
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。
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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

する方々の取組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「港区基本計画 赤坂地区版計画書
（令和３年度～令和８年度）」を策定しました

●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』
●青南小学校金管バンド『Blue Heartの演奏』
●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！

検索共育　オンライン

●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）

www.youtube.com/watch?v=ix0GBmREKlg

●謝恩納涼盆踊り大会
　（青山表参道商店会主催）

www.youtube.com/watch?v=GGnJLZejH4w&t=6s

●青山熊野神社例大祭奉納盆踊り
　（青山南一睦主催）

www.youtube.com/watch?v=0n_h1n1e0Pc&t=9s

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。
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令和3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
　☎ 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3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）
●清掃活動●放置自転車・バイクへの警告札の貼付●落書き消去活動など

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

問合わせください。
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。

実施予定表

★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

4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

5月 5月27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

5月28日
（金）

9：00～10：00
（受付8：40～） 表参道駅周辺 秋葉神社前

10月10月21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
10月22日
（金）

9：00～10：00
（受付8：40～） 表参道駅周辺 秋葉神社前

1月 1月27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

1月28日
（金）

9：00～10：00
（受付8：40～） 表参道駅周辺 秋葉神社前

6月 6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
6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

11月11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

11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

2月 2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
2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

※７月、８月は気温が高いため、実施していません。

9月 9月16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

9月24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

12月12月23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

12月24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

3月 3月10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

3月11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
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「港区基本計画 赤坂地区版計画書」は、地域の
課題を地域で解決し、地域の魅力を高めるため、
区民参画組織からの提言を踏まえて立案した、
独自に取り組む事業（地域事業）を中心とする計
画書です。

令和３年度からの新たな地域事業の紹介
　①赤坂・青山みんなで学ぼうさい事業

地域の防災力の向上に向
けた取組を実施します。年間
を通じて、次世代の地域を担
う子育て世代、学生や社会人
などのカテゴリーに分け、防
災知識の習得に向けた講座

や意見交換を図るワークショップを実施し、若年層を中心とした防災
力の向上を図ります。また、講座受講者に地域防災協議会主催の避
難所運営訓練への参加を促すことで、地域で活動している人とつな
ぐ機会を創出します。

　②赤坂でつながり隊

町会・自治会、商店会、地域活動団体、ＮＰＯ、サークル、大学、企業
などの“つながり（コミュニティ）”を深め、情報や機会、資源を分かち
合える交流イベントを実施します。交流イベントを通して、赤坂・青山
の在住・在勤・在学者が身近なコミュニティ活動に興味・関心をもち、
活動への参加を通して人とつながり、仲間を広げることができる仕
組みをつくります。

　③赤坂・青山　魅力“知伝活”事業

区民参画によるＩＣＴ（情報通信技術）を
活用した地域の魅力発信事業を行いま
す。区民自らが講座やワークショップを通
して地域の魅力を「知り」、ＩＣＴを「活用」し
た効果的な情報発信の方法を検討し、区
民目線の新たな地域の魅力を広く「伝え
る」ことで、地域への関心を喚起するとと
もに、地域への愛着を醸成します。

