
麻布地域の人々が取材   編集する地域情報紙

（取材・文／小倉里枝子）

ありすいきいきプラザ  スタッフから

麻布子ども中高生プラザ  スタッフから

住所／港区南麻布4-6-7 　電話／ 03-3444-3656
開館時間／ 月～土：9：00～21：30　
　　　　　日：9：00～17：00
休館日／ 年末年始（12/29～1/3）
　　　　その他、臨時休館をする場合があります。

住所／港区南麻布4-6-7 　　電話／03-5447-0611
開館時間／9:30～ 20:00
休館日／国民の祝日、年末年始（12/29～1/3）

●インストラクター　高橋早苗さん
介護予防はご高齢のシ
ニア向けというイメージ
が先行していますが、健
康管理は早く開始するこ
とが重要です。50歳以
上であれば参加できる
教室もたくさんありま
す。運動習慣を付けるた
めに是非一度足を運ん
でみてください！

●館長　佐野真一さん
麻布地区では初めての子ど
も中高生プラザの設立とな
り、地域の皆さんへより広
い交流の場を提供できるよ
うになりました。健全な子
どもの育成に重要なこと
は、居場所を作ることです。

　ありすいきいきプラザはデザイン、色調と共に明るく健康的な
空間の中、利用者同士のコミュニケーションや健康トレーニング
で賑わいを見せている。健康の増進、維持、介護予防だけではなく、
文化事業や集会施設を伴った交流の場として一日100名以上の利
用があるとのことだ。介護予防のエクササイズをはじめ、書道や料
理、カラオケ教室などの文化教室も開催し、施設利用への登録申し
込みが後を絶たない。
　季節ごとの様々な行事や館内での催し物も頻繁に開催してお
り、シニア向けの施設としては港区でトップクラスの充実した設備
を伴った施設とのこと。これからも心身ともに健康でいることを続
けたいと希望される方を増やし、麻布のまちに暮らすもっとたくさ
んの方々に利用してもらいたい。

お話を伺った方：麻布地区いきいきプラザ統括館長　髙田政博さん
指定管理者 セントラルスポーツ インストラクター　高橋早苗さん

　麻布子ども中高生プラザは「麻布の由緒ある歴史や
国際性豊かな文化の継承」、「子どもの健全育成の拠
点づくり」、そして「地域活動と関わりを持ち多様な価
値観をつくる」ことを目標に、オープンから2ヵ月半で
利用登録者が5,000名を超えた。国際色豊かな麻布地
区を象徴するように、利用者の1/3は外国籍だ。英語
表記も充実し、対応可能なスタッフも常駐している。
　広々とした休憩スペースを中央に、幅広い年齢層の
ニーズに対応できる機能を備えた設備が特徴だ。運動
ができるアリーナ、音楽・ダンススタジオ、創作室、学習

室、そして小さな乳幼児を連れた保護者が安心して過
ごせる“こそだてひろば”があり、館内の作りは利用者
への優しい配慮が感じられる。
　港区立の本村・東町・笄小学校や高陵中学校の児童・
生徒のほか、魅力的な立地と設備のため麻布学園や広
尾学園などの私立校からも頻繁に利用がある。「子ど
も・中高生が発信して地域を創る」をコンセプトとし、
今後も積極的に利用を呼び掛けていく予定とのこと。
近隣地域と連携したイベント等を企画し、大きな存在
感を示していけるよう活動を応援したい。

お話を伺った方：港区立麻布子ども中高生プラザ 館長　佐野真一さん

1 　 大きな窓から差し込む光と有栖川宮記念公園の緑が室内を明るく照らす。
2 　 麻布地区で初めて導入されたトレーニングマシンは基礎体力をつけるためのも

の。経験豊富なスタッフ数名が筋力アップをサポート。
3 　 椅子を使ったトレーニング。やり方を覚えてご自宅でも試してみては。
4 　 鏡で姿を確認しながら正しい姿勢でのストレッチ。
5 　 設備が充実した料理講習室。麻布地区で初めての男性向け料理教室が大人気！

緑溢れる解放された環境の中、乳幼児から高齢者のための大型保健福祉複
合施設が9月1日に新規オープンした。「ありすいきいきプラザ」と「麻布子ど
も中高生プラザ」は幅広い世代のくらしを充実させてくれる施設として地域
に根付くことを目指す。

ありすいきいきプラザありすいきいきプラザ

麻布子ども中高生プラザ麻布子ども中高生プラザ

　南部坂上の有栖川宮記念公園に隣接したこの土地は、江戸時
代末期には大名屋敷があった。その後に国所有の研究施設とな
り、平成21年に港区の所有となった歴史がある。複合施設建設に
あたり、国産木材、太陽エネルギー、地中熱そして雨水を用いたエ
コシステムという、最新の設備が備わった港区自慢の施設だ。
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ありすいきいきプラザ  紹介ページ　
http://www.central.co.jp/plaza/alice/index.html

麻布子ども中高生プラザ  紹介ページ
http://www.azabu-plaza.jp/

6 　広々としたアリーナはバスケットコート1面の広さ。
7 　 ４階にある屋外ローラーブレード場。インラインスケートの練習、ボー

ル、乗り物で遊べる。
8 　 乳幼児を連れた保護者から中高生までが集える休憩スペース。中央には

ベンチシートの絵本コーナーも。
9 　 保護者同士、子ども同士でコミュニケーションを取りやすい間取りの“こ

そだてひろば”。

10.  プレイルーム、工作ができる創作室、勉強のための学習室も利用できます。
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人のために役立ちたいという思い
　秋一さんはまた、地域や社会のためにも働いた。店を開業し
た後には、商店街を中心とした町内会『三親会(さんしんかい)』
を組織し、まずは暗かった通り沿いに外灯の設置にとりかか
る。また20年以上もの間、店の前の横断歩道で、笄小学校の児
童の登下校時の誘導も自主的に行ってきた。そして、電気店の
組合『全国電機商業組合』は、全国の中でも港区が最初に立ち
上げたとのことで、その設立メンバーとしても尽力する。

　取材が終了すると、ふと秋一さんが立ち上がり表へ出る。そ
して、学校マークの旗を手に、下校途中の児童の誘導を始め
た。その姿を見ながら、「何ごとにも熱心で、いつも人の役に立
つことを望んでいる父です」と信義さんは語る。「奇跡的にシ
ベリアから帰った自分は、亡くなった大勢の仲間の願いのもと
に生かされている。そんな思いが父の原動力になっているよ
うです。」
　お気に入りの赤いシャツを着て、今日も店頭に、歩道に立つ
秋一さん。人々の心にも明かりをともしてくれる、力強くも心
やさしい麻布びとである。

（取材・文／田中亜紀）●古田電気商会　港区西麻布3-8-7

戦争に翻弄された青年時代
　大正7年（1918）生まれの秋一さん。当時、家は渋谷
区猿楽町に在り、お父上はお役所に勤務。中野の通信
学校に学び、戦争中は通信兵として満州へ渡り、後に
シベリア抑留、いわゆる強制労働を体験されている。
「関東軍＊1の軍属＊2として働きました。そして終戦時
には、諜報活動を行った罪状でソ連軍の捕虜となりシ
ベリアに送られたのです。収容所は10回以上変わっ
たでしょうか。機械が扱えたので自動車工場にいたこ
ともあります。」復員したのは、終戦後6年もたった昭
和26年（1951）のこと。「あの厳しい状況のシベリアか
ら、生きて帰れるとは思っていなかった。親が丈夫な
体に産んでくれたおかげにほかなりません。」
＊1  中国関東州と満州に駐屯した旧日本陸軍の部隊
＊2  軍人以外で軍隊に所属する者

昭和27年、電気店を開業する
　秋一さんが満州にいる間にお父上は定年退職となり、麻布に
移り、パン・洋菓子の小売店「喜

き

久
く

屋
や

」を営んでいた。しばらく休
養した後に秋一さんは向かいの土地を購入し、妻の文

ふみ

子
こ

さんと
共に電気店を始める。「当初は既製品が無く、ラジオやオーディ
オを、秋葉原まで自転車で部品を買いに行き、自分で組み立て
て売ったものです。」当時、西麻布三丁目から元麻布二、三丁目
一帯は「三

