。のちに進出してくるコーヒー

チェーン店と比べて、より手頃な価格でコーヒーを提供してきまし
た。また、当主とご主人のお人柄や常にお客さまに寄り添い、細やか
な心配りをする姿勢からリピーターは数知れず。転勤していったビ
ジネスマンの常連さんも、何かの都合で赤坂を訪れた際は顔を出し
てくれたり、中には自分の息子を連れて来店してくれる人もいて、当
主はそんな瞬間が一番うれしいと言います。常連客の間では、やす
らぎの“ほっと”とコーヒーの“Hot”をかけて、「ホット・ステーショ

ン」と呼ばれているとか。
　かつては花柳界として知られ
た赤坂。その華やかさも今は落ち
着きましたが、パンジーは憩いの
場としてこの地域で愛され続け
ています。

外苑前にある「HUNTER La Strada」
は、日本にまだイタリアンの文化が根付
いていなかった昭和42年（1967）に創業
した老舗イタリアンです。創業地の大井
町から南青山に移転して45年、大変貌を
遂げた青山の街の移り変わりを子どもの
頃から見守ってきたオーナーシェフの茅
野さんが先代のお父さまの跡を継ぎ、家
族４人でお店の経営をされています。
雑居ビルの２階という立地ですが、ひ

とたび足を踏み入れると、そこはまるで
イタリアのトラットリア！　店内の内装
は創業当時からほとんど変えていないため、古き良き時代の面影が
残っており、温かく落ち着く空間になっています。

　料理についても、創業当時の先代の作り
方を受け継いでいるとのこと。隠し味は？
の質問に「そんなのないよ」の一言！　先
代から受け継いだ作り方とスタイルを今も
守り続けているのが、お店が長く続く秘訣
であると感じました。
　新型コロナウイルス感染症の影響はま
だ続いており、客足は以前の7割ほどに。先
の見通しも立たず、かなり厳しい状況だと
つぶやく茅野さんですが、長い歴史に裏打
ちされた味と接客で、今も多くの常連さん
に支えられているそうです。

昔も今も変わらず、青山の地で長く愛され続けている、素晴らし
いお店です。

創業は大正10年（1921）。現在の店主
である川部幸二さんの祖父・幸吉さんが
上野池之端で開業し、赤坂の地に店を移
してから来年で70年。にぎやかなところを
避けて、静かな住宅街に店を構えました。
祖父の代から「てんぷら一筋」。幸吉さ

んは大学卒業後、新聞社に入りましたが、
脱サラし、てんぷら発祥の地・長崎まで足
を運んで学んできました。「てんぷらは温
度が大切」と、てんぷら鍋にもこだわりま
した。「この鍋は南部鉄。岩手県久慈市の
業者に特別に作ってもらったものです」と店主。長年にわたり、使い

込まれてきていることが一目でわ
かり、この鍋からも店舗の歴史を
感じることができます。
お店のこだわりは鍋だけでなく、
客席にもあります。お客さまに料
理を楽しんでもらうために、客席
の目の前に料理場があり、揚げた
てのてんぷらをすぐに出せるよう

に工夫をしています。また、以前はお座敷が中心でしたが、カウン
ター席と掘りごたつ式の席としたことで、ご年配の方や外国の方か
らも好評のようです。
コロナ禍では、営業
時間を短くして対応し
ましたが、利用客の半
数ほどを占めていた外
国人客が激減。しかし、
「常連さんたちが心配し
てお店に来てくれて、そ
れが励みとなり、現在も
お店を続けることができています」と店主。
「あと50年は店を続けたいですね」。店主・幸二さんの優しいまな
ざしには、店をいっしょに担う二人の息子さんたちに対する期待が
込められているように感じられました。

ホットコーヒーで“ほっと”する

赤坂の喫茶店
自分の感性と舌を信じて、

長く愛されるお店へ

地元に愛され97年

うなぎ料理の専門店

日本人の味覚と作法にあった

“にっぽんの洋食”

