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はじめに
麻布未来写真館とは
　平成 21 年度から港区麻布地区総合支所では、区民や大学等と協働し、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」を開

始しました。

　麻布地区の写真という資料を保存・収集していくことにより、麻布地区に暮らす人々にとって身近な

歴史・文化資源を保全・継承し、将来に向けて活用していくこと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皆様に知っていただき、麻布地区への愛着を深めていた

だく一助となることを目指しています。

「ファインダーをとおして、未来に向けた新しい麻布を発信していきます。」

　写真には写された記録だけではなく、多くの人々にとっての体験の「記憶」をも含められた、かけが

えのない価値が備わっています。

　本活動報告に掲載された写真は、新しいものも古いものも全て、ファインダーをとおして「麻布」を

めぐる様々な人々の記憶を未来につなぐ貴重な記録です。

　麻布の未来に向け、麻布地区総合支所は、多くの方々に記録と記憶の価値を伝え、区民の皆様の地域

への共感や愛着をより一層高めてもらえるよう取り組んでまいります。

　活動を進めるにあたり、様々なかたちでご尽力をいただきました区民の皆さんや関係者の方々に、心

から御礼を申し上げます。

平成 27 年 3月　港区麻布地区総合支所協働推進課
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Ⅰ . 分科会メンバー作成パネルの紹介

←

赤坂六丁目赤坂六丁目

赤坂一丁目赤坂一丁目

赤坂九丁目赤坂九丁目

麻布狸穴町麻布狸穴町

麻布永坂町麻布永坂町

三田一丁目三田一丁目

三田二丁目三田二丁目

白金五丁目白金五丁目

三田五丁目三田五丁目

白金三丁目白金三丁目
白金一丁目白金一丁目

西麻布一丁目西麻布一丁目

西麻布二丁目西麻布二丁目

南青山一丁目南青山一丁目

虎虎

六本木二丁目六本木二丁目

六本木四丁目六本木四丁目
虎ノ門四丁目虎ノ門四丁目六本木一丁目六本木一丁目四丁目四丁目

南青山二丁目南青山二丁目

六本木七丁目六本木七丁目

六本木三丁目六本木三丁目

虎ノ門五丁目虎ノ門五丁目

麻布台一丁目麻布台一丁目

麻布台三丁目麻布台三丁目

麻布台二丁目麻布台二丁目

六本木六丁目六本木六丁目

六本木五丁目六本木五丁目

西麻布四丁目西麻布四丁目

東麻布三丁目東麻布三丁目
元麻布三丁目元麻布三丁目 東麻布二丁目東麻布二丁目 東麻布一丁目東麻布一丁目

西麻布三丁目西麻布三丁目

元麻布一丁目元麻布一丁目
元麻布二丁目元麻布二丁目

南麻布五丁目南麻布五丁目

南麻布一丁目南麻布一丁目

南麻布三丁目南麻布三丁目

南麻布四丁目南麻布四丁目

南麻布二丁目南麻布二丁目

麻布十番一丁麻布十番一丁目目

麻布十番二丁麻布十番二丁目目

麻布十番四丁麻布十番四丁目目

麻布十番三丁麻布十番三丁目目

■港区麻布地区総合支所■港区麻布地区総合支所

■東洋英和
　女学院
■東洋英和
　女学院

■フジフイルムスクエア■フジフイルムスクエア

■麻布子ども
　中高生プラザ
　

■麻布子ども
　中高生プラザ
　

新一の橋新一の橋

一の橋一の橋

二の橋二の橋

古川橋古川橋

四の橋四の橋
光林寺光林寺

天現寺橋天現寺橋

広尾橋広尾橋

西麻布西麻布
高樹町高樹町

六本木
六丁目
六本木
六丁目

六本木六本木

東京ミッドタウン前東京ミッドタウン前

東京ミッドタウン西東京ミッドタウン西

六本木
五丁目
六本木
五丁目

鳥居坂下鳥居坂下

仙台坂上仙台坂上

愛育病院前愛育病院前

有栖川
公園前
有栖川
公園前

有栖川宮
記念公園
有栖川宮
記念公園

麻布山
入口
麻布山
入口

六本木
二丁目
六本木
二丁目

飯倉片町飯倉片町

飯倉飯倉

東麻布
一丁目
東麻布
一丁目

赤羽赤羽

麻布台
一丁目
麻布台
一丁目

三の橋三の橋

六本木周辺

西麻布周辺

麻布十番・元麻布周辺

南麻布周辺

麻布台周辺

　パネルの作成にあたっては、「麻布未来写真館」事業で麻布のまちの変化を保存する取組として行っ

ている「まち歩き（撮影）」での写真やパネル作成のために個別撮影した写真、また区民等から提供

していただいた写真や資料を活用しました。

　なお、「Ⅰ . 分科会メンバー作成パネルの紹介」には、分科会活動で、関係機関などの協力のもと、写真・

文献等の資料により、分科会メンバーが独自に調査し、作成したパネルの内容を掲載しています。
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パネル目次

六本木周辺  0 4

麻布台周辺 3 5

西麻布周辺 4 6

麻布十番・元麻布周辺 5 7

南麻布周辺 6 6

古い写真 7 3

歴史や文化 7 8

科学と自然 9 2

その他 9 8

＜写真について＞

　作成した多くのパネルで新旧の比較を行っているが、必ずしも同一視点からの撮影にはなっていない。

また、変化の様子をとらえるためにあえて周辺のまち並みも写してイメージの伝わる構図とした。

　なお、写真に写っている個人や所有（車等）の特定を避けるため、さらに撮影条件、画像の経年劣化

等を補うために軽微な画像加工を一部加えている。



六本木周辺

六本木交差点

04

作成年度：平成 21年度

写真上：昭和初期      　◇写真提供：港区立港郷土資料館（出典：昭和御大礼奉祝志）

写真下：平成 21 年（2009 年）

六本木交差点



作成年度：平成 21年度

写真上：昭和 38 年（1963 年）　　◇写真提供：港区立港郷土資料館 ( 出典：みなと写真散歩 )

