
新型コロナウイルス感染症の感染リスク軽減のため、
来所不要な手続をご利用ください

主税局では、納税者の皆さまが都税事務所などに来所すること
なく、郵送やインターネットなどでお手続できる仕組みを設けてお
ります。
郵送や電子申告によるお手続、キャッシュレスによる納付方法な

どをぜひご利用ください。
詳細は、主税局ホームページをご覧ください。

都税事務所からのお知らせ
都税がスマートフォン決済アプリで納付できます
都税を納付できるスマートフォン決済アプリが増え、さらに便利
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。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/common/tozei_nouzei.html#L16

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/raicyou.html

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

　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、ダウンロードをしてください。

E-mail akasaka3@tfd.metro.tokyo.jp

赤坂消防団員募集！！東京消防庁公式アプリ
をダウンロードしよう！

Ｅ-ｍａｉｌ
アドレス

チャットボット
あなたの質問に「キュータ」が会話
形式で答えます。

緊急ツール
緊急時の通報や、もしもの時でも
役立つ心肺蘇生動画や胸骨圧迫を
安全にリードするテンポ音であなた
をサポートします。

マップ＆スケジュール
消防施設やイベントの場所がマッ
プ上に表示されます。気になるイベ
ントや各種講習を登録すれば、スケ
ジュール機能でお知らせします。

スタンプラリー
イベントに参加しアンケートに答え
ると、スタンプがもらえます。スタン
プを４つ集めるとデジタル消防カー
ド１枚と交換できます。

東京消防庁マスコット
「キュータ」

「フルヤ・オーガストロノム」
フルヤ・オーガストロノムは、６
周年を迎えたフランス料理店で
す。ベルギーの二つ星店「オー・ガ
ストロノム」の料理長を経て名を
継ぎ、知人の勧めで赤坂に開業。
オーナーシェフ
の好きな食材は
「卵」。ウフ・アン・

ムーレット（仏ブルゴーニュ地方の卵料理）をヒントにし
たお店の定番料理でありながら、赤ワインソースは、季
節や天候によってその都度変えるのだとか。
黒糖のような甘味は実はカシス！？ 「ソース

レシピのアイデアは、いつ浮かぶのですか？」
「欧州店の良いところ取りをしているだけで
すよ（笑）」気さくなシェフのお人柄が赤ワイン
ソースのエッセンスとなり、赤坂フレンチの味
になっていくのですね。ぜひ、お店にてご堪
能ください。

「トラットリア庭」
畑の伝道師と呼ばれ、日本に

バーニャ・カウダを広めたことで
も有名な、渡邉明シェフのイタリ
ア料理の新店が令和3年8月15
日に表参道にオープンしました。
今回は、その渡邉シェフのこだわりのお店を
覗いてきました。メニューには、旬の食材を使っ
た大好評のバーニャ・カウダのほか、パスタやリ
ゾットなどが並び、シェフ自ら畑に出向いてはお
いしい野菜を探求されているそうです。
お店は眺めの良いテラス席が大人気で、さら

に個室もあり、小さなお子さまとの食事や愛
犬の同伴も可能です。また、バーガーやバー
ニャ・カウダのテイクアウトも可能と教えてい
ただきました。
青山のお散歩がさらに楽しくなりますね。

報お買い物情

オーナーシェフ
古屋さん

渡邉シェフ

詳しいお店の情報は
こちらから

詳しいお店の情報は
こちらから

感染症対策として仕切りを
設置

港区立赤坂子ども中高生プラザ青山館「カリッパ」

キッズ・カリッパ
乳幼児親子専用ルームです。0歳

（ねんね・はいはい）・1歳・2歳児の親
子グループ活動や、運動・音楽・工作
プログラムを行っています！ キッズ用の
お知らせも毎月発行しています。ぜ
ひ、遊びに来てください！

Teen’s AOYAMA-KAN屋外運動場でローラースケート！

Vol.

