
親子ワークショップ ①

平成 23年 1月 15日（土）・29（土）：「麻布未来写真館」親子ワークショップ

「麻布未来写真館」親子ワークショップ

「麻布未来写真館」とは、麻布地区への愛着を深め、まちの変化を写真等によって保存していくことを目的に
麻布地区総合支所が実施する事業です。麻布未来写真館の趣旨でもある、「麻布に暮らす、より多くの人々に身
近な「まち」の魅力を知ってもらい、地区への愛着を深める」ことを目的として、今回、地元企業である富士フ
イルム株式会社の協力のもと、「親子ワークショップ」を開催いたしました。

「親子による、世代を超えた昔と今の記憶の共有」  ・  「未来に向けて記録をつづる楽しみ」

写真を撮影するプロセスには、被写体を記録するだけではなく、撮影者の記憶とともに記録し、カタチとして
つづる楽しみも含まれています。今回のワークショップを通じて、親子がふれ合いながら麻布のまちを歩き、昔
と今の時間を共有するとともに、未来へ残すアルバムとして「つづっていく」ことを体験していただけたと思い
ます。



麻布の祭り

【麻布未来写真館】 

平成 24年（2012年）：日赤通り祭り

平成 24年（2012年）：ドイツフェスティバル

平成 24年（2012年）：霞町祭り

平成 24年（2012年）：かかし祭り
平成 24年（2012年）：酉の市（麻布十番）

昭和の記憶――古いアルバムから麻布のお祭りの写真をまとめました。



麻布　桜花

平成25年（2013年）：麻布台一丁目付近

平成25年（2013年）：西麻布一丁目付近(都立青山公園)

平成25年（2013年）：六本木六丁目付近

平成25年（2013年）：六本木五丁目付近 平成25年（2013年）：麻布台一丁目付近（雁木坂）平成25年（2013年）：麻布十番二丁目付近（暗闇坂下）

平成25年（2013年）：六本木六丁目付近（さくら坂）

平成25年（2013年）：有栖川宮記念公園 平成25年（2013年）：六本木六丁目付近（毛利庭園）

平成25年（2013年）：西麻布三丁目付近 平成25年（2013年）：六本木七丁目付近

【麻布未来写真館】 



麻布・桜スポット（街角のさくら）

平成26年（2014年）：六本木一丁目付近

平成26年（2014年）：東麻布三丁目付近 平成25年（2013年）：東麻布三丁目付近

平成25年（2013年）：六本木5丁目付近

平成26年（2014年）：元麻布一丁目付近

平成26年（2014年）：六本木七丁目付近 平成26年（2014年）：西麻布三丁目付近

平成26年（2014年）：西麻布四丁目付近
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【麻布未来写真館】 



麻布　秋の色

平成25年（2013年）：有栖川宮記念公園

平成25年（2013年）：有栖川宮記念公園

平成25年（2013年）：六本木五丁目付近、六本木三丁目付近

平成25年（2013年）：六本木一丁目付近、　有栖川宮記念公園 平成25年（2013年）：南麻布五丁目付近（都立中央図書館）、　六本木二丁目付近

平成25年（2013年）：六本木六丁目付近平成25年（2013年）：有栖川宮記念公園

平成25年（2013年）：有栖川宮記念公園

平成25年（2013年）：六本木六丁目付近

平成25年（2013年）：元麻布一丁目付近(善福寺)