写真下：平成 21 年（2009 年）

05

芋洗坂（六本木 5、 6 丁目）

六本木周辺



六本木周辺

06

作成年度：平成 21年度

写真上：昭和 29 年（1954 年）    　◇写真提供：港区立港郷土資料館

写真中：昭和 39 年（1964 年）    　◇写真提供：港区立港郷土資料館（出典：みなと写真散歩）

写真下：平成 21 年（2009 年）　

龍土軒（六本木 7 丁目）



六本木周辺

07

作成年度：平成 21年度

写真上：昭和 16 年（1941 年）    　◇写真提供：港区立港郷土資料館（出典：麻布区史）

写真下：平成 21 年（2009 年）

飯倉片町（六本木 5 丁目）



六本木周辺

08

作成年度：平成 21年度

写真上：昭和 6年（1931 年）　　◇写真提供：港区立港郷土資料館（出典：麻布鳥居坂警察署誌）

写真下：平成 21 年（2009 年）

鳥居坂（六本木 5 丁目）



六本木周辺

09

国立新美術館（旧東大生研）

作成年度：平成 21年度

写真左上：明治 40 年（1907 年）　　◇写真提供：港区立港郷土資料館 ( 出典：東京写真帖 )

写真左中：昭和 37 年（1962 年）　　◇写真提供：東京大学生産技術研究所

写真左下：平成 21 年（2009 年）

写真右上：昭和 63 年（1988 年）　　◇写真提供：東京大学生産技術研究所

写真右下：平成 21 年（2009 年）



六本木周辺

10

作成年度：平成 21年度

写真上：昭和 37 年（1962 年）　　◇写真提供：港区立港郷土資料館（出典：みなと写真散歩）

写真下：平成 21 年（2009 年）

ヘリポート前の空（六本木 7 丁目）



六本木周辺

11

作成年度：平成 21年度

写真上：昭和 37 年（1962 年）　　◇写真提供：港区立港郷土資料館（出典：みなと写真散歩）

写真下：平成 21 年（2009 年） 

六本木ヒルズ周辺



六本木周辺

12

作成年度：平成 22年度

写真左上：平成 11 年（1999 年）　六本木上空から　　◇写真提供：東京大学物性研究所（長谷川幸雄 氏）

写真右上：平成 23 年（2011 年）　六本木ヒルズから

写真下（左列及び一番下段）：平成 10 年（1998 年）頃　　◇写真提供：東京大学物性研究所（長谷川幸雄 氏）

写真下（真ん中列）：平成 23 年（2011 年）

東京大学物性研究所（現 政策研究大学・国立新美術館）



六本木周辺

13

作成年度：平成 24年度

写真上：平成 10 年（1998 年）頃　東京ミッドタウンがオープンする以前の風景（現在の東京ミッドタウン西交差点）

写真下：平成 23 年（2011 年）

六本木七丁目（東京ミッドタウン西交差点）



六本木周辺

14

作成年度：平成 24年度

写真上：平成 9年（1997 年）　防衛庁

写真下：平成 23 年（2011 年）　東京ミッドタウン

防衛庁→東京ミッドタウン



六本木周辺

15

作成年度：平成 24年度

写真上：昭和 57 年（1982 年）　東京大学生産技術研究所・東京大学物性研究所　　◇写真提供：小山浩 氏

写真下：平成 23 年（2011 年）　国立新美術館

東京大学生産技術研究所→国立新美術館



六本木周辺

16

作成年度：平成 24年度

写真上：昭和 57 年（1982 年）　　◇写真提供：港区港郷土資料館

写真左下：平成 18 年（2006 年）　　◇写真提供：港区港郷土資料館

写真右下：平成 23 年（2011 年） 

芋洗坂



六本木周辺

17

作成年度：平成 24年度

写真左上：昭和 57 年（1982 年）　　◇写真提供：六本木商店街振興組合

写真右上：平成 23 年（2011 年） 　

写真下：平成 24 年（2012 年） 　

東京タワー



六本木周辺

18

作成年度：平成 24年度

写真左上：平成 24 年（2012 年）　龍土軒発祥の地（六本木 7-4-4）

写真右上：昭和 56 年（1981 年）　龍土軒遠景　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真左下：平成 24 年（2012 年） 　

写真右下：昭和 56 年（1981 年）　龍土軒近景　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

文人の足跡をたずねて（龍土軒）



六本木周辺

19

作成年度：平成 25年度

写真左上：昭和 39 年（1964 年）　六本木五丁目付近　　◇写真提供：東洋英和女学院

写真右上（4点とも）：平成 24 年（2012 年）　アークヒルズ仙石山森タワーから

写真左下：平成 24 年（2012 年）　六本木五丁目（ロアビル上層階から撮影）

高いところから麻布



六本木周辺

20

作成年度：平成 22年度

写真右中：平成 22 年（2010 年）

写真左下（地図）：延宝年間（1673~1681 年）

写真右下（地図）：元禄 12 年（1699 年） 

鳥居坂



六本木周辺

21

作成年度：平成 22年度

写真上：明治 36 年（1903 年）　麻布小学校　　◇写真提供：港区立麻布小学校

写真左中：市兵衛町時代の麻布区役所（明治 42 年竣工）　　◇出典：港区議会史 通史編

写真右中：平成 22 年（2010 年）　日本獣医生命科学大学

写真左下：昭和 10 年（1935 年）頃　麻布区役所　　◇出典：港区議会史 通史編

写真右下：平成 22 年（2010 年）　港区麻布地区総合支所

麻布小学校 / 麻布区役所



六本木周辺

22

作成年度：平成 22年度

写真左中：明治 18 年（1885 年）　設立当時の校舎　　◇写真提供：東洋英和女学院

写真右中：明治 18 年（1885 年）　東鳥居坂 14 番地付近　　◇写真提供：東洋英和女学院

写真左下：平成 22 年（2010 年）　鳥居坂下付近

東洋英和女学院



六本木周辺

23

作成年度：平成 23年度
写真左上（2枚）：明治 33 年（1900 年）東鳥居坂町 8番地の新校舎　　◇写真提供：東洋英和女学院
写真左上中（左）：大正 3年（1914 年）幼稚園　　◇写真提供：東洋英和女学院
写真左上中（右）：平成 22 年（2010 年）
写真右上：昭和 8年（1933 年）ヴォーリズの設計による新校舎　　◇写真提供：東洋英和女学院
写真右中：寄宿舎「青楓寮」等　　◇写真提供：東洋英和女学院
写真右下：平成 22 年（2010 年）寄宿舎「青楓寮」があった付近