さん

軒
げん

家
や

町
ちょう

」と呼ばれ、にぎやかな商店街だった。そして
通りに続く木下坂、北条坂周辺には、政財界のお歴々の屋敷が
並んでいたという。とくに印象深かったのは、「昭和28年、白黒
テレビが発売された時のこと。力道山のプロレス中継が始まる
と、店内のテレビを見に近隣の人が大勢集まって入りきりませ
ん。そこで、並びにあった倉庫の庇にテレビを設置し、隣の空き
地から皆で見られるようにした。お屋敷の人も商店街の人も一
緒になってね、まち全体が一体感のあったいい時代でしたよ。」
やがて、長男の信義さん、次男の義

よし

則
のり

さんも家業を手伝うよう
になる。
　昭和32年（1957）、通称ナショナル（旧松下電器産業、現在の
パナソニック）の特約店となり、扱う家電の種類が増えていく。
中でもテレビ、冷蔵庫、洗濯機は“3種の神器”といわれ、高度経
済成長期の中で豊かな家庭を象徴するものとなった。信義さん
も話に加わる。「注文をもらっても納品が追いつかないほどで
す。朝早くから深夜まで、家族で働きづめでしたね。国民みんな
がそんな時代だったでしょうか。」後に、信義さんの長男の恭

やす

久
ひさ

さんも加わり、親子3代4人で店を盛り立てていく。
　通りが様変わりしたのは、昭和60年代、バブル経済期の頃
だ。地価が高騰し、一帯は最高で坪当たり3000万円の値がつい
た。商店のほとんどが店を閉じ、土地を売って離れていく。「48
軒あったのが、今ではうちと、中華料理店、来

らい

々
らい
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さんと花屋の
花
はな

幸
こう

さん、高野クリーニングさんだけ。でも、私たちはずっとこ
の場所で、ふんばっていきたいと思っているのです。」

旧テレ朝通り沿い、北条坂へ曲がる角にある、まちの電気屋さん「フルタデンキ」。家電の購入や電
気工事でお世話になったお宅も、界隈では多いことだろう。創業者の古田秋一さんは今も現役で、
息子さん2人、お孫さんの家族4人で店を切り盛りする。戦争中、そして戦後店を始めてからの来

こ

し
方を、長男の信

のぶ

義
よし

さんと共に語って下さった。

旧テレ朝通りの「愛育病
院前」の信号の前にある
店は、近隣の人にはおな
じみ。
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これが古田一族。右から秋一さん、信義さん、次男の義則さん、後ろが孫の恭久さん。

（左上）昭和52年当時の三軒家町の町会名
簿。現在も年間を通じて町内会の活動が行
われている。

（右上）昭和41年、全国電機商業組合連合に
おいて尽力したとして、第一回の全国中小企
業団体総連合から表彰された感謝状。佐藤
栄作内閣の時だ。

（左）漏電を検知する絶縁抵抗計や照度計、
壁の中の木、鉄骨などの柱、垂木などを検知
する計器は、電気屋さんの必須道具。

長男、信義さんと共に。手にしているのは、昔のブラウン管テレビなどの修理に使った真空管。

店の周辺で赤いシャツ姿を見かけたら、それが秋一さんだ。18年前、故・妻の文子さんと、孫の恭久さんの結婚式にて。
文子さんは明るく闊達な性格で店を切り盛りされ、
秋一さんを支え続けた。



◎学芸員になったきっかけは？
　高校生の時たまたまポップアートの展覧会を
見に行って、とても衝撃を受けました。展示という
のはただ飾るだけでなく、作品の配置や順番など
にストーリー性をもたせてある、意味の深いもの
だと知り、この仕事に就きたいと思いました。

◎どうしたらなれますか？
　大学等で専門科目を修得すれば学芸員の資格
はとれますが、美術館に就職できるかどうかはま
た別の問題です。また、海外との交渉や、作家に関
する最新の研究内容を文献で調べたりするため
に世界共通語としての「英語」の習得は欠かせま
せん。

◎展覧会の企画はいつ頃たてるのですか？
　大規模なものだと3～5年前くらいから、現代
美術の場合は1年前くらいからです。予算の裏付
けと共に会議で提案して企画が通った後、作品の
持ち主と出品交渉し、遅くとも３か月前までにチ
ラシなど印刷物を制作し、一方で関連イベント等

を企画・運営するなど展覧会に関
する全てを担当します。

◎展覧会のための作品はどう
やって借りるのですか？
　作品所蔵者に、展覧会の主旨や
借りたい作品の重要性を伝え、依
頼します。

◎いちばん楽しいのはどんな時
ですか？
　展示の内容や配置を考える時で
す。ストーリーを考えながら展示
会場のレイアウトを図面にし、そ
の後立体模型を作るなどして確認
します。また、作品の保全を考慮し

つつも最も美しく見えるよう光の強さなども直
前まで調整します。

◎学芸員になって良かったと思う時は？
　素晴らしい作品と出会えたり、今現在生きてい
る作家とふれ合うことができることですね。会場
で来場者が楽しんでいる様子を見るととても嬉
しいです。

◎国立新美術館をどのような美術館にしたい
ですか？
　子どもから大人までたくさんの人が交流する
場、新たな美術や表現が生まれる場、楽しい、また
来たいと思って頂けるような美術館をつくって
いきたいです。

　感想　

●今回の取材で、美術館にとって裏方で仕事をす
る学芸員はとても大切な柱なのだと強く思いまし
た。読者の皆さんにうまく伝わるとうれしいです。
●私もこれからは美術館に行きたいと思いました。

（取材・文／ 礒邉実桜（六本木中学校1年生）、佐々木淳（六本木中学校1年生） 　取材サポート／大村公美子）
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私たち港区立六本木中学校1年生の2人は、国立新美術館の学芸員・本橋弥生さんに取材に
うかがいました。学芸員の方は、展覧会の企画運営にたずさわっているそうです。展

覧
会
の
実
現
に
向
け
奔
走
す
る
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国立新美術館 主任研究員
本橋弥生 さん

過去に行われた展覧会のポスターを見て「ボツになった方のデザイン
も捨てがたいなあ」といった表情の2人

（右上）国立新美術館「光  松本陽子／野口里佳」展示風景　(右下）国立新美術館外観（正面）

キュレーター【curator】
博物館・美術館などの管理者。
日本では学芸員。
～広辞苑（岩波書店第五版）より

国立新美術館
東京都港区六本木7-22-2
TEL: 03-5777-8600（ハローダイヤル）
URL: http://www.nact.jp

●愛想のなさにビックリ
　私がコールに初めて会ったのは2004年
10月。アイメイト協会で４週間の共同生活
訓練を受ける初日でした。自分になつくか
しらと不安になるくらい無愛想でしたが、ト
レーナーからは「盲導犬に相応しい性格」と
言われました。
●ハーネスをつけるとスイッチオン
　寝起きを共にする訓練は、１ペアにつき
一部屋、ハーネスを着用した時点で任務開
始です。ドアノブやエレベーターのボタン
を鼻先で指し示す、落とした物を拾う、工事
現場の轟音にも動じずに歩く。訓練の最終
日は銀座ウォーキングもあります。
　Uターンの利かないタクシーの昇降では、
降りる時上手に後ろ足から降りて、道の安
全を確認後、私を降ろします。コールは渋谷
のハチ公前交差点のような人混みを、人に
ぶつからずスラロームの速さで渡り切るの
が大の得意です。
●任務遂行のためには
　ユーザーを危険から守り、かつ目的地に確