【麻布未来写真館】 



麻布・紅葉スポット（有栖川の紅葉）

平成26年（2014年）：有栖川宮記念公園 平成26年（2014年）：都立中央図書館

平成26年（2014年）：有栖川宮記念公園

平成26年（2014年）：有栖川宮記念公園 平成26年（2014年）：有栖川宮記念公園

平成26年（2014年）：有栖川宮記念公園

平成26年（2014年）：麻布子ども中高生プラザ等複合施設

平成26年（2014年）：有栖川宮記念公園

【麻布未来写真館】 



今に残るまち並み、変わりゆくまち並み

平成26年（2014年）：麻布台三丁目付近

平成26年（2014年）：麻布永坂町付近

平成26年（2014年）：麻布台三丁目、植木坂付近

平成26年（2014年）：麻布台三丁目、鼬坂付近

平成26年（2014年）：麻布台三丁目、鼬坂付近

平成26年（2014年）：麻布台三丁目、植木坂付近

平成26年（2014年）：麻布永坂町付近

平成26年（2014年）：麻布台三丁目、植木坂付近

平成26年（2014年）：麻布永坂町付近

平成26年（2014年）：麻布台三丁目付近 平成26年（2014年）：麻布台三丁目付近

麻布台三丁目付近
↓
麻布台三丁目付近麻布台三丁目付近
↓

↑
植木坂植木坂
↑
植木坂

←鼬坂←鼬坂

麻布永坂町付近→麻布永坂町付近→麻布永坂町付近→

【麻布未来写真館】 



六本木交差点

平成26年（2014年）4月：六本木交差点

平成26年（2014年）3月：六本木交差点

平成26年（2014年）8月：六本木交差点 平成26年（2014年）9月：六本木交差点

平成26年（2014年）10月：六本木交差点

平成26年（2014年）7月：朝日神社

平成26年（2014年）10月：六本木交差点

平成26年（2014年）7月：朝日神社

平成26年（2014年）5月

平成26年（2014年）4月

平成26年（2014年）10月

平成26年（2014年）3月平成26年（2014年）3月

平成26年（2014年）7月平成26年（2014年）10月

【麻布未来写真館】 



麻布十番付近

平成26年（2014年）７月：パティオ十番

平成26年（2014年）１月：一の橋交差点 平成26年（2014年）２月：一の橋交差点

平成26年（2014年）９月：麻布十番の秋祭り

平成26年（2014年）９月：麻布十番の秋祭り 平成26年（2014年）８月：麻布十番納涼まつり（パティオ十番）

平成26年（2014年）２月：麻布十番駅付近

平成26年（2014年）２月：パティオ十番

平成26年（2014年）10月：一の橋交差点

【麻布未来写真館】 



麻布の散歩道

平成26年（2014年）：六本木交差点付近

平成26年（2014年）：六本木一丁目付近 平成26年（2014年）：六本木交差点付近

平成26年（2014年）：六本木一丁目付近 平成27年（2015年）：櫻田神社（西麻布三丁目）

平成26年（2014年）：道源寺坂（六本木一丁目）

平成26年（2014年）：麻布台三丁目付近

平成26年（2014年）：六本木交差点付近

平成26年（2014年）：スペイン坂（六本木一丁目）

平成26年（2014年）：麻布永坂町付近

平成26年（2014年）：六本木交差点付近

平成26年（2014年）：市三坂（六本木三丁目）

平成27年（2015年）：麻布地区総合支所前（六本木五丁目）

平成26年（2014年）：スペイン坂（六本木一丁目）

平成26年（2014年）：落合坂（麻布台一丁目）

【麻布未来写真館】 



麻布で見つけた

まつげの雪だるま

ウサギの雪だるま　　　　　　　　　　　　 達磨の雪だるま

宮村池の黒メダカ 絶江坂横のけものみち

有栖川宮記念公園のアオダイショウ

有栖川宮記念公園の甲虫がたかる木

お寺のかわいい雪だるま （左）徳正寺 （右）大法寺

麻布の電線にハクビシン

麻布の蝶

とんがり帽子の雪だるま

空き缶入れの雪の顔

被災地から来て大切にされている犬

麻布のガマガエル

外来種のカメがのんびり

【麻布未来写真館】 

このパネルに掲載されている写真について／撮影：平成23年（2011年）～平成26年（2014年）



麻布　昼と夜

このパネルに掲載されている写真について／撮影：平成26年（2014年）

六本木七丁目付近　第１回六本木ハロウィンパレード

六本木五丁目付近　ハロウィンの夜

麻布十番駅付近

麻布十番商店街

六本木ヒルズから東京タワーを望む

六本木ヒルズから東京タワーを望む

けやき坂

六本木五丁目　ロアビル前

六本木七丁目付近　第１回六本木ハロウィンパレード

六本木五丁目付近　ハロウィンの夜

けやき坂

六本木交差点付近

【麻布未来写真館】 



最近の麻布

このパネルに掲載されている写真について／撮影：平成26年（2014年）

西麻布いきいきプラザ等複合施設

麻布保育園 麻布保育園

麻布子ども中高生プラザ等複合施設 旧三河台中学校発掘現場