東洋英和女学院②



六本木周辺
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作成年度：平成 22年度

写真左上：平成 22 年（2010 年）

写真右上：昭和 7年（1932 年）　　◇写真提供：東洋英和女学院

写真右中：昭和 7年（1932 年）　　◇写真提供：東洋英和女学院

写真左下：平成 22 年（2010 年）

写真右下：昭和 58 年（1983 年）　　◇写真提供：小山浩 氏

川崎邸・小田邸

三重の塔の川崎邸
鳥居坂町 2-1 には二代目川崎八右衛門邸があった。同氏は
戦前、川崎金融グループの総帥として第百銀行（昭和 11 年
川崎第百銀行から改称）、日本火災（現：損保ジャパン日本
興亜）、第百生命等を率いていた。第百銀行は昭和 18 年三
菱銀行と合併している。川崎邸にあった三重の塔は関東大
震災にも耐えたが、東京大空襲時に消失した。

塔は現存しないが、塀（三條邸）は今も残っている。



六本木周辺

25

鳥居坂教会

作成年度：平成 23年度

写真上：明治から大正時代　新築された麻布教会会堂　　◇写真提供：東洋英和女学院

写真中：平成 22 年（2010 年）

写真下：明治 41 年（1908 年）　永坂孤女院　　◇写真提供：東洋英和女学院



六本木周辺

26

作成年度：平成 23年度
写真左上：昭和 59 年（1984 年）　六本木 5丁目　　◇写真提供：小山浩 氏
写真右上（上）：昭和 59 年（1984 年）　六本木 5丁目　　◇写真提供：小山浩 氏
写真右上（下）：平成 23 年（2011 年）
写真左下：昭和 59 年（1984 年）　六本木 5丁目　　◇写真提供：小山浩 氏
写真右下（上）：昭和 59 年（1984 年）　六本木 5丁目　　◇写真提供：小山浩 氏
写真右下（下）：平成 23 年（2011 年）

洋館



六本木周辺

27

作成年度：平成 25年度
写真左上：昭和 59 年（1984 年）　なだれ坂 坂下の景　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右上：平成 25 年（2013 年）
写真左中：昭和 50 年（1975 年）　なだれ坂 坂下を　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真中中：平成 25 年（2013 年） 　
写真右中：平成 25 年（2013 年）
写真左下：昭和 50 年（1975 年）　なだれ坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右下：平成 25 年（2013 年）

六本木と周辺の山坂　なだれ坂



六本木周辺

28

作成年度：平成 25年度
写真左上：昭和 59 年（1984 年）　丹波谷坂 標柱近景　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右上：平成 25 年（2013 年）
写真中中：昭和 59 年（1984 年）　丹波谷坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右中：平成 25 年（2013 年）
写真左下：昭和 50 年（1975 年）　丹波谷坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右下：平成 25 年（2013 年）

六本木と周辺の山坂　丹波谷坂 [ たんばだにざか ]



六本木周辺

29

作成年度：平成 25年度

写真左上：昭和 57 年（1982 年）　寄席坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右上：平成 25 年（2013 年）

写真左下：昭和 57 年（1982 年）　寄席坂 坂下を　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右下：平成 25 年（2013 年）

六本木と周辺の山坂　寄席坂 [ よせざか ]



六本木周辺

30

作成年度：平成 25年度

写真左上：昭和 62 年（1987 年）　芋洗坂　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右上：平成 25 年（2013 年）

写真下：平成 26 年（2014 年）

六本木と周辺の山坂　芋洗坂 [ いもあらいざか ]



六本木周辺

31

作成年度：平成 25年度
写真左上：昭和 50 年（1975 年）　御組坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右上：平成 25 年（2013 年）
写真左中：昭和 50 年（1975 年）　御組坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右中：平成 25 年（2014 年）
写真左下：昭和 59 年（1984 年）　御組坂 標柱近景　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右下：平成 24 年（2012 年）

六本木と周辺の山坂　御組坂 [ おくみざか ]



六本木周辺

32

作成年度：平成 25年度

写真左上：昭和 50 年（1975 年）　三谷坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右上：平成 25 年（2013 年）

写真右中：昭和 50 年（1975 年）　三谷坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真中央中：昭和 50 年（1975 年）　三谷坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真左下：平成 26 年（2014 年）

六本木と周辺の山坂　三谷坂 [ さんやざか ]



六本木周辺

33

作成年度：平成 25年度
写真①：六本木五丁目付近

写真②：六本木三丁目付近

写真③：六本木三丁目付近

写真④：六本木四丁目付近

写真⑤：六本木六丁目付近

写真⑥：六本木五丁目付近

写真⑦：六本木三丁目付近

写真⑧：六本木五丁目付近

写真⑨：六本木六丁目付近

写真⑩：六本木六丁目付近

写真⑪：六本木六丁目付近

写真⑫：六本木五丁目付近

写真⑬：六本木三丁目付近

撮影年：平成 25 年（2013 年）

麻布の階段・抜け道（六本木）



六本木周辺

34

作成年度：平成 26年度
写真左上：昭和 50 年（1975 年）　市三坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右上：平成 25 年（2013 年）　市三坂 坂下から
写真左中：昭和 50 年（1975 年）　市三坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右中：平成 26 年（2014 年）　市三坂 坂上から
写真左下：昭和 50 年（1975 年）　閻魔坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右下：平成 26 年（2014 年）　閻魔坂 坂下から 　　

六本木周辺の山坂と窪地



麻布台周辺

35

作成年度：平成 21年度

写真上（2点）：明治 40 年（1907 年）　　◇写真提供：港区立港郷土資料館（出典：東京写真帖）

写真下（2点）：平成 21 年（2009 年）

※注　日本経緯度原点は平成 23 年 (2011 年 ) 3 月 11 日に起きた東日本大震災により真東に 27cm移動したことが
記され、そ の数値は平成 23 年 10 月 21 日に改定されました。
( 経度 : 東経 139°44′28′′.8869 、緯度 : 北緯 35°39′29′′.1572 、方位角 :32°20′46′′.209 )