実に誘導する。その使命を
果たすには、ユーザーと１対
１の親密な関係が必須で
す。他の人に気持ちが向
かってはいけないので、訓
練終了後ひと月は、家族で
すら名前を呼ぶのも、目を合
わせるのも禁止です。
●互いを信頼しているから
　世界共通のルールとし
て、犬が左側に沿って、人間
が車道側を歩きます。日本の場合は車も左
側通行なので非常に怖いのですが、後ろか
ら来る車にも注意を払いつつ障害物を避け
るように身体を寄せてくれます。コールを
信頼しているからこそ、一人歩きが出来る
のです。又、コールも人を信頼しているから
こそ、吠えないのです。
●身だしなみも大切に 
　朝起きたら、目・鼻を掃除してあげます。
電車にも乗るので外で毛が落ちてはいけな
いし、犬臭くてもいけない。毎日必ずゴムブ

ラシと艶出しで二重のブラッシング、そし
て蒸しタオルで、爪から尻尾まで綺麗に拭
き取ります。口腔ケアは、軍手で歯をゴシゴ
シ。シャンプーなど年に３・４度、それでも匂
うことなく、この通り、“六本木の貴公子”そ
のものです。
 
　人間の年では80歳を超えたコール君、10
年間のお仕事を終え、10月には後継犬にバ
トンタッチ。リタイア後は、新しい家族の元、
ゆっくりと余生を送っているとのことです。

この夏の出来事以来、盲導犬についての関心が高まっています。
今回の麻布っ子コール君は、麻布地区で長年盲導犬として活躍し10月
に現役を引退しました。視覚障害者にとって、まさに右腕代わりとなる
盲導犬との関わり方について、コール君のユーザー：Tさんにお話を伺
いました。

（撮影／たけわきけん　取材・文／出石供子）

お待ちしています♪

このコーナーでは、
あなたの大切な““家族家族””を
紹介していきます。

必ず写真を添えて、下記宛てに郵送ください。飼い主の自薦、他薦は問いません。飼い主と一緒の写真も掲載できます。
ご応募多数の場合は編集会議に諮りますが、採否の審査過程のお問い合わせには応じかねます。採用させて頂く場合
は改めて取材に伺います。お送り頂いた資料は採否に拘わらず返却致しませんので、予めご了承下さい。
皆様からのご応募を心よりお待ちしております。
〒106-8515 港区六本木5-16-45
港区麻布地区総合支所  協働推進課　地区政策担当　「ワタシも麻布っ子」応募係

あなたの

大好きな動
物を

ご紹介下
さい。

歩行中は常に左側に
いて、前後左右、目も
耳も鼻も、全神経を
研ぎ澄ましてご主人を
ガードします。

男前の老紳士コール君
には、慕うワンちゃん
も多いとか。

散歩で一休みのTさんとコール君。



３％の経済成長率を誇る国
　にこやかな笑顔で夫人のガリナさんを伴って登場され　にこやかな笑顔で夫人のガリナさんを伴って登場され
たメイルーナス大使は50歳。ガリナさんの流暢な日本語たメイルーナス大使は50歳。ガリナさんの流暢な日本語
に、まずはびっくり。何と日本留学の経験者です。リトアニに、まずはびっくり。何と日本留学の経験者です。リトアニ
ア共和国は女性大統領ダリア・グリボウスカイテ氏や女性ア共和国は女性大統領ダリア・グリボウスカイテ氏や女性
閣僚が活躍されている国。女性の役割など伺いたく、同席閣僚が活躍されている国。女性の役割など伺いたく、同席
をお願いしました。をお願いしました。
　メイルーナス大使の着任は2012年、ポーランド大使を　メイルーナス大使の着任は2012年、ポーランド大使を
務められた後で、アジアは初めてです。日本の印象はいか務められた後で、アジアは初めてです。日本の印象はいか
がでしょう？「とても美しい国で、魅力ある人々が大勢いがでしょう？「とても美しい国で、魅力ある人々が大勢い
ます。日本文化にも非常に魅かれます。」ます。日本文化にも非常に魅かれます。」
　リトアニアは2004年にEUに加盟。海外投資も多く、それ　リトアニアは2004年にEUに加盟。海外投資も多く、それ
により海外市場が拡大、毎年３%の経済成長率を遂げる勢により海外市場が拡大、毎年３%の経済成長率を遂げる勢
いです。来年2015年より、「€（ユーロ）」の導入も決定していです。来年2015年より、「€（ユーロ）」の導入も決定して
います。主な産業は食料、化学、木材、家具、繊維工業など。います。主な産業は食料、化学、木材、家具、繊維工業など。
酪農大国であるリトアニアでは、乳製品の加工が盛んで、酪農大国であるリトアニアでは、乳製品の加工が盛んで、
海外でも需要が増えています。海外でも需要が増えています。
　日本との貿易も年々増加。日本からは車、電気機器・機械　日本との貿易も年々増加。日本からは車、電気機器・機械
類、プラスチック・ゴム類などを主に輸出。一方リトアニア類、プラスチック・ゴム類などを主に輸出。一方リトアニア
からは光学機器、家具、繊維製品、乳製品などを輸入していからは光学機器、家具、繊維製品、乳製品などを輸入してい
ます。一番多い光学機器について伺うと、「医療などに用います。一番多い光学機器について伺うと、「医療などに用い
られるレーザー類を指します。リトアニアの光学機器は世られるレーザー類を指します。リトアニアの光学機器は世
界的にも評価が高く、重要な輸出品です。」と応えて下さい界的にも評価が高く、重要な輸出品です。」と応えて下さい
ました。日本の病院でも使用され、私たちの治療に大いにました。日本の病院でも使用され、私たちの治療に大いに
役立っているわけです。役立っているわけです。

大使の好物は「お好み焼き」大使の好物は「お好み焼き」
　ところで、大使は日本に赴任されて、文化や習慣、食事な　ところで、大使は日本に赴任されて、文化や習慣、食事な
どで戸惑うことがおありだったのでは？　「特にありませどで戸惑うことがおありだったのでは？　「特にありませ

んでした。リトアニアには、実は多くの日本料理店があるのんでした。リトアニアには、実は多くの日本料理店があるの
です。経営は必ずしも日本人ではありませんが、寿司は大です。経営は必ずしも日本人ではありませんが、寿司は大
好物で、本国でもよく食べていました。」赴任して、本場の寿好物で、本国でもよく食べていました。」赴任して、本場の寿
司は一段と美味しい、と笑顔です。寿司以外にお好きな日司は一段と美味しい、と笑顔です。寿司以外にお好きな日
本食を尋ねると「お好み焼きです。」とのお応えが！　しか本食を尋ねると「お好み焼きです。」とのお応えが！　しか
も地方によっていろいろ種類があるので、それらを食べ比も地方によっていろいろ種類があるので、それらを食べ比
べるのもお好きだそう。かなりツウとお見受けしました。べるのもお好きだそう。かなりツウとお見受けしました。
　ガリナさんに、母国の食事を作る上でご不便はないのか　ガリナさんに、母国の食事を作る上でご不便はないのか
をお尋ねすると、ほぼ入手できるそうです。「リトアニアをお尋ねすると、ほぼ入手できるそうです。「リトアニア
は、スープの種類が豊富です。特にビーツを使った『シャルは、スープの種類が豊富です。特にビーツを使った『シャル
ティバルシチャイ』は冷たいボルシチといった風で、どこティバルシチャイ』は冷たいボルシチといった風で、どこ
の家庭でも作ります。日本の味噌汁といっしょですね。材の家庭でも作ります。日本の味噌汁といっしょですね。材
料はビーツの他にキュウリ、アップルジュース、レモン、そ料はビーツの他にキュウリ、アップルジュース、レモン、そ
してリトアニアではケフィア（発酵乳）を入れますが、日本してリトアニアではケフィア（発酵乳）を入れますが、日本
ではヨーグルトで代用できます。酸味のあるヘルシーなではヨーグルトで代用できます。酸味のあるヘルシーな
スープで、日本人の口にも合うと思います。」と、ていねいスープで、日本人の口にも合うと思います。」と、ていねい
に説明して下さいました。黒パンと共にいただくことが多に説明して下さいました。黒パンと共にいただくことが多
いようです。いようです。
　「リトアニアでは、是非ビールを味わって下さい。」と、大　「リトアニアでは、是非ビールを味わって下さい。」と、大
使。地ビールとよばれるクラフトビールが200種以上ある使。地ビールとよばれるクラフトビールが200種以上ある
そうです。   そうです。   