六本木安全安心憲章 旧三河台中学校発掘現場

東京六大学野球優勝パレード（西麻布）

麻布保育園 麻布図書館

麻布図書館

旧三河台中学校発掘現場

旧三河台中学校発掘現場
（麻布警察署移転予定地）
旧三河台中学校発掘現場
（麻布警察署移転予定地）
旧三河台中学校発掘現場
（麻布警察署移転予定地）

麻布保育園
（平成26年11月開設・移転）
麻布保育園
（平成26年11月開設・移転）
麻布保育園
（平成26年11月開設・移転）

麻布図書館
（平成26年7月リニューアルオープン）
麻布図書館
（平成26年7月リニューアルオープン）
麻布図書館
（平成26年7月リニューアルオープン）

麻布子ども中高生プラザ等複合施設
（平成26年9月開設）
麻布子ども中高生プラザ等複合施設
（平成26年9月開設）
麻布子ども中高生プラザ等複合施設
（平成26年9月開設）

西麻布いきいきプラザ等複合施設
（平成26年11月開設）
西麻布いきいきプラザ等複合施設
（平成26年11月開設）
西麻布いきいきプラザ等複合施設
（平成26年11月開設）

【麻布未来写真館】 



最近の麻布（けやき坂・六本木ヒルズ周辺）

麻布地区の音は、パイオニア株式会社のご協力により、Pioneer Sound Lab.に投稿、セレクトされた音風景からお届けしています。
Pioneer Sound Lab. (Pioneer Global Sounds)：音を聴いて、感じて、表現するサウンドエンタテインメントスペース、それが"Sound Lab."です。
あなたも"Sound Lab."を通じて、音が持つその味わい深さを感じてみませんか？
■Pioneer sound lab. http://pioneer.jp/corp/crdl_design/soundlab/　■Pioneer sound lab Facebook. https://www.facebook.com/pioneer.soundlab/
■Global Sounds iPhoneアプリ. http://pioneer.jp/product/soft/iapp_globalsounds/jp.html

Check out the sound "ケヤキ坂イルミネーション" in Pioneer Global Sounds 

http://pioneer.jp/soundlab/globalsounds/?d=4326

Check out the sound "六本木ヒルズのお正月" in Pioneer Global Sounds 

http://pioneer.jp/soundlab/globalsounds/?d=4860

Check out the sound "RH Waterfalls" in Pioneer Global Sounds 

http://pioneer.jp/soundlab/globalsounds/?d=4338

このパネルに掲載されている写真について／写真撮影：平成27年（2015年）

5月：けやき坂

12月：けやき坂

12月：けやき坂

12月：六本木ヒルズ

10月：けやき坂

６月：六本木ヒルズ

5月：けやき坂

３月：さくら坂

６月：けやき坂

３月：六本木ヒルズ　

【麻布未来写真館】 



最近の麻布（麻布十番）

Check out the sound "麻布十番の夏の音" in Pioneer Global Sounds 
http://pioneer.jp/soundlab/globalsounds/?d=4682

Check out the sound "英語と日本語でガマの油売り" in Pioneer Global Sounds 
http://pioneer.jp/soundlab/globalsounds/?d=4681

Check out the sound "DJ polis @ Azabu" in Pioneer Global Sounds 
http://pioneer.jp/soundlab/globalsounds/?d=3719

麻布地区の音は、パイオニア株式会社のご協力により、Pioneer Sound Lab.に投稿、セレクトされた音風景からお届けしています。
Pioneer Sound Lab. (Pioneer Global Sounds)：音を聴いて、感じて、表現するサウンドエンタテインメントスペース、それが"Sound Lab."です。
あなたも"Sound Lab."を通じて、音が持つその味わい深さを感じてみませんか？
■Pioneer sound lab. http://pioneer.jp/corp/crdl_design/soundlab/　■Pioneer sound lab Facebook. https://www.facebook.com/pioneer.soundlab/
■Global Sounds iPhoneアプリ.http://pioneer.jp/product/soft/iapp_globalsounds/jp.html