　④赤坂・青山多世代交流促進事業

赤坂・青山にある保育園、幼稚園、小・中学校、子ども中高生プラ
ザ、いきいきプラザ、町会・自治会などと連携したイベントを実施しま
す。赤坂区民センターなどの大規模施設やオンラインなどを活用し、
一斉に集える機会を創出し、施設利用者による作品展示や舞台発
表、ワークショップなどを通じて、子どもから高齢者まで幅広い世代
がふれあう機会を創出します。
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◉芦野…「青山生まれ、杉並育ち」から青山に戻った私には、新しい
発見ばかりの約1年でした。こんな楽しい気づきの数々を、多くの読
者の方と分かち合えていたらうれしいです！
◉阿藤…初めて区民編集委員を務めさせていただきました。個人
的な都合で“微力”の半分ぐらいしかお役に立てず、他の編集委員
や事務局のみなさまにご迷惑をおかけしてしまったのが心残りです。
取材は楽しく、新たな発見がたくさんありました。赤坂・青山にご縁
があるみなさまの「地域愛」がさらに深まりますように。
◉上原…今年度も素敵な出逢いがありました！ 時節柄、不自由なこ
ともありましたが、事務局のみなさまのおかげで笑顔の想い出ばか
りです。これからも赤坂・青山が大好きな方々とご一緒したいです。
◉春日(裕) …夫婦で地域情報誌の制作に関わることができ、今まで
知らなかった赤坂・青山の魅力に出会えました。また、一から関わった
ものが完成して地域の方の手に届いた時はとてもうれしかったです。
◉春日(礼) …いつも行っているお店に取材したり、住んでいるだけ
では経験できないことをたくさん体験できました。他の編集委員の
方と出逢えたこともうれしく、参加できて本当によかったです。
◉川原…地元の魅力に加え、住んでいながら知らなかったことや変
化に気づけたことが多い活動でした。もっと多くの方々に赤坂・青
山のことを知ってもらえたらうれしいです。
◉五味…コロナ狂騒時期を過ごして、約1年が経ちました。初参加
で、53号の発刊というご縁をいただき、みなさまからいろいろと教
わりながら無事に過ごすことができました。他社を取材するという
初体験の機会をいただきまして、感謝申し上げます。
◉田中…今年はたくさんの委員の方が参加してくれたことがとて
もうれしかったです。初のリモート会議も悪戦苦闘しましたが良い思
い出です。これからの情報誌が楽しみです！ 
◉細井…本当にあっという間の1年でした。テーマ選びから取材、
紙面デザインまで関わることができ、とても有意義な時間でした。
来年度も積極的に取り組んでいきたいと思います。
◉真下…編集委員になりまして1年弱。未だに他の編集委員の
方々の顔がわかりません。その理由は編集会議や取材の際、常にマ
スク着用だから。来年度は皆さんの顔を覚えられるご時世になると
良いなァ、と。
◉若林…赤坂・青山が歴史ある街だと改めて知ることができました。

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。

編集後記

取材風景
編集会議の様子

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3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（木）から6月30日（水）まで（土・日・休日を除く）
●時間：8時30分～17時
●場所：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（火）に発送予定です。詳細は、主税局ホー

ムページをご確認ください。

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

大法人の電子申告が義務化されました
大法人が提出する令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法

人事業税・特別法人事業税・法人都民税の申告書及び申告書に添付
すべきものとされている書類は、eLTAXによる提出が義務化されま
した。また東京都では、令和2年10月発送分から電子申告義務化
の対象法人への申告書類送付物を変更しています。
制度の概要については、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）

生産性向上特別措置法に係る先端設備等の
課税標準の特例措置の拡充・延長について

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新
型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行
う中小事業者などを支援する観点から適用対象を拡充・延長します。
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。管轄の運輸支局または自動車検査登録事務
所で手続をお済ませください。
＊令和3年3月31日（水）までに手続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
赤坂・青山共育情報局登録団体とは、子
どもたちを地域ぐるみで見守り、育てる
環境を整備する赤坂・青山子ども中高
生共育事業に取り組んでいる団体です。
同事業をきっかけに、令和元年（2019）か
ら、登録団体である日本オラクル株式会社と赤
坂小学校の間で、プログラミングの授業を行っています。

大山 哲志郎さん
お お や ま て つ 　し 　ろ う

オラクル・ボランティア／
赤坂・青山共育情報局登録団体・日本オラクル株式会社

●プログラミングの授業に携わることになったきっかけを教
えてください。
同じ共育情報局登録団体である赤坂小学校から、パソコンクラブ

の活動を手伝ってほしいという打診をいただいたことがきっかけです。
その後、プログラミングの授業を手伝うようになり、令和元年度から
担当の先生と実施計画を作成し、３～５年生にプログラミング授業を
行っています。