日本経緯度原点（麻布台 2 丁目）

※注



麻布台周辺

36

作成年度：平成 21年度

写真上：昭和 46 年（1971 年）　　◇写真提供：東京アメリカンクラブ

写真下：平成 21 年（2009 年）

アメリカンクラブ（麻布台 2 丁目）



麻布台周辺

37

作成年度：平成 22年度

写真上：昭和 34 年（1959 年）　赤羽橋　　◇写真提供：港区立港郷土資料館

写真左中：平成 22 年（2010 年）　赤羽橋から麻布方面を望む

写真左下：平成 22 年（2010 年）　赤羽橋交差点

写真右中：「増上寺塔赤羽根」『名所江戸百景』　初代・歌川広重作（改印=安政 4年 1月）
◇出典：『平成 18 年度特別展UKIYO-E ー名所と版元ー』

江戸時代の観光名所　赤羽橋　浮世絵から現代



麻布台周辺

38

作成年度：平成 22年度
写真左上：明治 40 年（1907 年）　飯倉四辻　　◇写真提供：港区立港郷土資料館（出典：東京案内）
写真右上：平成 22 年（2010 年）　飯倉交差点
写真左中：昭和 34 年（1959 年）　飯倉交差点
写真右中：平成 22 年（2010 年）　赤羽橋へ下る小道の途中で見えた東京タワー
写真左下：「飯倉四ツ辻」　「東京名所四十八景」　昇斎一景作（明治 4年）

◇出典：『平成 18 年度特別展UKIYO-E ー名所と版元ー』

写真右下：平成 22 年（2010 年）　飯倉交差点から赤羽橋方面を望む

江戸時代の観光名所　飯倉交差点付近　浮世絵から現代



麻布台周辺

39

作成年度：平成 23年度
写真左上：「赤羽」　　◇出典：『江戸名所図会』　港区立港郷土資料館所蔵
写真右上：平成 23 年（2011 年）　六本木ヒルズ展望台から左の『江戸名所図会』の方向に近いように

撮影した現代の風景

写真左中：昭和 39 年（1964 年）頃　上空から見た六本木 5丁目付近　　◇写真提供：東洋英和女学院
写真右中：平成 23 年（2011 年）　浜松町貿易センタービル展望台から麻布方面を望む
写真右下：平成 23 年（2011 年）　六本木ヒルズ展望台からの眺め

江戸時代の観光名所　赤羽橋（空からの麻布）江戸絵図から現代



麻布台周辺

40

作成年度：平成 23年度

写真左上：昭和 54 年（1979 年） 偏奇館跡近景（永井荷風旧居跡）　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右上：平成 23 年（2011 年） 永井荷風旧居跡（六本木 1-6）

写真右下：昭和 54 年（1979 年） 突き当たり右が偏奇館跡　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

文人の足跡をたずねて（永井荷風）



麻布台周辺

41

作成年度：平成 24年度

写真上：平成 23 年（2011 年）　島崎藤村旧居跡（麻布台 3-4-17）　

写真中下：平成 22 年（2010 年）　島崎藤村旧居跡

写真右下：昭和 50 年（1975 年）　島崎藤村旧居跡　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

文人の足跡をたずねて（島崎藤村）



麻布台周辺

42

作成年度：平成 25年度

写真左上：昭和 59 年（1984 年）　鼠坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏　

写真右上：平成 24 年（2012 年）　

写真左下：昭和 50 年（1975 年）　鼠坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右上：平成 24 年（2012 年）

麻布十番と周辺の山坂　鼠坂 [ ねずみざか ]



麻布台周辺

43

作成年度：平成 25年度

写真左上：昭和 50 年（1975 年）　三年坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右上：平成 25 年（2013 年）

写真左下：昭和 50 年（1975 年）　三年坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右下：平成 26 年（2014 年）

麻布台と周辺の山坂　三年坂 [ さんねんざか ]  



麻布台周辺

44

作成年度：平成 25年度
写真左上：昭和 50 年（1975 年）　土器坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右上：平成 25 年（2013 年）
写真左中：昭和 50 年（1975 年）　土器坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右中：平成 25 年（2013 年）
写真左下：昭和 50 年（1975 年）　土器坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右下：平成 25 年（2013 年）

麻布台と周辺の山坂　土器坂 [ かわらげざか ]



麻布台周辺

45

作成年度：平成 25年度

写真左上：昭和 59 年（1984 年）　落合坂 坂標柱近景　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右上：平成 25 年（2013 年）

写真左下：昭和 50 年（1975 年）　落合坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右下：平成 25 年（2013 年）

麻布台と周辺の山坂　落合坂 [ おちあいざか ]



西麻布周辺

46

作成年度：平成 21年度

写真上：明治 40 年（1907 年）　　◇写真提供：港区立港郷土資料館 ( 出典：東京写真帖 )

写真中：平成 21 年（2009 年）

写真下：平成 21 年（2009 年）

笄川と庚申塔



西麻布周辺

47

作成年度：平成 23年度
写真左上：昭和 34 年（1959 年）　笄橋跡　　◇写真提供：港区立港郷土資料館
写真右上：昭和 46 年（1971 年）　笄橋跡　　◇写真提供：港区立港郷土資料館
写真左中：平成 23 年（2011 年）　外苑西通りから、牛坂方面
写真中中：「笄橋」　　◇出典：『江戸名所図会』　港区立港郷土資料館所蔵　
写真右中：平成 23 年（2011 年）　笄橋跡
写真左下：平成 23 年（2011 年）　交差点の場所が笄橋跡、その先が外苑西通りとの交差点
写真中下：平成 23 年（2011 年）　若葉会幼稚園横から笄橋跡、外苑西通り交差点方面
写真右下：平成 23 年（2011 年）　麻布霞町教会横から、笄橋跡方向

江戸時代の観光名所　笄橋　江戸図絵から現代



西麻布周辺

48

作成年度：平成 24年度

写真左上：平成 24 年（2012 年）　内藤鳴雪居住跡（西麻布 4-17-18）

写真右上：昭和 54 年（1979 年）　内藤鳴雪旧邸跡遠景　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真左下：平成 24 年（2012 年）　内藤鳴雪居住跡

写真右下：昭和 54 年（1979 年）　内藤鳴雪旧邸跡遠景　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

文人の足跡をたずねて（内藤鳴雪）



西麻布周辺

49

作成年度：平成 25年度

写真左上：昭和 59 年（1984 年）　霞坂 標柱近景　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右上：平成 26 年（2014 年）

写真左下：平成 25 年（2013 年）

西麻布と周辺の山坂　霞坂 [ かすみざか ]



西麻布周辺

50

作成年度：平成 25年度

写真左上：昭和 50 年（1975 年）　笄坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右上：平成 26 年（2014 年）

写真左下：昭和 50 年（1975 年）　笄坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右下：平成 25 年（2013 年）

西麻布と周辺の山坂　笄坂  [ こうがいざか ]