日本との深い関わり合い　外交官  日本との深い関わり合い　外交官  杉杉
すぎすぎ

原原
はらはら

千千
ちち

畝畝
うねうね

の存在の存在
　リトアニアと日本の関係で、忘れてならないのが日本の　リトアニアと日本の関係で、忘れてならないのが日本の
シンドラーと称された杉原千畝（1900～1986）の業績でシンドラーと称された杉原千畝（1900～1986）の業績で
す。第二次世界大戦、リトアニアの在カナウス領事館に赴す。第二次世界大戦、リトアニアの在カナウス領事館に赴
任していた杉原千畝は、ナチス迫害で避難してきた難民任していた杉原千畝は、ナチス迫害で避難してきた難民
に、亡命できるよう大量のビザを発給。6000人以上を救っに、亡命できるよう大量のビザを発給。6000人以上を救っ
たとされています。当時、日本外務省の命令に反する行為たとされています。当時、日本外務省の命令に反する行為

でしたが、杉原千畝は敢行しました。1992年まで、外務省でしたが、杉原千畝は敢行しました。1992年まで、外務省
はこの行為を訓令違反としていましたが、2000年、業績はこの行為を訓令違反としていましたが、2000年、業績
を讃える顕彰プレートを外交資料館に設置、名誉回復が図を讃える顕彰プレートを外交資料館に設置、名誉回復が図
られています。リトアニアには杉原千畝を讃え、記念館、公られています。リトアニアには杉原千畝を讃え、記念館、公
園などがあり、「現在でも、最も著名な日本人です。」と、大園などがあり、「現在でも、最も著名な日本人です。」と、大
使ご夫妻が口をそろえておっしゃいました。使ご夫妻が口をそろえておっしゃいました。

女性が働きやすい環境作りを、国が支援女性が働きやすい環境作りを、国が支援
　最後に、女性の立場について伺ってみました。「育児休暇　最後に、女性の立場について伺ってみました。「育児休暇
は産後３年間保障されています。そのうち２年間は有給扱は産後３年間保障されています。そのうち２年間は有給扱
いで、給料が支払われます。３年間の雇用の継続が、義務づいで、給料が支払われます。３年間の雇用の継続が、義務づ
けられているのです。そして、父親は１ヶ月の育児休暇をけられているのです。そして、父親は１ヶ月の育児休暇を
とることができます。」と伺い、一同びっくり。かなり恵まれとることができます。」と伺い、一同びっくり。かなり恵まれ
た状況で、国が子育ての環境を整えています。た状況で、国が子育ての環境を整えています。
　自立して、自分で起業したい女性にも、国が様々なプロ　自立して、自分で起業したい女性にも、国が様々なプロ
グラムを組み、支援しています。融資も低金利に設定してグラムを組み、支援しています。融資も低金利に設定して
います。女性大統領以下、政治に関わる女性も多く、日本のいます。女性大統領以下、政治に関わる女性も多く、日本の
状況とかなり隔たりがあります。   　状況とかなり隔たりがあります。   　
　また、リトアニアの科学者は52％が女性で、男性より活　また、リトアニアの科学者は52％が女性で、男性より活
躍していると聞いて、さらに驚きました。近い将来、リトア躍していると聞いて、さらに驚きました。近い将来、リトア
ニアの女性科学者がノーベル賞をとる日がくるに違いあニアの女性科学者がノーベル賞をとる日がくるに違いあ
りません。　　　　　　　　　　　　　　　　　りません。　　　　　　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　    　　　　　　　
　大使館ではリトアニアを知ってもらう為に、区民祭りへ　大使館ではリトアニアを知ってもらう為に、区民祭りへ
の出店、区民ホールでリトアニア文学の朗読会などを開催の出店、区民ホールでリトアニア文学の朗読会などを開催
しています。そうした積極的な広報活動にとても好感を持しています。そうした積極的な広報活動にとても好感を持
ちながら、大使館を後にしました。ちながら、大使館を後にしました。

http://jp.mfa.lt/index.php?3592445785（日本語）http://jp.mfa.lt/index.php?3592445785（日本語）
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（取材／高柳由紀子　文／大澤佳枝、高柳由紀子）

経済成長が著しい、勢いのあるリトアニア
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リトアニア共和国

面積：　6.5万平方キロメートル

人口：　297.2万人（2013年：リトアニア統計局）

首都：　ヴィリニュス　　

言語：　リトアニア語

元首：　ダリア・グリボウスカイテ大統領

議会：　一院制（議席数141、任期4年）

外務省ホームページ
　http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/lithuania/data.htmlより

リトアニア共和国

H. E. Egidijus Meilunas 
エギディユス・メイルーナス特命全権大使（写真左） 取材協力／リトアニア共和国大使館

リトアニアはバルト三国のひとつとしてバルト海の東に面し、ポーランド、ベラ
ルーシ、ラトヴィア、ロシアに囲まれています。独立は1990年。
若い国に相応しい、若々しいメイルーナス特命全権大使に、お話を伺いました。

ハーブティー、ハチ
ミツ、チョコレート、
35度あるハーブ入
りのリキュール類
等、今後輸出に力を
入れていきたい食
品の数々。（左上）

大使館の一角に、リ
トアニア関係の書物
を集めたライブラリ
があり、展示されて
いる。（左下）

夫人のガリナさん（右）と。

大使お気に入りの散歩コース
は麻布十番。「路地に入れば、神
社仏閣が点在していて、同時に
新しいお店もすぐそこにあっ
て、混沌とした街並みが非常に
魅力的です。」

日本のシンドラーとよばれた杉原千畝。
2139名分のビザを発行し続け、最後は
手が動かなくなるほどだったという。

リトアニアで最もさかんなバス
ケットボール。過去にヨーロッパ選
手権を３回制覇。2014年はフラン
スに続き２位。NBAでも多くの選
手が活躍中だ。写真のボールは
2006年のナショナルチームのサイ
ン入りの「お宝バスケットボール」。1999年にユネスコの世界遺産に指

定されている、首都ヴィリニュス
（Vilnius）の旧市街の美しい街並み。
まるで、時が止まったかのよう。
ⒸLaimonas Ciūnys  
www.lithuania.travel

鮮やかなピンクのスープ『シャ
ルティバルシチャイ』。冷たい
ボルシチで、サラダ感覚でいた
だける。

「ナショナルリボン」と呼ばれる、リトアニア伝
統柄のリボン。額に飾ってもかわいらしい。右は
民族衣装の人形。



　南麻布二丁目から六本木一丁目までの都道415号
線（都道高輪麻布線）が「麻布通り」と命名されたのを
みなさんご存知でしょうか。沿道の15町会及び5商店
街、区議会議員、都議会議員で構成された協議会が発
足し、本年9月に東京都建設局より正式に許可が下
り、道路愛称名が「麻布通り」になりました。愛称名標
識の設置場所については現在も検討中で、複数ヵ所
に設置される予定です。
　麻布地区総合支所で
は協議会や東京都と連
携し、愛称名の積極的な
周知に努めていきます。

谷町 JCT
六本木一丁目六本木駅
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高
速
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号
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一ノ橋 JCT

都道415号線
（都道高輪麻布線）の
“愛称”が「麻布通り」に

決定しました！

（取材・文／小倉里枝子）

（取材・文／田中康寛）

　港区麻布地区総合支所では、平成21年度から区民や企業等と協働し、麻布地区の昔の写真など
を収集するとともに、定点写真を撮影し、麻布のまちの変化を保存する取組として「麻布未来写真
館」事業を運営しています。
　当事業は、麻布地区の資料収集・保存を通じて、住民の方々にとって身近な歴史・文化的な資料
価値を持つ写真を保全・継承するとともに、より一層の活用を目的としています。同時に、「まち」の
歴史や文化をより多くの方々に知っていただき、まちへの愛着を深めていただく一