2

小学生の活動では、ローラースケー
トなどのスポーツをしたり、靴を脱いで
過ごせる図書室で漫画をゆったりと読
んだり、工作室で自由工作をしたりで
きます。ダンスクラブや卓球クラブな
どの活動も行っています！

館長 八木澤 博文さん

中高生が利用できる、「中高生タイ
ム」では、バンドの練習ができる楽器
などが用意されています。この他、
AO-SPO、AO-GAME、AO-TALK
など、中高生の皆さんと過ごせる活動
も行っています！

小学生担当

施設の利用に
ついてはこちら

地域
だより
令和２年４月にオープンした、赤坂子ども中高生プラザ青山
館「カリッパ」は、0～18歳未満の子どもとその保護者や関係
者が利用できる施設です。
本号では、幅広い世代が利用できるその魅力を紹介します。

カリッパ
ホームページ

カリッパ
フェイスブック

中高生担当

青山館入口

屋外運動場キッズカリッパ ローラーカリッパ ギターカリッパ乳幼児室 中高生ルーム

青山館守り神
「カリッパ」
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※写真撮影の時だけマスクを外しました。

赤坂地区総合支所は、和歌山市と歴史的つながりから
連携を深めており、赤坂氷川祭など地域イベントへの物産
展の出展や赤坂中学校と加太中学校の交流など、和歌山
市との結びつきを強めています。
和歌山市は、温暖な気候と海、山、川
の豊かな自然に恵まれ、そこで育まれる
海の幸や山の幸などの食の多様性と
魅力を持ちます。ぜひ和歌山市の魅力
に触れてみてください。

双子島の夕日和歌山ラーメン和歌浦

友ヶ島
和歌山県和歌山市とのつながり

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。

赤坂地区総合支所からのお知らせ編集委員
おすすめ！ 

赤坂地区総合支所では、地域
の企業、団体、住民が主体的に地
域の子ども向け事業に取り組む
仕組みづくりをめざし、地域の企
業や団体などと協働して小中学
生向けの文化講座・スポーツ講座
を実施しています。

赤坂・青山地域の幅広い世代の皆さんが交流できる赤坂・青山多
世代交流促進事業として、「赤坂・青山ＳＤＧｓウィーク」の実施準備
を進めています。
令和３年度は「ＳＤＧｓ」をテーマにスタン
プラリーを行い、地域の施設や、赤坂地区
総合支所の事業を知っていただくとともに、
さまざまな年代の方々が、一緒に楽しんで
いただけるようなイベントにしていきます。
多くの方のご参加をお待ちしています。

「赤坂・青山SDGsウィーク」を
実施します!

港区ホームページ

港区ホームページ

赤坂・青山共育情報局

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。

●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
※一世帯に対して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。

家具転倒防止器具等を
無償で支給しています

「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 管理課 管理係
　☎ ０３-５４１３-７０１４

▶問合せ／防災危機管理室 防災課 地域防災支援係
　☎ ０３-3578-2518

1月～2月の予定

３月のスケジュールはこちら！

地域の安全・環境美化活動に参加しませんか。
初めてのご参加も大歓迎です。ぜひお気軽にお問い合わせくだ
さい。

港区ホームページ

令和3年度

実施日 時間 活動場所 集合場所

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

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

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・放置バイクへの警告札の貼付など

●Facebook
https://m.facebook.com/akasaka.aoyama.tomoiku/

●ホームページ
https://akasaka-aoyama-tomoiku.com/

赤坂青山子ども共育事業
を実施しています

とも  いく

詳しい申込方法などはこちら！

詳しい内容はこちら！（随時更新）

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

とらや講座

咸臨（かんりん）太鼓講座スポーツ講座

赤坂・青山

地域の活動
地域で活躍している

方 を々紹介！！

【主な地域活動】
青山地域の小学生の通学路の横断歩
道において、登校中の児童の見守り
をしています。

●活動の内容を教えてください。
毎朝、通学路で交通整理の旗を持ち、登校中の児童の安全を見
守り続けて今年で30年目になります。時には、遅刻する児童に対
して学校まで付き添いをしたり、不登校気味の児童に根気よく声を
かけ続けて学校に通えるようにケアをすることもあります。