●プログラミングの授業の内容を教えてください。
3～4年生は文字やキャラ

クターを動かしたり、曲を
作ったりと、基本的な内容の
習得をめざしました。5年生
は環境をテーマにグループご
とに課題を調べ、解決策を絵
コンテにし、それをプログラ
ミングしてアニメーションを
作り、最後は学年全体の発
表会を行いました。担任の先生が授業全体を指導され、私たちはプ
ログラミングのサポートをしました。

●どのようなときにやりがいや楽しさを感じますか？
児童が友だちといっしょに、楽しそうにプログラミングをしている
様子を見ているとうれしくなります。また、自由な発想をもつ児童か
ら学ぶことも多くありました。

●大変だと感じていることを教えてください。
ほかの授業に比べて、プログラミング授業は児童からのさまざま

な質問に答えるためのサポートが重要だと考えています。このために
ボランティアを各回４～５名集める点が一番苦労しました。

●今後この活動について、どのように展開していきたいですか？
新型コロナウイルス感染症の影響で弊社も在宅勤務となったことか

ら、今までの形での授業サポートは難しいのが現状です。今後はテレ
ビ会議などで教室とボランティアをつないで授業をする方法も考えて
います。
在宅勤務が増えている今だからこそ、仕事とボランティアの時間を
調整しやすい方も増えていると思いますので、ボランティアを広く募
集する仕組みやネットワークがあると、継続的な支援がしやすいので
はないかと思います。

授業風景

赤坂・青山

地域の活動
地域で活躍している

方 を々紹介！！

vol.
28

とも いく

●入団に関する問合せ／
　赤坂消防署 警防課 防災安全係
　☎ 03-3478-0119

赤坂消防署からのお知らせ

　普段は会社員や自営業、学生などに従事している人たちが、消防団員
として火災、風水害、震災時などの消防活動、応急救護などの普及活動、
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。

akasaka2@tfd.metro.tokyo. jp
赤坂消防団
ホームページ

赤坂消防団員募集！！
自分たちの街は自分たちで守る！

消防団への入団資格　

先輩消防団員の声

※両方を満たしている方
●年齢１８歳以上の健康な方
●赤坂・青山地域に居住、勤
務、または通学している方

私は、2012年大学生の頃に、地域の
ために何か貢献できることがしたいと思
い、赤坂消防団に入団しました。
入団当時は、学業との両立が大変と

感じるときもありましたが、消防団活動
に携わり、知識・技術を習得し、いざとい
うときでも率先して行動する自信がつき
ました。
習得した知識・技術を生かし、大学4年

生の頃に、実際に意識不明で倒れた方を
AEDを使って心肺蘇生させました。人命
救助に携わることができ、大変うれしく
思い、消防団員としてのやりがいを感じ
ました。
　皆さんもぜひ、赤坂消防団に入団を！
　一緒に私たちの住む町を守りましょう！

赤坂・青山地域
で一緒に活動し
ましょう

～学生消防団員として人命救助！！～

Ｅ-ｍａｉｌ

赤坂消防団
第３分団班長
伊藤さん

赤坂警察署からのお知らせ赤坂警察署からのお知らせ

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！

☎03-3475-0110（内線2912）
赤坂警察署 地域課地域総務係

知っていますか？
110番で大事なこと！

「事件」「事故」は
110番

　110番は緊急時のため
のダイヤルです。警察官に
すぐに現場に駆けつけてほ
しい事件や事故のときに
110番しましょう。

緊急性のないときは、
＃9110
　犯罪や事故の発生には
至っていないけど、お困りご
とや不安に思うことなど、警
察に相談したいことがある
ときには、警察相談ダイヤル
＃9110をご利用ください。

MYタウン

地域の人がつくる
地域情報誌

未来を支える子どもたちと
さらに次の世代につなげる

令和3年3月発行
第54号
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外苑前駅外苑前駅

六本木一丁目駅六本木一丁目駅

赤坂インターシティAIR

ののあおやま 青山小学校

みつばちあ

青山小学校に元々あったビオトー
プを再生したのも横倉さん

赤坂TBSの本社8階屋上で、6群のセイヨウミツバチを生育する
“みつばちあ”プロジェクト。平成23年（2011）4月にスタートし、今春
で丸10年を迎えるこの企画の創設者であり、主幹されているTBS 
CSR推進部の高橋進さんにお話をうかがいました。