いち

助
じょ

となること
を目指しています。

「麻布未来写真館」とは
未来に向けて、残し、伝えていくべきとお感じにな
る「麻布地区の古い写真」がありましたら、港区麻
布地区総合支所までお寄せください。
詳細につきましては、「協働推進課地区政策担当」
までお問合せください。
お問合せ　電話：03-5114-8812

「麻布未来写真館」
では、古い写真を
探しています。

昭和16 年　
出典：麻布区史

古い屋敷町の跡でもあった飯倉に隣接する飯倉片町にも、武者窓造り（縦に太い格子の入った
窓）のお屋敷が残っていた（写真上）。現在の飯倉片町交差点付近は、ビルが並び、路面には中華料
理店やカフェが軒を連ねる（写真下）。

残った町名
　“永

なが

坂
さか

”の名前は『永坂更科』として「そば」を連想される方も多
いかと思うが、こちらも有名な町名、れっきとした麻布の顔だ。こ
ちらは“飯倉”とは逆に、住所でも町名は健在で、町名の由来も

（“飯倉”と比べると歴史的には）浅い。正徳3年（1713）麻布の低地
より芝方面へ抜ける長い坂（永坂）にちなんだ町名である。
　現在では“麻布狸

まみ

穴
あな

町
ちょう

”とともに区内で唯一の住居表示未実施
地域である（街区符号・住居番号がない）。簡単に言うと、手紙を
出す時の宛名が「港区麻布永坂町○○番地　○○□□様」で届い
てしまうのだ。極めて珍しいケースだが、“住居表示未実施”とい
うことは、この町名が如何にこの町の人々に愛されているか、誇
りとされているかの証左とも言えるだろう。

町名を超えたブランド
　消えた町名、残った町名、いずれも誇り高い『町のシンボル』と
してこれからも語り継がれていくことだろう。単なる町名とし
てではない、麻布きってのブランドとして。

消えた町名
　“飯

いい

倉
ぐら

”と言えば、その場所を即座にイメージできる程有名な
地名と言って差し支えない。言わば麻布のひとつの顔である。今
なおその名を冠する建物・施設は多く存在する（※下表）。しか
し、「住所」としての町名は現在残っていない。
　そもそも、“飯倉”の名前の由来はどこにあるのだろうか？
単純に文字だけ読むと米蔵か何か、とも思ったのだが、調べてみ
ると随分昔まで遡ることができ、“米蔵”ではないことが判った。
由来は諸説あるが、実際の史料に最初に登場するのは『吾妻鏡』
で、元暦元年（1184）に源頼朝が伊勢神宮に“飯倉御厨”を寄進し
た、という記事が残っている。今から830年も前の話だ。『御厨（み
くりや）』とは「御（神の）厨（台所）」という意味で、“神

しん

饌
せん

（神社な
どに供える供物）” を作っていた場所だ。ある意味では今なお消
えない、歴史的町名であることが判る。

昭和 34年
坂道の長さが百六十間

（288m）もあり、坂の名はそ
のために付いた。写真右に
見えるのは、当時平屋建て
であった「永坂更科」。

平成 22年
現在は首都高が通り、坂の
上が見通せなくなったが、
今もその坂の長さは感じら
れる。写真右上に見える看
板の通り、現在は「永坂更科
本社ビル」が建っている。

①首都高速都心環状線飯倉出入口
②飯倉交差点、飯倉片町交差点
③都営バス飯倉片町バス停留所
④飯倉片町地下横断歩道
⑤外務省飯倉公館
⑥麻布消防署飯倉出張所

⑦港区飯倉いきいきプラザ
⑧港区立飯倉保育園
⑨港区飯倉学童クラブ
⑩港区立飯倉公園
⑪野田岩麻布飯倉本店
⑫キャンティ飯倉片町本店

<表>“飯倉”を冠する建物・施設の一例

飯
倉
・
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坂
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布未
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〜
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り
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町
名
〜

平成21 年



　このようにそうそうたる人々が屋敷を構える鳥居坂の地に足を踏
み入れた花子にとっては、ここはまさに別天地だったであろう。当時は
桜並木が続き、ガス灯の灯るお屋敷街に相応しい高級住宅街であっ
た。カナダ人宣教師によって創立されたミッションスクール、東洋英
和女学校は、このような優雅な景観の中にあった。
　花子が過した時代から100年以上経過しているので、これらの建物
で現存するものはない。わずかに三條公美邸跡（現在の日銀別館）の赤
レンガの塀に当時の面影をしのぶだけである。

花子が学んだ東洋英和女学校
　花子は、10歳で東洋英和女学校の予科に入学し、本科を経て20歳
で高等科を卒業するまでの10年間を、同校の寄宿舎生として過ごし
た。品川の貧しい茶葉商人の娘であった花子が、上流階級のいわゆる
良家の子女が通う東洋英和女学校に入学できたのは、学校創業者と
信仰を通して繋がりのあった父親の奔走によるものであった。但し身
分は「給費生」扱いだった。給費生とは、いわゆる奨学生で、在学中は麻
布十番にある孤児院（永坂孤女院）と日曜学校での奉仕活動が義務付
けられていた。そして、学費が免除される代わりに、学科の成績が悪け
れば即退学という境遇であった。
　寄宿舎では、ブラックモア校長による英語の礼拝から1日が始まり、
授業では英語学、聖書学はもちろん、音楽、洋裁、料理、体育などの授業
があり、午後は英語で行われた。また話し方から食事のマナー、掃除や
ベッドメーキングまでカナダ人婦人
宣教師に厳しく仕込まれた。『予科、本
科を通じてミスブラックモアが英語
会話も文法も専任教師であった。英語
会話においての彼女のきびしさは今
思い出しても身が引きしまるようであ
る』※２と、花子が述べている。マナー
にも厳しい先生方は、生徒たちがミス
を犯すと、容赦なく『Go to Bed』を発
し、反省を促していたようである。
　このような環境に最初は戸惑った
花子であったが、持ち前の向学心から
英語の勉強に没頭、書籍室にある英米
の古典文学のほとんどを読破、友人た
ちから「英語のお花さん」と呼ばれ、高
等科の卒業式には生徒を代表して「日
本女性の過去・現在・未来」と題した英
語の卒業論文を読み上げるまでに成
長していく。

明治末期の麻布鳥居坂界隈
　『いまそのへんを六本木と総称しているらしいが、わたしが学窓時
代を過した明治末期から大正にかけて̶つい最近まで̶鳥居坂と呼
ばれていたところがあった。（中略）
　まだ華族というものがあった頃だから、三条公（※A）の邸だの、韓国
皇太子の育てられている邸だのが連なっていた』※１
　こう花子が記すように、舞台は麻布鳥居坂である。六本木の交差点
から、外苑東通りを東京タワー方向に進み、ロアビルの先を右折する。
そこから約500m、国際文化会館の先の急な坂を下って麻布十番方面
に至るまでの道の両側だ。     
　当時は道の東側が東鳥居坂町、西が鳥居坂町と呼ばれていた。花子
が東洋英和女学校に入学した明治36年（1903）当時の麻布鳥居坂辺
りは、江戸時代は大名や大身の旗本の屋敷が居並ぶ一帯であった。明
治以降、宮家、華族、財閥当主などの屋敷が次々と建てられていった。
　具体的には、久

く

邇
にの

宮
みや

家
け

、三
さんじょう

條公
きん

美
よし

邸、實
さね

吉
よし

安
やす

純
ずみ

邸、明治維新の立役者
である大鳥圭介邸、韓国皇太子が暮らす李王家などである。　　
　久邇宮家の長女は、昭和天皇皇后、香

こうじゅん

淳皇后（1903～ 2000）であ
る。明治の頃は広尾の、現在聖心女子大学である場所にも久邇宮家の
屋敷があった。香淳皇后は麻布で生まれたと記録されていて、鳥居坂
の屋敷か、昔は麻布であった広尾の屋敷なのかは不明である。三條公
美（1875～1914）は公爵で、39歳の若さで亡くなっている。父親の
三
さんじょう