●活動を続けていくなかでのやりがいを教えてください。
子どもと信頼関係を築くため、児童には毎日声をかけるようにし
ています。また、児童が家庭や学校の交友関係で問題を抱えてい
ることに気がついたときは、しっかりと対話をするように心がけて
います。向き合ったときに根本的な問題がわかったり、解決に向
かったときは、やはり地域の子どもは地域の大人が守るべきだと強
く思いますし、活動を続けて
きて良かったと実感します。
これまで関わった児童や
保護者からはたくさんの感
謝の手紙をもらい、中には
就学や就職の報告をしてく
れる子もいて、大きな喜び
を感じています。

●今後この活動を通じて地域をどのように発展させたいで
すか？
見守りを続けてきて、子どもだけではなく通勤や散歩をしている
大人からも声をかけられるようになりました。こうした小さな関わ
りをきっかけに地域の人同士が顔見知りになり、もっと信頼関係が
もてるようになると良いと思います。

中村 孝雄さん
な か む ら た か お

青山地域通学路見守り活動

vol.
30

活動の様子

後任の増田 将平さん
ます しょうへいだ

２人の息子が小学校に通っていたときに中

村さんの見守りのもと通学していて、とてもお

世話になりました。子どもが卒業したあとも何

か地域のお役に立ちたいと思い、昨年の４月

から活動に参加しています。

長距離走のように、力まず、長く活動を続け

ていくことを大事に取り組んでいきたいと思っ

ています。

来春、活動を引退される中村さんから活動のバトンが引
き継がれます。

MYタウン

地域の人がつくる
地域情報誌

観たい！

聴きたい！

遊びたい!
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青山一丁目駅
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青山通り（国道246号）

赤坂小学校

虎屋 赤坂ギャラリー

サントリーホール

TEPIA先端技術館

赤坂インターシティAIR
スパイラルガーデン

赤坂Bizタワー 
ショップ＆ダイニング アトリウム

青山小学校

青南小学校

「TEPIA先端技術館」

「遊び場開放」（赤坂小学校、青山小学校、青南小学校）

剪定した樹木の無
料配布、ほっこり
イベントですよね

パンフレットも力作です！
ぜひ手に取ってみてください

※地域熱供給：冷水や温水等を一ケ所でまとめて製造し、供給する
システム

未来社会の発展のために役立つ最新の先端技術を、子どもた
ちにもわかりやすく情報発信している「TEPIA（てぴあ）先端技術
館」。現在リニューアルで休館中ですが、館内を仮想3Dで表現し、
日本や世界からも見学できるバーチャルミュージアム「デジタル
TEPIA」を公開しています。
パソコンで見てみると３D空間が現れ、自分で歩いているよう
な感覚で見て回ることができます。「暮らし、経済」、「社会」、「地
球、生命」などのコーナーがあり、新しいテクノロジーが動画を交
えて楽しく紹介され、「若者イノベーター」の学生たちが考えたロ
ボットやプログラミングには、技術大国日本の次世代に明るい未来を感じます。
スマートフォンやタブレット端末などでも手軽に見ることができるので、先端
技術やモノづくりのおもしろさに触れてみてはいかがでしょう。
また、令和４年（2022）2月以降のTEPIA先端技術館のリニューアルオープンに
合わせ、新設されるクリエイティブラボではモノづくり体験の講座も予定されてい
ますのでおすすめです。

「外で自由に遊びたい！」─そんな子どもたちのために、昭
和46年度（1971）から始まったのが、区の「遊び場開放」の取
り組み。通い慣れた近くの小学校の校庭が月1回程度開放さ
れ、子どもたちが気兼ねなく走り回ることができます。キャッ
チボールをしていたかと思うと鬼ごっこに変わったり、バス
ケットボールに飽きたらドッヂビーを投げ合ったりと、興味の
対象を次々と変えながら楽しむ子どもたちののびのびとした
姿が印象的です。
遊び場開放の最大の特徴は「安全」。交通事故などの心配

がないのはもちろんのこと、校庭には大人の「遊び場開放指
導員」が配置されていて、子どもたちがより安全に遊べるよう
温かく見守っています。ときには大学生のお兄さん・お姉さん
が遊び場開放指導員として参加することがあり、子どもたち
のよき遊び相手になってくれます。
お友だち同士、ご家族などでぜひ、ご利用ください。