創業53年！ 家族経営の

“アットホーム”なイタリアン

赤坂で受け継がれる

“こだわり”のてんぷら

赤坂2-6-24 赤坂水野ビル
03-5563-0566
［月～金］8:30～19:00
土・日・祝
東京メトロ「赤坂駅」徒歩2分
赤坂ルート「山王下」徒歩2分

パンジーの名物メニュー「特製のり
トースト」。1枚の食パンを細長く切っ
て、海苔で巻いたもの

夜だけという人気メニュー
「ボロネーゼ」。たっぷりと
かかったミートソースが食
欲をそそります

創業当初からあま
り変わっていない
という店内。タイム
スリップしたような
感覚に！

店名の「ふきぬき」を冠した日本酒

当主の日比さんとご主人。当主
の祖父は港区議会議員として
地域のために尽くされたとか

いつも何気なく通り過ぎてい
たビルの2階にありました！

落ち着いた雰囲気の店内。地下
には個室も用意されています

店主の川部さん。使い込ま
れた鍋は今でもピカピカ

シンプルな味わいのホットケーキ

ランチで味わえるビフテキ丼

「にっぽんの洋食」と書かれたのれんの前で、大女将と若女将のお二人

緑あふれるテラス席

目の前で揚げたてのてんぷらを味わ
うことができます

異業種からこの世界
に入ったという店長の
長谷川さん。老舗の看
板を背負って日々精進
されています

何ともいえない穏やか
な表情を見せる茅野さ
ん。とても気さくにお話
をしてくれます

年季が入った
キャッシュレ
ジスターが、
開店当時をし
のばせます

パ ン ジ ー
喫茶

銀座ウエスト 青山ガーデン
カフェ

赤坂ふきぬき
うなぎ

南青山2-27-20 工藤ビル 2F
03-3405-4477
［月～金］11:30～15:00/18:00～翌1:00（LO23:30）
［土］17:30～22:00
日・祝
東京メトロ「外苑前駅」徒歩３分
青山ルート「南青山三丁目交差点」徒歩2分

INFORMATION

赤坂3-6-11　　　03-3585-3100
［月～日］11:00～15:00(LO14:30)
　　　  17:00～22:00(LO21:00)
なし
東京メトロ「赤坂駅」徒歩2分
赤坂ルート「山王下」徒歩2分

INFORMATION

赤坂6-6-5
03-3585-4570
［月～日］12:00～22:00（LO21:00）
なし
東京メトロ「赤坂駅」徒歩2分
赤坂ルート「赤坂駅前」徒歩5分

INFORMATION

南青山1-22-10　　　03-3403-1818
［月～日］11:00～20:00
なし
地下鉄「乃木坂駅」徒歩3分
赤坂ルート「赤坂八丁目」徒歩8分

INFORMATION

赤坂2-22-24 泉赤坂ビル1F・B1　   03-3584-1851
［月～金］11:30～15:00（LO14:30）/17:00～22:00
（LO21:30）、［土・日・祝］12:00～15:30（LO15:00）
/16:30～22:00（LO21:30） 　 　第1・第3日曜日、祝日
の月曜日、年末年始　 　東京メトロ「赤坂駅」徒歩6分
赤坂ルート「赤坂駅前」徒歩7分

INFORMATION

HUNTER La Strada
イタリアン

ハンター ラ ストラーダ 赤坂花むら
てんぷら

赤坂 津つ井本店
洋食

新聞記者だった祖父・幸吉さんが
書いた本。てんぷらの作り方や鍋の
こだわりが細かに記されています

和の空間で、しかもお箸を使って洋食
を味わうという体験も、違和感なく受
け入れることができます

所在地 電話番号 営業時間 定休日 地下鉄 ちぃばす　 LO ラストオーダー凡例

https://www.ginza-west.co.jp/http://www.fukinuki.jp/ https://www.akasakatsutsui.com/http://www.hanamura.com/

赤坂青山の愛される名店。創業50年以上のお店へ、長く続く秘訣をうか
がいました。どのお店も独自のこだわりと歴史、そして長く地元に愛される
魅力が店主の方々から伝わってきました。そんな素敵なお店へ足を運んでみ
てはいかがでしょう。

HUNTER La Strada

赤坂ふきぬき

赤坂花むら

銀座ウエスト
青山ガーデン

赤坂 津つ井本店

パンジー

1

2

INFORMATION

赤坂駅

赤坂氷川公園

赤坂サカス

赤坂Bizタワー
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※営業時間などが変更となっている場合があります。最新の情報は各店舗にお問い合わせください
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