條実
さね

美
とみ

（1837～1891）は、明治政府初期、明治4～18年（1871～
1885）、太政官制の元、最後の太

だじょう

政大
だい

臣
じん

（現在の内閣制度が発足するま
での総理大臣に当たる）を務めた人物である。實吉安純（1848 ～
1932）は、海軍軍医学校校長を務めた医学者であり、政治家でもあっ
た。奇しくも、目と鼻の先には、東京慈恵会医科大学の創設者である高

たか

木
ぎ

兼
かね

寛
ひろ

男爵（1849～1920）の屋敷（現シンガポール大使館）があった。
当時、海軍に多かった脚気を根絶するために、高木氏と共に精米され
た白飯から麦飯に変えることで、脚気の患者をなくすことに尽力した
人物である。東京慈恵会医科大学の前身、東京慈恵会医院専門学校の
校長も務めた。大鳥圭介（1833～1911）は函館戦争に榎

えの

本
もと

武
たけ

揚
あき

（1836
～1908）らと共に参戦、明治２年（1869）降伏後、投獄される。明治５年
（1872）特赦で出獄後は、技術官僚として活躍し、ダム技術、造船、紡績
などの幅広い事業の発展に貢献した男爵である。また、花子が『韓国皇
太子の育てられている邸』と記している屋敷には、李

り

 垠
ぎん

（1897 ～
1970）皇太子が暮らす李 王

おう

世
せい

子
し

邸（王世子とは、王族の後継者を指
す）。明治43年（1910）日韓併合により、李王家は日本の皇族としての
扱いを受けた。皇太子は日本に招かれ学習院で学び陸軍中央幼年学
校、陸軍士官学校を経て、陸軍中将となった。第二次世界大戦敗戦後、
韓国への帰国を望んだが、昭和38年（1963）日韓国交正常化交渉が成
立するまで、日本に留まざるを得なかった。

（文・寄稿／清澤暢人　編集／高柳由紀子）

「
赤
毛
の
ア
ン
」の
翻
訳
者
、村
岡
花
子
が
暮
ら
し
た
麻
布
鳥
居
坂
―
前
編

資料提供・協力／東洋英和女学院史料室
参考文献／
※１　 (1968年刊村岡花子著『麻布鳥居坂』よ

り)
※２　 (1959年刊『この先生たち』松田ふみ子

編　角川書店より)』

※A 　 明治時代の地図には「三條」と記されて
いるが、村岡花子の原稿は「三条」と記
されているため、原文どおりの「三条」
とした。

資料提供／麻布未来写真館（平成22年作成のため、現在の建物状況とは異なっています）

2014年上半期のNHKの連続テレビ小説「花子とアン」は、「赤
毛のアン」の日本語翻訳者である村岡花子（明治26年（1893）
～昭和43年（1968））の半生を描いた「アンのゆりかごー村岡
花子の生涯ー」(村岡恵理著　新潮社)を原案としている。村
岡花子（安中はな）は、麻布鳥居坂の東洋英和女学校（現東洋
英和女学院）で、明治36年（1903）から大正2年（1913）まで過
ごした。花子が麻布で過ごした10年間の軌跡、腹心の友、白
蓮との出会い、童謡「赤い靴」のモデルとなった佐野きみと
の不思議な巡り合わせを2回にわたって辿ってみる。

村岡花子　旧姓安
あん

中
なか

はな
（明治26年（1893）6月21日 - 昭和43年（1968）10月25日）

18歳頃の安中はな。
すでに翻訳の手伝いを始めていた。

 I.S.ブラックモア校長
第7代（1896～1900）、第10代（1901
～1912）校長を務め、15年にわた
り教育に携わった。厳しくもあり、
愛情に満ちあふれていたカナダ人
の校長先生。花子は多大なる影響
を受けた。

花子が過ごした時代の校舎
木造4階建て、建坪650坪（付属建物を含む）の堂々たる建物である。西洋の先生方の
住居とつながっており、1階は、教室、食堂、校長室、教員室など、2階と3階が生徒た
ちの宿舎、4階が祈祷室となっていた。花子は2階の一室で生徒達数人と住んでいた。
当時全校生徒数は約200人、寄宿舎生と通学生の割合はほぼ半々であったという。



　麻布地区総合支所では、現行の港区基本計画・麻布地区版計
画書（以下、「麻布地区版計画書」という。）が平成26年度で終
了することから新たな麻布地区版計画書（平成27年度～平成
32年度）の策定を進めています。
　麻布地区版計画書（素案）を平成26年10月下旬にとりまと
め、公募等により参加いただいた区
民参画組織への説明、区民説明会、
意見募集を行いました。
　素案に対する意見や修正要望を
踏まえた修正を行い、平成27年1月
末（予定）に新たな麻布地区版計画
書を決定します。

●麻布地区版計画書とは
麻布地区の特性を生かしながら、地域の課題を地域で解決し、
地域の魅力をより一層高めるために、麻布地区が独自に取り
組む3か年の地域事業を中心に立案した計画書です。

　区では、災害時や緊
急時における区の情報
をホームページの他、
Twitter・Facebook で
配信しています。平成
26年9月から、英語・中
国語・ハングルでも配
信を開始しました。ぜ
ひ、ご活用ください。

お問合せ／区長室広報係　電話／03-3578-2037

港区基本計画・麻布地区版計画書【平成27年度～平成32年度】（素案）がまとまりました

Twitter・Facebookを活用し、災害・緊急情報を
日本語・中国語・ハングルで配信しています

東京税理士会麻布支部からのお知らせ

都税事務所からのお知らせ

税理士による「税の無料相談会」を下記の日程で開催いたします。    
   
●「相続税の無料相談会」    
　日付　 平成27年1月14日（水）   
　時間　 10：00 ～ 15：00    
　会場　 三井住友銀行　青山支店   
       
●「税理士記念日による税の無料相談会」  
　日付　 平成27年2月23日（月）　   
　時間　 10：00 ～ 16：00    
　会場　 三井住友銀行　青山支店

お問合せ／東京税理士会麻布支部事務局　電話／03-3404-2886
担当者／税務支援対策部長　瀬戸一弘 

　1月5日（月）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｡詳細は、Ｈ
Ｐまたは下記問合先へ

お問合せ／＜課税＞所管都税事務所の固定資産税係及び支所・支庁
　　　　　＜納税＞所管都税事務所の徴収管理係及び支所・支庁
　　　　　　　　   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口座振替係　03-3963-2177

　都税事務所・都税支所・支庁、都税総合事務センター・自動車税事務所での
都税の申告・納税・証明等の事務の取扱いは、年末は12月26日㈮まで、年始は
1月5日（月）からとなります。
　12月27日（土）から1月4日（日）までの間に申告書・申請書を提出する場合
は、都税事務所・都税支所などに設置している「申告書等受箱」をご利用くだ
さい。