青空の下で思いっきり走り回れ！

赤坂と虎ノ門の境界線に程近いロケーションに平成
29年（2017）9月にオープンした超高層複合ビルで、赤
坂地区では2番目に高い建物です。
この施設の大きな特徴のひとつが「5,000m²以上」の
緑豊かなオープンスペースがあることです。この喧噪た
る界隈でビックリするような“憩いの場”が創出されてい
ます。
ここには高中木およそ150種類 550本もの樹木があ

り、設計者自ら1本1本選び抜き、スタッフと植栽管理も
行っているのです。設計者の方いわく「建物とともにこの
“緑”を育てていくことが大切」とのこと。複合施設にして
この考え方、ちょっと感動です。建物がメインではなく、
地域の環境を最大限重視している姿勢が表れていま
す。平成30年（2018）のグッドデザイン賞をはじめと
する多数の受賞もうなずけます。
月1回（不定期ですが）剪定した樹木を無料でおす

そわけするミニイベントもあるそうです。こういう時期
だからこそ、という心配りに少しほっこりしませんか？
そんな細やかな配慮はこのオープンスペースだけ

ではありません。災害が起きた場合など、このビルで
は最長で200時間の運転が可能な非常用電源が確保
されています。また、周辺ビル施設などと連携して、地域
熱供給※を一貫して担い省エネ等に貢献しています。周
辺施設・地域との連携にしっかり取り組んでいます。
「へ～、新しいビルができたんだぁ。どんなお店が入っ
ているのだろう？」なんて考えがちですが、新しいまちづ
くりに真摯に取り組む姿勢が随所に散りばめられた「新
たなるオアシス」、少し視点を変えて散策してみるのも一
興ではないでしょうか。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、休館日、営業時間などが通常と異なる場合があります。最新情報は各ホームページをご確認ください。

https://www.city.minato.tokyo.jp/sports/asobiba31.html

リニューアルオープン前に一足先に「TEPIA先端
科学館」をバーチャル体験！

新設予定のクリエイティブラボ。
現在自宅で参加できるオンライ
ン講座を開催中！

ニューノーマル時代ならではの
テクノロジーの紹介も

「若者イノベーター」のコーナーで
は、学生クリエイターのインタ
ビュー映像も見られます

赤坂・青山地域で無料で利用できる公開スペースを、編集
委員がピックアップ！
日々の喧噪の中で安らぎを感じたり、音楽やアートを楽しん
だり、テクノロジーに触れたり、思いっきり走り回ったりと、
大人も子どもも共に楽しみましょう！！

●小学生以下の子どもとその保護者（高校生以上）の方が無料で
利用できます（中学生以上だけでの利用はできません）

●ご予約や登録は必要ありません
●ご利用時にお名前と保護者の方の電話番号の記入が必要です
●雨天や荒天時などは中止になる場合があります
●開放時間：午前（通年）10:00～12:00、午後（4～9月）13:00～
17:00／（10～3月）13:00～16:00

ビルの周囲をぐるりと囲うよ
うに配置されたインターシ
ティガーデン。水辺空間もあ
り、まさに都会のオアシス。秋
冬の風情も趣があります

Green赤坂のほっこりオアシス
「赤坂インターシティAIR」

赤坂1-8-1
https://intercity-air.com/

INFORMATION

バーチャルでも楽しめる

デジタルTEPIA
https://digital-tepia.com/

https://www.tepia.jp/

INFORMATION

※ご利用上の禁止事項、開放予定などをあらかじめホームページでご確認のうえ
ご来場ください（学校行事などの都合で、予定が変更となる場合があります）。

ご利用にあたって

Family

無料で楽しめる

けんそう

しん   し

せん  てい

けん そう

観たい！
聴きたい！

遊びたい!