このパネルに掲載されている写真について／写真撮影：平成27年（2015年）

平成 28年（2016 年）1月

6月：一の橋交差点（平成 27年（2015 年）3月に「麻布通り」道路案内表示板設置除幕式が開催されました）

8月：一の橋交差点 6月：麻布十番駅前バス停

８月：麻布十番納涼まつり

12月 : 麻布十番駅

12月 : 麻布十番駅前バス停

７月：一の橋交差点

12月：一の橋交差点

11月：十番稲荷神社 酉の市 ８月：麻布十番納涼まつり

【麻布未来写真館】 



麻布の音楽（南山ジャズバンド）

麻布地区の音は、パイオニア株式会社のご協力により、Pioneer Sound Lab.に投稿、セレクトされた音風景からお届けしています。
Pioneer Sound Lab. (Pioneer Global Sounds)：音を聴いて、感じて、表現するサウンドエンタテインメントスペース、それが"Sound Lab."です。
あなたも"Sound Lab."を通じて、音が持つその味わい深さを感じてみませんか？
■Pioneer sound lab. http://pioneer.jp/corp/crdl_design/soundlab/　■Pioneer sound lab Facebook. https://www.facebook.com/pioneer.soundlab/
■Global Sounds iPhoneアプリ. http://pioneer.jp/product/soft/iapp_globalsounds/jp.html

Check out the sound "大人のJAZZ祭り" in Pioneer Global Sounds 

http://pioneer.jp/soundlab/globalsounds/?d=4685

Check out the sound "AZABU de mambo ?" in Pioneer Global Sounds 

http://pioneer.jp/soundlab/globalsounds/?d=4684

Check out the sound "小学生JAZZバンドで盛り上がる" in Pioneer Global Sounds 

http://pioneer.jp/soundlab/globalsounds/?d=4683

南山ジャズバンドのポスター

第7回「スプリングコンサート」

平成27年（2015年）：南山ジャズバンド（小学生）　パティオ十番でのコンサート

平成27年（2015年）：アザバン

平成27年（2015年）：パティオ十番

平成27年（2015年）：アザバン

平成27年（2015年）：練習風景

平成27年（2015年）

平成27年（2015年）：練習風景

【麻布未来写真館】 



今年のお気に入り

Check out the sound 
"東麻布かかし祭りの太鼓" 
in Pioneer Global Sounds 
http://pioneer.jp/soundlab/globalsounds/?d=4773

Check out the sound 
"祭がだんだんとはじまりました。" 
in Pioneer Global Sounds 
http://pioneer.jp/soundlab/globalsounds/?d=4774

麻布地区の音は、パイオニア株式会社のご協力により、Pioneer Sound Lab.
に投稿、セレクトされた音風景からお届けしています。
Pioneer Sound Lab. (Pioneer Global Sounds)：音を聴いて、感じて、表現す
るサウンドエンタテインメントスペース、それが"Sound Lab."です。
あなたも"Sound Lab."を通じて、音が持つその味わい深さを感じてみませ
んか？

■Pioneer sound lab. 
　　http://pioneer.jp/corp/crdl_design/soundlab/　

■Pioneer sound lab Facebook.
　　https://www.facebook.com/pioneer.soundlab/

■Global Sounds iPhoneアプリ. 
　　http://pioneer.jp/product/soft/iapp_globalsounds/jp.html

このパネルに掲載されている写真について／写真撮影：平成27年（2015年）

麻布運動場付近 雁木坂のさくらと東京タワー毛利庭園

麻布十番商店街 麻布十番商店街

雁木坂のさくら

ウメとメジロ

さくら（青山公園）

さくら（六本木七丁目付近）

けやき坂から東京タワー

ロボット公園のさくら

かかしまつり（東麻布）

【麻布未来写真館】 
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