お問合せ／所管する各都税事務所　港都税事務所　03-5549-3800（代表）

①

日　時
日時：平成27年１月27日（火）
午後1時30分～3時

テーマ 「寝かしつけ」

申込み 平成27年1月5日（月）から1月16日（金）電話申し込み

②

日　時
平成27年3月24日（火）
午後1時30分～ 3時

テーマ 「最近気になること」

申込み 平成27年3月2日（月）から3月13日（金）電話申し込み

①
②
共
通

場　所 麻布区民センター

募集人数
10組（先着順）
＊保育対象は4ヶ月児から3歳児未満まで

講　師
元ＮＨＫラジオ「子どもの心相談」アドバイザー
内田　良子先生

費　用 無料　

アカウント一覧 発信内容

●Twitter
東京都港区

（災害・緊急対策関連情報）
@minato_city

災害時や緊急時における区の情報を
投稿します。リツイートする場合は、
公式リツイートのみ行ってください。
なお、原則として返信は行いません。

●Facebook
東京都港区

（災害・緊急対策関連情報）
city.minato 

 Twitterと同じ情報を投稿します。

子育て座談会 ～みんなの子育てはどう？～

　育児で気になることについて、参加者と講
師（心理士）が気軽に話しながら、みんなで
ほっとできる座談会です。

　対　象　 麻布地区在住の区民で、3歳未満
のお子様の保護者

●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）

●年末年始における窓口業務のご案内

お問合せ／麻布地区総合支所区民課保健福祉係保健師
住所／港区六本木5-16-45
電話／03-5114-8822

　意見等の聴取方法 

平成26年10月28日、11月6日 区民参画組織
「麻布を語る会 麻布地区版基本計画策定分科会」へ説明

平成26年11月11日～12月12日 意見募集（港区ホームページ、広報みなと（特集号）、麻布地区総合
支所をはじめとする一部区有施設）

平成26年11月16日、11月19日 区民説明会（麻布地区）
ありすいきいきプラザ、麻布地区総合支所

　六本木安全安心プロジェクト
　防災ネットワーク構築事業
★みんなでエコっとプロジェクト
　麻布未来写真館
　麻布国際ふれあい事業
　麻布フェスタ

★麻布で“地域のちから”活性化事業
★ 麻布と山形県舟形町との交流コミュニティ形成
　地域サロン（ちょこっと立ち寄りカフェ）
　おもちゃライブラリー
　あざぶ達人倶楽部

麻布地区独自地域事業

※「麻布と山形県舟形町との交流コミュニティ形成」は事業名を変更します　
※★印は新規地域事業

お問合せ／麻布地区総合支所協働推進課地区政策担当　電話／03-5114-8812



ご住所・氏名・職業（学校名）・電話番号・ご意見・ご要望（日本
語又は英語、字数・様式自由）を書いて、直接又は郵送・
ファックスで、〒106-8515 港区六本木5-16-45 麻布地
区総合支所 恊働推進課へ。
●電　話／03-5114-8802  ●FAX／03-3583-3782

編集委員を
募集して
います

地域情報紙
「ザ・AZABU」は
ホームページからも
ご覧になれます。
「ザ・AZABU」は英語版も発行しています。

六本木1丁目、六本木、広尾、麻布十番の各
地下鉄の駅、ちぃばす車内、みなと図書館、
麻布図書館、南麻布・ありす・麻布・西麻布・ 
飯倉の各いきいきプラザ、麻布区民センター、
麻布地区総合支所等

最近私の中で「麻布」についてのイメージに追加されたものが
あります。それは「歴史」です。それもかなり昔まで遡ることがで
きるところに今更ながら驚いております。「麻布＝歴史」ってい
うのはどうも結びつきにくい、と思われる方は是非調べてみて
ください。「麻布」の奥ゆかしい一面が垣間見えると思います！

（田中康寛）

Chief 田中亜紀
Sub Chief 高柳由紀子
Staff 出石供子 田中康寛

大澤佳枝 寺尾周祐
大村公美子 満木葉子
小倉里枝子 森　明
折戸桂子 山下良蔵
芝﨑義則 渡辺久剛

Junior Staff 礒邉実桜 佐々木淳

ザ・AZABUへの
ご意見・ご要望を
お寄せくだサイ

を

港 麻 地 総 支 だ り区 布 区 合 所 よ

「六本木安全安心憲章」の取組に関するご案内

　平成25年7月23日に、六本木地区安全安心まちづくり推
進会議において「六本木安全安心憲章」（以下、「憲章」とい
う。）が制定されました。この憲章は、六本木のまちの安全・安
心に向けた“シンボル”となる六本木地区の独自ルールで、
六本木が目指すまちの姿を宣言するとともに、六本木のま
ちですべての人が守るべきまちのルールを示しています。

●憲章の内容は、港区公式ホームページからご参照いただけるほか、
麻布地区総合支所協働推進課窓口でも全文を配布しています。

「六本木安全安心憲章」に賛同していただける店舗・事業所等を随時募集中！！
　区では、憲章を周知する取組の一環として、港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等認証制度を実施し、
憲章に賛同していただける店舗・事業所等を以下のとおり募集しています。
●募集概要
　対象　 六本木地区（六本木3～ 7丁目及び赤坂9丁目七番）に主として立地または活動する店舗・事業所等。
　申込　　STEP １　憲章の趣旨、内容等を港区公式ホームページなどで確認。
　　　　　STEP ２　賛同書を麻布地区総合支所協働推進課窓口又は港区公式ホームページから入手。
　　　　　STEP ３　 賛同書に必要事項を記入し、麻布地区総合支所協働推進課へ持参又は郵送により提出。

※「賛同事業所等」には、区から「認証」を受けるための認証申請書を一斉に送付し
ます。認証申請書提出後、審査を経て、区から「認証」されると、認証状と認証ステッ
カーを交付するとともに、名称と活動内容等を港区公式ホームページや地域情報
紙等により情報発信します。なお、今年度の認証申請の受付は終了しています。

●MOTOWN HOUSE
●My Scotch（マイ スコッチ）
●NEW 88 STREET BAR
●NINE
●noble
●ODEON TOKYO
●OPP（オプ）
●Paraiso
●PASTICCERIA ISOO
●PRIVATE DINING TOMORU（点）
●RESTAURANT RICK
●SERENDIPITY BAR
●SCORES
●SILIN火龍園
●Studio  R
●TABIYA
●TOUCH
●TUTAYA  TOKYO  ROPPONGI
●ULTRA CLUB
●USHIO
●VAWSON  六本木ヒルズ手店
●VERTIGO
●VIVIENNETAM六本木ヒルズ店
●（有）VVF企画（寄席坂）
　オー・ラパン・アジル
　Wine Bar & 六本木ワイン倶楽部
●WACOAL DIA
●WHAT'S UP？
●Wind
●WIND （株）三峰
●YAKITORI 燃 本店
●ZERO BAR
【以下、五十音順】
●（株）アーバンホームズ
●アウト スクウェア
●青木ビル
●（株）麻布青野総本舗
●（株）麻布宣伝計画
●麻布　久徳
●アドベンチャー
●アトリエニキティキ
●アフリカン ホーム タッチ
●（株）天城
●株式会社　アンリプリマジャパン
●居酒屋 竹やん
●居酒屋革命 酔っ手羽 六本木店
●居酒屋玉ちゃん
●出雲大社東京分祠
●板前牛肉店 Wa－Gyu
●イタリア食堂 伊菜
●一陣
●イデーショップ／イデーカフェパルク
●イリナインターティンメント（株）
●いろいろ
●インド料理 Laila
●ヴィジョナリワークス 
　東京ミッドタウン店

●（株）魚洋水産
●碧海
●（株）エグゼクティブプロテクション
●エスカーダ・エスカーダジャパン
●エッグセレント
●エマクラブ六本木
●エリコ クラブ
●エル カフェ ラティーノ
●エル・アミーゴ
●オービカモッツァレラバー
　六本木ヒルズ店
●王帝商事（株）
●吾照里
●（株）小田切ビル
●おつな寿司
●オデットエオディール　六本木ヒルズ店
●男の手料理 ぶりきや
●オフィス六・7
●可可屋
●カゼ
●割烹 一献
●割烹 小田島
●カフェ カンタンテ
●カラオケ フィーバー
●カラオケCITY アンサーンブル
●カラオケダイニング セコンド
●カラオケぷれいすBeツー
●からこま
●祇園亭（ギオンテイ）
●餃包 六本木店
●巨牛荘 六本木店
●ギリシャレストラン スピローズ
●銀座 六覺燈 麻布十番店
●串かつ男・男おでん
●クラブポッシュ
●グランドハイアット　東京
●クリストフル　六本木ヒルズ店
●クロリス
●薫風
●医療法人社団ケアリージェンシー
　六本木ヒルズクリニック
●（有）ケイアンドティ・イワタ 
　六本木串焼きがんちゃん
●けやき坂薬局
●（株）源氏商会
●幸楽苑 六本木店
●珈琲 たちばな
●株式会社　胡蝶
●古美術 西田
●子安薬局
●サード バー
●ザ・サード
●菜鮮酒館「春夏秋冬」デ・ル・デビュー
●薩摩おごじょ
●サルヴァトーレ　フェラガモ　
　フェラガモ・ジャパン（株）
●さわやか信用金庫六本木支店