青山小学校

赤坂小学校

●赤坂小学校：3/6（日）13:00～16:00
●青山小学校：1/16（日）13:00～16:00、2/12（土）10:00～12:00、
3/27（日）10:00～12:00

●青南小学校：2/20（土）13:00～16:00、3/27（日）13:00～16:00

青南
小学校

●ボーリング：ペットボトルのピンを色々なしゅるいのボールでたおそう！
●まと当て：おりがみで自分の好きな形を作ってまとに当てよう！
●わなげ：トナカイの目標に新聞紙の色々な大きさの輪っかを投げて輪っ
かをかけよう！

1月～3月の開放日

子どもたちの遊び方はフ
リースタイル！力が尽き
るまで走り回れます
遊び場開放専用の遊具
も貸し出しされています

※青山小学校と青南小学校は、雨天時、体育館を利用できます。

3/6（日）赤坂小学校　3/27（日）青山小学校、青南小学校
遊び場開放指導員と遊ぼう！

※内容は変更することがあります。あらかじめご了承ください。

イベント
情報！

時間  13:00～16:00

Music

Multi

赤坂アークヒルズの一角にたたずむサントリーホール。
「世界で最も美しい響き」をコンセプトに、昭和61年（1986）
秋に誕生しました。ステージを取り囲む日本初のヴィンヤー
ド（ぶどう畑）形式の大ホールは、すべての客席で美しい音楽
が鑑賞できる設計。正面には荘厳な輝きを放つパイプオル
ガンが配され、指揮者カラヤンの「オルガンのないコンサー
トホールは、家具のない家のようなもの」の言葉どおり、ホー
ル全体がオルガンと一体になった高貴な楽器のようです。
ここで入場無料で楽しめるのが、「サントリーホール オル
ガン プロムナード コンサート」。月に１回、平日のランチタイ
ムに30分間開かれ、多くのリピーターが訪れています。コロ
ナの影響で現在はメンバーズ・
クラブ会員のみ入場できますが、
日によってはオンライン配信も。
「おらが村のホール」を目指し
て、地域とのつながりの取り組
みを続けるサントリーホール。
新たな文化の創造に、これから
も目が離せません。

ランチタイムのぜいたくなひととき

コンサートは、オルガニスト自身の自由な選曲でバロックから現代曲まで演
奏される。世界最大級のパイプ数5,898本を誇るオルガンの多彩な響きが、
オーク材がふんだんに使われた温かみのある空間のすみずみまで降り注ぐ

仲通りも自由に行き来できる空間

人が行き交う1階アト
リウム。エレベーター
で2階に上がるとピア
ノが置かれています

恒例のイルミネーション｢赤坂サ
カス 音×テラス 2021-2022｣を2
月20日（日）まで開催。冬の赤坂を
鮮やかに彩ります

赤坂Bizタワーは、平成20年
（2008）にオープンし、赤坂サカ
スの一角をなす、オフィス兼商
業ビルです。地下鉄千代田線の
赤坂駅と直結している赤坂Biz
タワーは、地下１階から２階ま
での商業施設となっており、老
舗からトレンドのレストラン、物
販など気軽に食事とショッピン
グが楽しめる施設です。
中央の吹き抜けは、自然光が

ゆるやかに入る、居心地の良いダイニングのような空間。１階
のアトリウムは、ショップのにぎわいがそのまま伝わる活気あ
る雰囲気、２階は、ピアノの自動演奏などもあり、ホテルのよう
な落ち着いた雰囲気となっています。また、昼と夜でも雰囲気
が変化し、フロアや時間帯によって、さまざまな表情を楽しむ
ことができます。
冬の季節は、イルミネーションなどのイベントが開催され、

周辺はわくわくするような空間が広がっています。お散歩コー

赤坂駅と直結。待ち合わせにも便利！

「サントリーホール オルガン プロムナード コンサート」

「赤坂Bizタワー ショップ＆ダイニング アトリウム」

赤坂1-13-1
☎0570-55-0017（サントリーホールチケットセンター）
http://suntory.jp/HALL/

INFORMATION

赤坂5-3-1
https://mitsui-shopping-park.com
/urban/akasakabiztower-sd/

INFORMATION

ス、ショッピングの合間の
ひと休み、待ち合わせなど、
いろいろな場面で利用し
たくなりますね。ぜひ訪れ
てみてください。

Art

和菓子の老舗「とらや」の始まりは、室町時代後期の京都。日本の和菓
子の礎を築いた名店です。明治時代に京都の店はそのままに東京にも
進出し、現在は青山通りに面した赤坂警察署前交差点の南東一角に赤
坂店を構えています。
地下1階にある「虎屋 赤坂ギャラリー」では、和菓子にまつわるテーマ