高橋さんを環境活動に揺り動か
したのは、平成19年（2007）にノー
ベル平和賞を受賞したアル・ゴア元
米副大統領の講演や、名古屋で開
かれたCOP10（生物多様性条約会
議）への取材がきっかけだったそう。
そして、すでにパリで始まっていた
都市養蜂による環境活動を知り、
“みつばちあ”をスタートしました。

ミツバチが住める場所は
人も安心して過ごせる場所

ミツバチの活動範囲は半径約2km。皇居や赤坂の氷川神社、青山
霊園、区内の街路樹などから花蜜や花粉を集めます。緑豊かで、農薬
の心配もいらないこの地域だからこそ、安全で安心なハチミツが採
れるそうです。

表参道駅と外苑前駅のちょうど真ん中あたり、青山通
り沿いから北側に一本奥に入った場所に広がる「ののあ
おやま」は、令和２年（2020）5月に新設された複合市街
地です。「ののもり」と名付けられた敷地内の緑地空間に
は、ビオトープや芝生広場が整備され、一歩足を踏み入れると、小川
のせせらぎや鳥のさえずりが聞こえてきて、まるで本物の森の中にい
るような感覚に包まれます。「ののあおやま」運営会社・株式会社たり
たり代表の水野成美さんにお話をうかがいました。
「ののもり」は、かつて大名屋敷のあった高台の地形や水脈をよみ
がえらせる形で作られています。多様な生き物が持続的に生息でき
る豊かな環境の中で、約180種の草木が四季折々に多彩な表情を見
せてくれます。
春にはヤマザクラが花開き、優雅で可憐なシャクナゲや、黄金色に

輝くヤマブキ、その名のとおりイカリ型のユニークな花を咲かせるイ
カリソウ、甘い香りを振りまくスイセンなどの花木たちが、寒い冬の
終わりを知らせます。そして、その花の甘い香りに誘われてアゲハや
ツマグロヒョウモン、モンシロチョウ、キムネクマバチやセイヨウミツ
バチたちが吸蜜にやってきます。
白いお腹に黒いネクタイ模様が特徴的なシジュウカラ、幸運

を呼ぶ鳥と言われているツバメやヒヨドリ、美しい緑色の体に目
の周りを縁取るような白い輪が特徴的なメジロたちも春の訪れ
を告げに来てくれるかもしれません。「ののあおやま」には、珍し
い渡り鳥たちが立ち寄ることもあるそうです。小さな鳴き声に耳
を傾けて探してみると、思わぬ大発見があるかもしれません。
昨年の夏には、東京都（区部）の絶滅危惧Ⅰ類に指定されてい

るヒガシニホントカゲが見つかるなど、非常に珍しい希少種も
生息していることが確認されています。
芝生広場にはベンチが設置されているので、休憩をしながら、

ゆっくりと自然を鑑賞することもできます。おしゃれなカフェも併設さ
れ、天気のよい日のお散歩にもぴったりのスポットです。自然の心地
良い風が吹く「ののあおやま」で、一緒に春を見つけてみませんか。

10年前から、青山周辺で「土地の記憶プロジェクト」に取り組む、青山一・二丁目商栄
会の市川博一さんにお話をうかがいました。
「企業や複合商業ビルが立ち並ぶ青山通りは、“都会すぎて商店街の風情がない”とい

うのが悩みでした。この問題についてあらゆる角度から考察し、この土地本来の生態系に
配慮した自然環境をよみがえらせる、ビオトープ（bio：命＋topos：場所）を造ることに行
き着きました。環境は人の暮らしをつくり、文化をつくります。青山の自然環境を再生する
ことでその土地の暮らしのあり方をつくる、まちの活動にも
ぴったりだと考えました」　
青山は武蔵野の端にあたり、昔は水場の多い場所。都会か