●（株）三水商事
●ジェラテリア ピッコ 六本木店
●ジェロニモ ショットバー
●シックス トウキョウ
●（有）下條ビル
●シャーマニュファクチャーズ 〔オーツカ〕
●（株）ジャスティス・サポート
●シャポー　マルゴ
●（株）住宅・都市問題研究所
●ジュエリーボックスプーロタンゴ
●ジュエルチェンジズ　六本木ヒルズ店
●旬菜魚 藍
●（株）ジョーカー、DOGS CARE JOKER
●（株）志る角（しるかく）
●（株）ジンダイ 港営業所
●シンテイ警備（株）　田町事務所
●ズー東京
●石頭楼
●石頭楼アネックス
●すし 服部
●鮨一
●鮨 鯛良 六本木店
●鮨 ひとは
●鈴波 東京ミッドタウン店
●スターバックスコーヒー
　六本木ヒルズウエストウォーク店
●スターバックスコーヒー
　六本木ヒルズウエストウォークラウンジ店
●スターバックスコーヒー
　六本木ヒルズメトロハットハリウッドプラザ店
●スナック昭和歌謡
●スピック＆スパンノーブル
　六本木ヒルズ店　（株）クレームワークス
●誠志堂たばこ店
●（株）誠志堂ワールド
●戈六（ぜいろく）
●セタルモ
●セブンイレブン　セントラム六本木店
●セブンイレブン　東京ミッドタウン店
●セブンイレブン　六本木3丁目店
●セブンイレブン　六本木5丁目店
●セブンイレブン　六本木７丁目店
●セブンイレブン　六本木ティーキューブ店
●セルベッサ
●千成らーめん 六本木店
●綜合システム企画（株）
●ソウルソニックブギー
●（株）拓新 拓新不動産
●たくみ
●株式会社　立原商店
●（有）たにぐち
●タリーズコーヒー六本木ヒルズ
●（株）ダンスオプション六本木
●たんや又兵衛 本店
●たんや又兵衛 支店
●チャーリーズ・クラブ
　（（株）ヒーローズ・ミュージック）

●つけめんTETSU　六本木ヒルズ店
●ティファニー　六本木ヒルズ店
●デザインワークス　ドゥ .コート
　六本木ヒルズ店
●鉄板焼 オータニ
●てまり
●天ぷら 福島
●でん六
●東京ポンパドウル 六本木店
●東京ミッドタウンマネジメント（株）
●東湖（株）
●東洋英和女学院
●栃の木
●トニーローマ 六本木店
●土風炉 六本木店
●トモズ　六本木ヒルズ店
●とも庵
●鳥貴族 六本木東店
●鶏三和
●ナイトスポット門
●夏茶屋
●菜の鳥
●日本料理 龍吟
●（一財）日本開発構想研究所
●日本料理 菱沼
●乃木坂 卯の刻
●（有）野沢電気商会
●パーム
●バウハウス
●萩原商事（株）
●パティスリーサダハルアオキパリ 
　東京ミッドタウン店
●はな
●ハリウッド株式会社
●ハリウッド　メイスガーデンスパ
●菱屋カレンブロッソ
●美人茶屋
●ビゼ六本木
●美ノ間
●ひろ庵
●ファーストキッチン 六本木店
●ファミリーマート 六本木七丁目
●（有）フィッシュオン
●ブーケ ド フランス
●フォトショップ銀嶺
●福島KDYビル
●ふた川
●ブラッセリーカフェ　ユイット
●（有）フランセ洋装店
●フランツィスカーナー
　バーアンドグリル
●ボーネルンド　六本木ヒルズ店
●株式会社　ほうらいやビル
●北斗歯科医院
●（有）星商事
●ポピンズアクティブラーニングスクール
●ポンテヴェチオ

●マーガレット
●マイバー東京
●株式会社　誠
●マサトパリ　六本木ヒルズ店
●増田屋
●まどまど
●マンションミカコ（株）
●みずほ銀行 六本木店
●（株）三井住友銀行 六本木支店
●三井不動産（株）
●（株）三菱東京UFJ銀行 六本木支店
●みほり
●ミュゼルヴァ六本木
●モティ
●森ビル（株）
●（有）簗場ビル管理
●（有）ユア六本木
●ヨカヨカ　カフェ
●ヨルワコレカラ
●ライバック
●らうんじ・ぷりーず
●（株）ラクラス　ドゥーズイエムクラス
　六本木ヒルズ店
●ラビアンローズ
●ラフィネ 東京ミッドタウン店
●ラミーズ六本木
●リュネット・ゴジラ ミヤコヤ 六本木店
●（株）良品計画 無印良品 東京ミッドタウン
●リンコス　ヒルズ店
●レイクムーン（有）シリウス
●レストラン Be
●レストラン メイク
●レストラン リューズ
●ローゼ
●ろくまる 六本木店
●ロッソ
●六本木駅前郵便局
●六本木 小川
●六本木共同ビル（株）
●六本木 串とろ
●六本木 ケントス
●六本木てんぷら味覚
●六本木とんちゃん
●六本木なぶら
●六本木 南蛮亭
●六本木萩原ビル
●六本木 左馬
●六本木ヒルズ　フレーバードレッサー
●六本木ヒルズ郵便局
●六本木麻衣
●六本木マイアミビル
●六本木 海里
●六本木ゆうえんち
●（株）六本木ラピスラズリ
●ワイス・ワイストゥールス
●ワイン＆バービーノワール
●わくわく企画 わくわく座

【アラビア数字、アルファベット順】
●395 SPICE TOKYO
●45R
●55ステーション　六本木ヒルズ
●AGAVE
●Ant'n Bee
●AUX SIX Arbres （オーシザーブル）
●AYANO'S BAR
●BACKDOOR
●BAR BLU
●BAR Keys
●Bar Maria with Nail
●BAR Senza Cravatta
●bar ZUKKO
●Bar・（バー）
●Book Express 六本木ヒルズ店
●(株)barbarossa
●CAFE'N'BAR  KINGDSTONE
●CAIPIRIUHA BAR
●CARESE 東京ミッドタウン店
●Chowder's SOUP＆DELI
●Cortile roppongi studio 
　コルティーレ六本木スタジオ
●D
●Dear．．．
●DEMODE六本木
　（際コーポレーション（株））
●DIVA
●DIYA（ディヤ）
●Dolce
●ｅ．ａ．gran
●ENVY（エンビー）
●ESPRIT LOUNGE
●FETTi 六本木
●Fillmore east フィルモア・イースト
●GL
●Good Times
●Grill Dmi Kosugi 
　アトラスアンドカンパニー（株）
●grüßen（グリューセン）
●HIROFU  六本木ヒルズ店
●Hiro's Bar
●HOLE SHOT
●i Darts Tokyo
●ISSA 六本木ヒルズ
●james monroe
●JAZZ LIVE＆BAR SOFTWIND
●JSR六本木倶楽部
●KAMABOKO
●KCO forte
●KeY
●LEGO click brick  六本木ヒルズ店
●La Chandelle
●leckermaul（アッシュオールカフェ）
●Lefty（レフティー）
●MANGO（マンゴー）
●Mint Leaf Mojito Bar

　●賛同事業所等一覧（平成26年12月1日現在、321事業所等）

▼港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所等認証制度において、六本木安全安心憲章に賛同いただいた店舗・事業所等はこちらです。

憲章に賛同した店舗・事業所等である「賛同事業所等」として、
店舗、事業所等の名称が港区公式ホームページや地域情報紙等
に掲載されます！

「六本木安全安心憲章」に
ついては、こちらから
港区公式ホームページ
http://www.citu.minato.tokyo.jp/

六本木安全安心憲章 検索 お問合せ／麻布地区総合支所協働推進課協働推進係　電話／03-5114-8802