西麻布周辺

51

作成年度：平成 25年度
写真左上：昭和 50 年（1975 年）　紺屋坂 坂下の景　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右上：平成 25 年（2013 年）
写真左中：昭和 50 年（1975 年）　紺屋坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右中：平成 25 年（2013 年）
写真左下：昭和 50 年（1975 年）　紺屋坂 坂上を　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右下：平成 25 年（2013 年）

西麻布と周辺の山坂　紺屋坂 [ こんやざか ]



西麻布周辺

52

作成年度：平成 25年度
写真左上：昭和 50 年（1975 年）　牛坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右上：平成 25 年（2013 年）
写真左中：昭和 50 年（1975 年）　牛坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真中央中：昭和 59 年（1984 年）　牛坂 標柱近景　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右中：平成 25 年（2013 年）
写真左下：平成 25 年（2013 年）

西麻布と周辺の山坂　牛坂 [ うしざか ]



西麻布周辺

53

作成年度：平成 25年度

写真左上：昭和 50 年（1975 年）　大横丁坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右上：平成 25 年（2013 年）

写真左下：昭和 50 年（1975 年）　大横丁坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右下：平成 25 年（2013 年）

西麻布と周辺の山坂　大横丁坂 [ おおよこちょうざか ]



西麻布周辺

54

作成年度：平成 25年度

写真左上：昭和 50 年（1975 年）　中坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右上：平成 25 年（2013 年）

写真左中：昭和 50 年（1975 年）　中坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真左下：平成 25 年（2013 年）

西麻布と周辺の山坂　中坂 [ なかざか ]



西麻布周辺

55

作成年度：平成 25年度

写真①：西麻布二丁目付近

写真②：西麻布一丁目付近

写真③：西麻布二丁目付近

写真④：西麻布二丁目付近

写真⑤：西麻布二丁目付近

写真⑥：六本木七丁目付近

写真⑦：西麻布一丁目付近

写真⑧：西麻布二丁目付近

写真⑨：六本木七丁目付近

写真⑩：西麻布二丁目付近

写真⑪：西麻布二丁目付近

写真⑫：西麻布二丁目付近

写真⑬：六本木七丁目付近

 

撮影年：平成 25 年（2013 年）

麻布の階段・抜け道（西麻布）



西麻布周辺

56

作成年度：平成 26年度
写真左上：昭和 49 年（1974 年）　堀田坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右上：平成 26 年（2014 年）　堀田坂 坂上から
写真左中：昭和 49 年（1974 年）　堀田坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真中中：昭和 59 年（1984 年）　堀田坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右中：平成 26 年（2014 年）　堀田坂 坂下から
写真下：平成 26 年（2014 年）　堀田坂 標柱

西麻布の山坂　堀田坂 [ ほったざか ]



麻布十番・元麻布周辺

57

作成年度：平成 21年度

写真上：昭和 6年（1931 年）　　◇写真提供：港区立港郷土資料館 ( 出典：麻布鳥居坂警察署誌 )

写真下：平成 21 年度（2009 年）

氷川神社（元麻布 1 丁目）



麻布十番・元麻布周辺

58

作成年度：平成 21年度

写真上：昭和 34 年（1959 年）　　◇写真提供：港区立港郷土資料館

写真下：平成 21 年（2009 年）

がま池（元麻布 2 丁目）



麻布十番・元麻布周辺

59

作成年度：平成 23年度

写真左上：戦災消失前の本堂　　◇写真提供：港区立港郷土資料館（出典：港区の文化財 第 9集）

写真右上：昭和 34 年（1959 年）　善福寺　　◇写真提供：港区立港郷土資料館

写真左中：平成 23 年（2011 年）　現在の善福寺参道から大銀杏方向

写真右中：平成 23 年（2011 年）　この突き当たり奥に壕の入口の一つがあった

写真右下：「麻布善福寺」　　◇出典：『江戸名所図会』　港区立港郷土資料館所蔵

江戸時代の観光名所　善福寺付近　江戸図絵から現代



麻布十番・元麻布周辺

60

作成年度：平成 23年度
写真左上：昭和 34 年（1959 年）　一本松　　◇写真提供：港区立港郷土資料館
写真右上：「麻布一本松」　　◇出典：『江戸名所図会』　港区立港郷土資料館所蔵
写真左中：「麻布一本松」　　◇出典：『江戸の華名勝會  麻布』　東京都立中央図書館新収文庫和書所蔵
写真中中：平成 23 年（2011 年）　今も賑わいと見せる大黒坂途中の大黒天。画面中央の高い所の車庫が
　　　　　傾斜地であることを示している

写真中下：「麻布一本松の図」　　◇出典：『新撰東京名所図会』　港区立港郷土資料館所蔵
写真右下：平成 23 年（2011 年）　代々植え継がれてきた松の木

江戸時代の観光名所　一本松付近　江戸図絵から現代



麻布十番・元麻布周辺

61

作成年度：平成 25年度

写真左上：昭和 50 年（1975 年）　暗闇坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右上：平成 24 年（2012 年）

写真左下：昭和 50 年（1975 年）　暗闇坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右下：平成 24 年（2012 年）

麻布十番と周辺の山坂　暗闇坂 [ くらやみざか ]



麻布十番・元麻布周辺

62

作成年度：平成 25年度

写真左上：昭和 50 年（1975 年）　七面坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右上：平成 24 年（2012 年）

写真左下：昭和 59 年（1984 年）　七面坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右下：平成 24 年（2012 年）

麻布十番と周辺の山坂　七面坂 [ しちめんざか ]



麻布十番・元麻布周辺

63

作成年度：平成 25年度

写真左上：昭和 49 年（1974 年）　仙台坂 坂上から　　◇写真提供：桜井昭一 氏

写真右上：平成 24 年（2012 年）

写真左下：昭和 54 年（1979 年）　仙台坂 坂上から　　◇写真提供：桜井昭一 氏

写真右下：平成 24 年（2012 年）

麻布十番と周辺の山坂　仙台坂上 [ せんだいざかうえ ]

 写真撮影：桜井昭一 氏



麻布十番・元麻布周辺

64

作成年度：平成 25年度

写真左上：昭和 48 年（1973 年）　　◇写真提供：桜井昭一 氏

写真右上：平成 24 年（2012 年）

写真左中：昭和 48 年（1973 年）　　◇写真提供：桜井昭一 氏

写真右中：昭和 42 年（1967 年）　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真左下：平成 24 年（2012 年）