で展示を開催し、虎屋秘蔵の収蔵品を無料で見ることができます。4月5
日（火）までの「とらやと楽しむ寅年展」では、虎に関わる数々のエピソー
ドが紹介され、虎と一緒に撮影できるフォトスポットも登場します。
また、２階のショップで販売している虎の模様があしらわれた赤坂店

限定の羊羹は、寅年の手土産に
も喜ばれそうです。３階の虎屋菓
寮（喫茶）では、冬季限定の蒸し
たての酒饅頭や、1月下旬から始
まる粟に熱々のこしあんがか
かった「あわぜんざい」がおすす
めです。
ギャラリーで知識を得たあとに
楽しむ和菓子は格別です。寒さが
厳しい中ですが、少し足を伸ばし
て熱々をいただいてみたいですね。

和菓子の歴史・文化を伝える

SPIRALのロゴ入りフラッグに誘わ
れるように足を踏み入れ、エントランス
ショップやカフェを通り抜けると、そこ
はアートの世界。
ある時は北欧の人気ブランド「マリ

メッコ」の元デザイナーのテキスタイル
展や、文化的価値のあるコレクション
が観られる特別イベント、またある時は
若手作家の支援の場として、アートフェ
スティバルや美術大学の卒業作品展な
ど、ジャンルや世代を超えたビジュアル
アートに触れることができるギャラリー
「スパイラルガーデン」が広がります。
昭和60年（1985）10月に株式会社ワ

コールが、“生活とアートの融合”をテーマに、文化の事業化を目指し
て青山にオープンした複合文化施設「スパイラル」。名称は螺旋状に
上昇していくイメージを表現した外観とギャラリーなどの内部構造
に由来しているそう。
なお、令和4年（2022）1～3月は芸術大学・美術大学の卒業作品
展を、3月22日（火）～4月3日（日）は現代アート作家の曽谷朝絵の

文化が生きる、アートが広がる

さまざまな展示が開催されている「虎屋 赤坂ギャラリー」。2万ピースもの吉野
の檜（ひのき）の無垢材を使用した壁面が圧巻

虎の模様がかわいい羊羹「千里の風」

表参道駅B1出口を出てすぐ、青
山通りに面した建物にたなびく
SPIRALのロゴ入りフラッグが、
行き交う人々をさりげなく誘う

石本藤雄展「―マリメッコの花から陶の実へ―」
（2019）会場風景
撮影：大谷宗平（ナカサアンドパートナーズ）
©スパイラル／株式会社ワコールアートセンター

寒い冬にぴったりの
「あわぜんざい」

あわ

「虎屋 赤坂ギャラリー」「虎屋 赤坂ギャラリー」

「スパイラルガーデン」

赤坂4-9-22　☎03-3408-2331（赤坂店）
https://www.toraya-group.co.jp/

INFORMATION

南青山5-6-23　☎03-3498-1171
https://www.spiral.co.jp/

INFORMATION

平成30年（2018）にリニューアルされた建
物。設計は建築家・内藤廣氏。青山通りの新
しいランドマークになっています

個展を開催予定。
また、年に一度開か
れるSICF（スパイラル・
インディペンデント・クリエ
イターズ・フェスティバル）な
ど、3階のスパイラルホール
と連携した若手アーティス
トの公募展も人気を集めて
います。

スパイラルガーデン。自然光があふれるアトリ
ウム、ギャラリーと隣接するカフェ、2Fへと続
く大階段で構成される、最も象徴的な空間。
展覧会やパフォーマンスを開催

曽谷朝絵展（仮称）：令和4年
（2022）3月22日（火）～4月3日（日）
©スパイラル／株式会社ワコールアート
センター

よう  かん

さか  まんじゅう

ら   せんじょう

写真提供：サントリホール（表紙オルガン画像含む）


	02_第56号行政面
	03_第56号特集面