ら失われた“浅瀬の水辺”をイメージしたビオトープを展開
すると、環境教育の一環で造った青山小学校や青山高校の
水場に、カエルやトンボが集まってきたのです。そして卵を産
み、生命の営みを間近に見ることができるようになりました。
10年が経ち、そうした取組は、「青山小学校生きもの部」や

「ののあおやま」にも引き継がれています。土地の記憶を呼び
起こすプロジェクトは青山の地に根付いてきているのです。

青山の中心で
森の息吹を感じる

生き物たちのオアシス

横倉さんが苦労してつくりあげた池にはカメの姿も。池の手入れは
生きもの部の子どもたちの担当。取材中も我先にと自分の意思で近
寄ってきて心強く感じました

校舎の中には生きもの部の水
槽があり、今は、メダカ、モツゴ、
ドジョウ、アカハライモリ、スシ
エビの姿が見られます。この手
入れも子どもたちの担当

花の散り始めに、双眼鏡で見
ると必ず見つかる!?そうです

敷地内で見つかった、絶滅危惧Ⅰ類
のヒガシニホントカゲ

ののあおやま

ビオトープがつなぐ 人・街・文化
「土地の記憶プロジェクト」から10年を経て

みつばちあ
三密避けて、ミツバチとハチミツを探してみよう

青山小学校生きもの部

　　　　3種類のハチミツを試食させていただきました。

●さくら（4月）・・・桜餅のような香りがする、優しく口に残ら
ない甘さ。桜は、昔から赤坂・青山に根付いた木。花の散
り始めに蜜が出るため、ミツバチがやってくる。
●マロニエ（5月)・・・セイヨウトチノキ。こってりと濃厚で、
がつんとくるコクがある。フランスではこのクセがた
まらない！と一番人気だとか。
●百花蜜（6月）・・・花が少ない時期は、いろいろな花
のミックスに。庭先の夏みかんやレモンなども入って、
柑橘類の香りのブレンドでさっぱりした甘さ。

採れたハチミツは、これまで赤坂の飲食店やお祭りな
どで限定メニューとして登場。今後の予定も楽しみです。

ミツバチもいる、赤坂に
養蜂を始めてから、赤坂には高橋さんも想像していなかったさまざ

まな変化が！
例えば、自家受粉しないソメイヨシノにサクランボの実がなったり、

TBSエントランスのゴーヤもたくさん採れるようになったり、さらに、
イソヒヨドリの美しい鳴き声が聞こえたり。ミツバチが多様な生物を
呼びよせ、四季が鮮やかになっています。
ミツバチがいる赤坂から、ミツバチもいる赤坂に向け、これからも

多様化する生き物にご注目ください。 地域の小学校の社会科見学は、いつも
大好評！

カエルやトンボもやってくる、命つながる校庭のビオトープ

都会の中心で命に触れる
青空がきれいな平日の午後、青山小学校

にお邪魔しました。都会の真ん中にありなが
ら、一歩中に入ると、自然であふれているこ
とをすぐに実感しました。正門から校舎に向
かうわずか数メートルに、大きな金魚が６～
７匹元気に泳ぐ姿があったからです。
お話をうかがったのは、サッカー部のコー

チであり、学校の支援をしている横倉哲男さ
ん。生き物や自然についての知識をたくさん
お持ちで、子どもたちの信頼も絶大です。
元々学校にあったビオトープの再生や、校庭
にある池を使ったメダカやエビなどの水生

生物の飼育は、横倉さんが校長先生の許可を得て、ご自身の趣味で
始められたそう。その後、保護者の方たちから「部活にしてはどうか」
という提案を受け、昨年「生きもの部」ができました。

横倉さんに今まで一番大変だったことは？とお聞きすると「校庭の
池の水の流れをポンプで循環させ、環境のバランスを保てるようにし
たこと」とのこと。７～８年もかかったそうで、子どもたちと一緒に試