麻布十番と周辺の山坂（麻布十番商店街）

、【写真上段及び中段左】については写真提供 : 桜井昭一 氏、【写真中段右】については写真撮影 : 田口政典 氏、写真提供 : 田口重久 氏



麻布十番・元麻布周辺

65

作成年度：平成 25年度

写真左上：昭和 42 年（1967 年）　二の橋交差点付近　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右上：平成 24 年（2012 年）

写真左中：昭和 42 年（1967 年）　新一の橋交差点付近　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右中：平成 24 年（2012 年）

写真下（3点とも）：平成 24 年（2012 年）　一の橋交差点付近

麻布の交通「麻布十番付近」



66

作成年度：平成 21年度

写真左上：昭和 40 年（1965 年）頃　　◇写真提供：南麻布 4丁目　豊田幸雄 氏

写真下：平成 21 年（2009 年）

南麻布周辺

天現寺橋交差点



南麻布周辺

67

作成年度：平成 22年度

写真上：昭和 34 年（1959 年）　　◇写真提供：港区立港郷土資料館

写真左下：「広尾ふる川」　　◇出典：『名所江戸百景』　初代・歌川広重作（改印=安政 3年 7月）

写真右下上：平成 22 年（2010 年）　現在の四之橋

写真右下下：平成 22 年（2010 年）　欄干に設けられた由来書き

江戸時代の観光名所　四之橋　浮世絵から現代



68

作成年度：平成 23年度
写真左上：平成 5年（1993 年）　広尾駅入口遠景　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右上：平成 24 年（2012 年）　広尾駅入口遠景
写真左中：「広尾毘沙門堂（廣尾毘沙門堂）」　　◇出典：『江戸名所図会』　港区立港郷土資料館所蔵
写真右中：平成 21 年（2009 年）　広尾橋交差点の横断歩道から天現寺橋交差点方向
写真左下：平成 21 年（2009 年）　外国人が多く集まるオープンカフェ
写真中下：平成 21 年　（2009 年）　広尾神社
写真右下：「広尾原（廣尾原）」　　◇出典：『江戸名所図会』　港区立港郷土資料館

南麻布周辺

江戸時代の観光名所　広尾付近　江戸図絵から現代



南麻布周辺

69

作成年度：平成 25年度
写真左上：昭和 44 年（1969 年）　古川橋交差点　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右上：平成 24 年（2012 年）　
写真左中：昭和 44 年（1969 年）　桜田通り　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右中：平成 24 年（2012 年）
写真左下：昭和 42 年（1967 年）　古川橋交差点　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右下：平成 24 年（2012 年）

麻布の交通「古川橋付近」



70

作成年度：平成 25年度

このパネルに掲載されている古い写真　　◇写真提供：河村かずふさ 氏

南麻布周辺

都電が走っていた頃（二之橋付近）



南麻布周辺

71

西麻布・南麻布の山坂　北条坂 [ ほうじょうざか ]

作成年度：平成 26年度
写真左上：昭和 59 年（1984 年）　北条坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右上：平成 26 年（2014 年）　北条坂 坂上から
写真左中：昭和 50 年（1975 年）　北条坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真中中：平成 26 年（2014 年）　北条坂 坂下から　　
写真右中：平成 26 年（2014 年）　北条坂より鉄砲坂を望む
写真下：平成 26 年（2014 年）　北条坂 標柱



72

南麻布周辺

南麻布の山坂　奴坂・薬園坂・釣堀坂

作成年度：平成 26年度

写真左上：昭和 50 年（1975 年）　薬園坂 坂上から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右上：昭和 50 年（1975 年）　釣堀坂 西から東を望む　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真左下：昭和 50 年（1975 年）　薬園坂から下る　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏

写真右下：昭和 50 年（1975 年）　奴坂 坂下から　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏



73

古い写真

作成年度：平成 22年度

写真①、②、④、⑤、⑥、⑦：東麻布周辺の古い写真　　◇写真提供：相田清隆 氏

写真③、⑨、⑩、⑪、⑫：麻布十番、東麻布周辺の古い写真　　◇写真提供：港区立港郷土資料館

写真⑧：出征を控えた兵士。善福寺にて　　◇写真提供：善光寺　桜井慧雄 氏

古い麻布の写真　昭和の記録　（東麻布 ~ 麻布十番）



古い写真

74

作成年度：平成 25年度
写真左上：昭和 52 年（1977 年）　旧麻布谷町（六本木三丁目付近）　　◇写真提供：桜井昭一 氏
写真右上：昭和 50 年（1975 年）　仙台坂上　　◇写真提供：桜井昭一 氏
写真左中：昭和 49 年（1974 年）　旧麻布消防署（南麻布五丁目付近）　　◇写真提供：桜井昭一 氏
写真中中：昭和 52 年（1977 年）　六本木一丁目付近　　◇写真提供：桜井昭一 氏
写真右中：昭和 52 年（1977 年）　二の橋バス停付近　　◇写真提供：桜井昭一 氏
写真左下：昭和 43 年（1968 年）頃　天現寺橋交差点　　◇写真提供：豊田幸雄 氏
写真右下：昭和 43 年（1968 年）頃　天現寺橋交差点　　◇写真提供：豊田幸雄 氏

古い麻布の写真　昭和の記録



75

古い写真

作成年度：平成 26年度
このページに掲載されている古い写真
飯倉片町付近　　◇写真提供：渡邉 稔子 氏
ツイン一の橋航空写真　　◇写真提供：早川 一夫 氏、写真撮影：佐藤 翠陽 氏
麻布支所前集合写真　　◇写真提供：齋藤 富士郎 氏
飯倉交差点付近　　◇写真提供：河村 かずふさ 氏
東麻布商店街　　◇写真提供：麻布西野園

古い麻布



古い写真

76

作成年度：平成 26年度

懐かしい写真（区立小学校）

このページに掲載されている古い写真

麻布小学校　　◇写真提供：港区立麻布小学校

笄小学校　　◇写真提供：港区立笄小学校　（出典：『笄小学校五十年史』等）

南山小学校　　◇写真提供：港区立南山小学校　（出典：『南山小学校開校 120 周年記念』）　



77

古い写真

作成年度：平成 26年度
このページに掲載されている古い写真　　◇写真提供：東洋英和女学院

懐かしい写真（東洋英和女学院）



歴史や文化

78

作成年度：平成 22年度

写真（このパネルに掲載されている全ての写真）：平成 23 年（2011 年）1月 16 日（日曜日）まち歩き・撮影による

■参考資料：『増上寺徳川将軍墓とその遺品・遺体』（東京大学出版会）、『港区お江マップ』（港区観光協会・港区産
業振興課）等

お江（江姫）　麻布ゆかりの江戸将軍家の女性



歴史や文化

79

作成年度：平成 24年度
写真左上：平成 23 年（2011 年）　麻布地区総合支所の地下 1階にある、江戸時代の「麻布七不思議」を題材にした
　　　　　壁面のレリーフ。
写真右上（上）：平成 22 年（2010 年）　善福寺の参道にある「柳の井戸」
写真右上（下）：平成 24 年（2012 年）     
写真左下：平成 24 年（2012 年）　狸穴公園
写真右下：平成 23 年（2011 年）　大黒坂から見た「一本松」
■参考文献：『東京都江戸東京博物館研究報告 -第 5号』（東京都江戸東京博物館）、『江戸東京伝説散歩』（青蛙房）等

「麻布七不思議」 - 江戸と今（1）



歴史や文化

80

作成年度：平成 24年度

写真左上：平成 23 年（2011 年）　善福寺の逆さ銀杏
写真右上：平成 24 年（2012 年）　藪の向こうに垣間見える「がま池」
写真左下：平成 23 年（2011 年）　「脚気石」があったとされる場所
写真右下：平成 22 年（2010 年）　「広尾の送り囃子」の舞台となった広尾が原は、今の広尾から南麻布周辺にかけ

ての一帯といわれる

■参考文献：『東京都江戸東京博物館研究報告 -第 5号』（東京都江戸東京博物館）、『江戸東京伝説散歩』（青蛙房）等

「麻布七不思議」 - 江戸と今（2）



歴史や文化

81

作成年度：平成 25年度

写真左上：明治後期~昭和初期　麻布区役所　　◇出典：港区議会史（通史編）

写真右上：平成 26 年（2014 年）　六本木三丁目付近

写真左中：平成 25 年（2013 年）　日本獣医生命科学大学

写真左下：平成 25 年（2013 年）　三井八郎右衛門邸

写真右下：平成 25 年（2013 年）　西麻布三丁目付近

移築されて今も残る建物（麻布区役所・三井邸）



歴史や文化
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作成年度：平成 25年度

写真左上：平成 26 年（2014 年）

写真右上：平成 26 年（2014 年）

写真左下：昭和 39 年（1964 年）　六本木五丁目付近（写真左端が飯倉片町）　◇写真提供：東洋英和女学院

■参考資料：『麻布区史』、『続あらすじで読む古典落語の名作』（樂書舘）

麻布と落語（おかめ団子）



歴史や文化

83

作成年度：平成 25年度

写真左上：平成 23 年（2011 年）

写真左下：昭和 52 年（1977 年）　旧麻布谷町の商店街　　◇写真提供：桜井昭一氏

写真右下：昭和 48 年（1973 年）　旧麻布箪笥町北寄り高台より旧麻布谷町を望む　　◇写真提供：桜井昭一 氏

■参考資料：『古地図と名所図会で味わう江戸の落語』（青春出版社）等

麻布と落語（井戸の茶碗）



歴史や文化

84

麻布と落語（黄金餅）

作成年度：平成 26年度
写真左上：昭和 50 年（1975 年）　絶江坂 坂下から坂上を望む　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真右上：平成 26 年（2014 年）　絶江坂 坂下から坂上を望む
写真左中：平成 27 年（2015 年）　おかめ団子跡　　写真右中：平成 27 年（2015 年）　永坂
写真左下：平成 27 年（2015 年）　大黒坂　　　　　写真右下：平成 27 年（2015 年）　一本松
■参考文献：『古地図と名所図会で味わう江戸の落語』( 菅野俊輔著・ 青春出版社 ) 
　　　　　　『志ん朝の落語５ 浮きつ沈みつ』（古今亭志ん朝著・筑摩書房）
■参考資料：『増補 港区近代沿革図集 麻布・六本木』（港区立郷土資料館）



歴史や文化

85

麻布と落語（小言幸兵衛）

作成年度：平成 26年度
写真左上：平成 27 年（2015 年）　桜田通りの歩道橋より。麻布古川町へと入る斜めの小道を望む。奥には六本木ヒルズ
写真中上：平成 27 年（2015 年）　小道近景。手前の三角地帯には象印マホービン東京ビル、その辺りが麻布古川町
写真右上：平成 27 年（2015 年）　道路右側手前が麻布古川町と考えられるエリア
写真左中：平成 27 年（2015 年）　麻布古川町沿いの道路反対側、山内遠江守屋敷跡。現在は港区立東町小学校　　
写真中中：平成 27 年（2015 年）　現在南麻布一丁目にて営業している温泉銭湯「竹の湯」
写真左下：平成 27 年（2015 年）　ゆうあい南麻布　　　　　
■参考文献：『古典落語』（興津要編・講談社 2002 年）、『志ん朝の落語４ 粗忽奇天烈』（古今亭志ん朝著・筑摩書房 2003 年）
■参考資料：『増補 港区近代沿革図集 麻布・六本木』（港区立郷土資料館）



歴史や文化

86

作成年度：平成 25年度、平成 26年度一部写真変更
『美少女戦士セーラームーン』
作者の武内直子氏の出身大学や勤務先が港区だったため、東京タワーやその周辺らしきものが頻繁に登場する理由
とも言われている。作中の「火川神社」は、仙台坂上に現存する「氷川神社」がモデルと言われている。また、「一
の橋公園」は同名の公園がモデルとされている。

『大正野球娘』
主人公が通学していた道として鳥居坂が登場する。また、実家は、麻布十番の洋食屋、看板娘として登校前と帰宅
後などに調理と給仕の手伝いをしている設定が知られている。

麻布とアニメ（1）

2013



歴史や文化

87

作成年度：平成 25年度

『東京マグニチュード 8.0』
主人公が歩いたと思われるルートから、（1）暗闇坂坂上付近、（2）たどりついた有栖川宮記念公園、（3）途中にある、
麻布運動場脇の港区防災倉庫。

『ミラクル☆トレイン~大江戸線へようこそ~』
大江戸線の駅が美男子キャラに擬人化されて、ストーリーが展開するア二メ作品。麻布地区からは、六本木駅、麻布
十番駅、赤羽橋駅がキャラクターとなり何度も登場する。