行錯誤した努力が垣間見えまし
た。横倉さんご自身も子どもた
ちから力をもらい、今の活動に
とてもやりがいを感じているよ
うでした。

生きもの部のメンバー（一部）で記念撮影！

メジロ

渡り途中のマミチャジナイ（ツグミ
の仲間）も見つかりました

「ののあおやま」は、都営住宅団地である青
山北町アパートの再開発のひとつとして生
まれました

森の中の「ぶたい」では音
楽イベントも開催され、地
域に開かれた場所になっ
ています

令和2年（2020）に行われたイベント「青山星灯籠」。江戸
時代から明治時代初期頃まで、青山・百人町周辺で行わ
れていたお盆の行事を現代によみがえらせたものです

早速お味見

御用地のまわりに
ある溝の中からタヌ
キが出てきました。

約15年前の檜町公園に
は、ザリガニやカエルの卵
がある小池がありました。
夏になると児童館の友だち
と一緒に公園に行き、ザリ
ガニ取りを楽しみました。

赤坂中学校で、ア
マガエルをときどき
見かけました。

赤坂のマンション
や建物などの壁
で、ときどきヤモリ
を見かけます。

山脇学園の裏の
通り（丹後坂付
近)で、ハクビシン
を見かけました。

いちょう並木から出てい
る、緑地帯を抜ける脇
道でアライグマを見かけ
ました。植木の下では、
動物がゴソゴソと動く
音が聞こえてきます。

青山の自宅の庭に、メジロや
ムクドリ、オナガにウグイスな
ど小鳥が集まっていました。近
くに明治神宮外苑や赤坂
御用地があるので、すみか
には困らないのでしょう。

赤坂七郵便局
付近でタヌキを
発見しました。

乃木坂のマンションの
バルコニーでテントウム
シが飛来してきます。道
ばたや公園では見たこ
とは一度もありません。

南青山2丁目の裏通りに面
したビルの上のテラスに、
スズメかムクドリがたくさ
ん集まるところがあります。

赤坂インターシティAIR
にある緑地では、メジ
ロ、シジュウカラ、ヤマガ
ラ、ヒヨドリ、ジョウビタ
キ、キジバトなどの鳥が
見られるそうです。

赤坂アークヒルズの敷
地内では、ヒヨドリ、
ハクセキレイなどの鳥
が見られるそうです。

東京ミッドタウンの裏にあるミッ
ドタウン・ガーデンと隣接する
檜町公園には、トビやタカ、サ
ギ、カモなどのほか、ハクセキレ
イやシジュウカラなどの鳥が見ら
れるそうです。

青山霊園では、ヤマガ
ラやシジュウカラ、ヒヨ
ドリなどの鳥が見られる
そうです。

●歌川広重の浮世絵：「名所江戸百景 紀の国坂赤坂溜池遠景」。
水辺が多いことが広重の浮世絵からも見て取れる

東京都立中央図書館特別文庫室所蔵

小さな「生き物」が与える大きな「経験」
取材中、人気のカメにはお茶や炭酸飲料などの飲み物の名前を付

けていることや、在来種や外来種の違いや特徴などを詳しく教えてく
れる子どもたちがいました。自然の生き物や植物と触れ合うことで、
子どもたちがイキイキと楽しそうにしている姿は誇らしく見えました。
今回の取材を通して、「命について学べる

環境」が子どもたちの身近にあり、その中で
一人ひとりが真剣に小さな生き物＝命と向
き合っていることがわかりました。そして、
都会の中心にもたくさんの「生き物」がいる
ということを知りました。このような自然と
触れ合える環境は、大人には小さくても、子
どもたちにとっては成長過程で大切な経験
になるのだろうと思いました。

あなたもきっと見つかる！
赤坂・青山生き物MAP

のコメントは、編集委員の体験に基づくものです

 〜赤坂Bee Townプロジェクト〜

緑地内に整備されたビオトープ。水の中には入れませんが、木製のデッキから生き物たちを
観察することができます プロジェクトの活動風景

味見した3種類のハチミツ

ミツバチによる受粉作
用で実ったサクランボ

冬に巣箱の中でミツバチたちが丸
くなった貴重な写真。巣箱の中は
1年中35℃をキープ！働きバチた
ちが女王バチのために、冬は体を
震わせて温度を上げ、夏は羽で風
を送って室温調整しています

コラム
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