麻布とアニメ（2）
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大正から昭和まで今も残る古い建物

作成年度：平成 26年度
写真左上：昭和 57 年（1982 年）頃　西町インターナショナルスクール　　◇写真提供：小山浩 氏
写真左中：平成 23 年（2011 年）　西町インターナショナルスクール
写真中上：昭和 57 年（1982 年）頃　松方ハウス　　◇写真提供：小山浩 氏
写真中中：平成 23 年（2011 年）　松方ハウス　
写真右上：昭和 57 年（1982 年）　安藤記念教会　　◇写真提供：小山浩 氏
写真右中：平成 23 年（2011 年）　安藤記念教会
写真下（上）：平成 26 年（2014 年）　和朗フラット　　写真下（下）：平成 26 年（2014 年）　南部坂教会　
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武家屋敷・お屋敷跡

作成年度：平成 26年度
写真左上：平成 26 年（2014 年）頃　毛利庭園
写真左下：平成 7年（1995 年）　ニッカ池
写真中上：平成 27 年（2015 年）　鳥居坂上
写真中下：平成 27 年（2015 年）　鳥居坂下　
写真右上：平成 27 年（2015 年）　麻布郵便局
写真右下：平成 27 年（2015 年）　麻布小学校

昭和



歴史や文化

90

麻布にあった大学（法政大学）

作成年度：平成 26年度

写真左上：昭和 55 年（1980 年）　麻布校舎玄関　　◇写真提供：法政大学史委員会

写真右上：昭和 27 ～ 40 年（1952 ～ 65 年）　麻布校舎　　◇写真提供：法政大学史委員会

写真左下：昭和 28 年（1953 年）　麻布校舎　　◇写真提供：法政大学史委員会

写真中下：平成 26 年（2014 年）　法政大学跡地付近

写真右下：平成 26 年（2014 年）　法政大学跡地付近
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麻布にあった大学（駒澤大学・電気通信大学）

作成年度：平成 26年度
写真左上：明治～大正時代　曹洞宗大學林専門学校（曹洞宗大学）　　◇写真提供：駒澤大学禅文化歴史博物館
写真右上：平成 26 年（2014 年）　毛利庭園
写真左中：昭和 30 ～ 40 年代（1955 ～ 1965 年）頃　南麻布四丁目（都立住宅をはさみ安立電気本社を望む）
                                                                                                                                 ◇写真提供：豊田幸雄 氏
写真右中（上）：平成 26 年（2014 年）　東京タワー西側の脚付近
写真右中（下）：平成 26 年（2014 年）　ニュー山王ホテル付近
写真下：昭和 43 年 (1968 年 ) 頃　広尾病院から南麻布四丁目（天現寺橋交差点）を望む　　◇写真提供：豊田幸雄 氏
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作成年度：平成 23年度

写真左上：平成 21 年（2009 年）　政策研究大学院大学の卒業式
写真右上：平成 21 年（2009 年）　国立新美術館
写真左中（2点）：六本木にてロケット研究が行なわれていた当時の国産ロケットカッパ（K-8）　◇写真提供：JAXA/ISAS
写真右中（3点）：平成 21 年（2009 年）　国立新美術館
写真左下：開発メンバーの集合写真　　◇写真提供：JAXA/ISAS
写真右下：平成 22 年（2010 年）　JAXA 相模原キャンパスに保存されている、M-V ロケット

宇宙につながる麻布
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作成年度：平成 23年度

写真（このパネルに掲載されている全ての写真）：平成 22 年度～平成 23 年度のまち歩き・撮影による

今なお流れる麻布の水脈
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作成年度：平成 25年度
写真左上：平成 24 年（2012 年）　六本木ヒルズ展望台より見た富士山
写真右上：平成 24 年（2012 年）　新富士見坂
写真左中：昭和 50 年（1975 年）　富士見坂　　◇写真撮影：田口政典 氏 / 写真提供：田口重久 氏
写真中中：平成 21 年（2009 年）　富士見坂
写真（絵）右中：高速道路が建設される前の霞町周辺の街並みと、そこから眺めた富士山の姿を思い出しながら

描いたもの

写真下（3点）：平成 24 年（2012 年）　麻布から見た富士山

麻布から見た富士山
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平成 25年度

写真（このパネルに掲載されている古い写真）　　◇写真提供：国立天文台（NAOJ）

◇資料提供：国土交通省国土地理院（GSI）

移築されて今も残る観測機器（東京天文台）

3
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作成年度：平成 25年度

写真（左下の写真を除く）：平成 24 年（2012 年）5月 21 日撮影

写真左下：日食グラス　　◇資料提供：国立天文台（NAOJ）

麻布で見た金環日食
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作成年度：平成 26年度

写真：平成 26 年（2014 年）10 月 8日撮影

◇資料提供：国立天文台 天文情報センター

麻布で見られた皆既月食
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作成年度：平成 22年度

「麻布未来写真館」親子ワークショップ

　麻布未来写真館の趣旨である「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、平成 23 年 1月に、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。

その他

親子ワークショップ①
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作成年度：平成 25年度
写真左上：平成 24 年（2012 年）　日赤通り祭り
写真右上：平成 24 年（2012 年）　霞町祭り
写真左中：平成 24 年（2012 年）　かかし祭り
写真右中（上）：平成 24 年（2012 年）　ドイツフェスティバル
写真右中（下）：平成 24 年（2012 年）　酉の市（麻布十番）
写真下：昭和の記憶ー古いアルバムから麻布のお祭りをまとめました。

麻布の祭り
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作成年度：平成 25年度
写真①：麻布台三丁目付近
写真②：麻布台三丁目付近
写真③：麻布台三丁目付近
写真④：麻布永坂町付近
写真⑤：麻布永坂町付近
写真⑥：麻布永坂町付近

写真⑦：麻布台三丁目、植木坂付近　　
写真⑧：麻布台三丁目、植木坂付近
写真⑨：麻布台三丁目、植木坂付近
写真⑩：麻布台三丁目、鼬坂付近
写真⑪：麻布台三丁目、鼬坂付近　　　
撮影年：平成 26 年（2014 年）

その他

今に残るまち並み、変わりゆくまち並み

①

⑦ ⑧ ⑨

③

⑤

②

⑩

⑪

④ ⑥
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作成年度：平成 25年度
写真①：麻布台一丁目付近
写真②：西麻布一丁目付近（都立青山公園）
写真③：六本木六丁目付近
写真④：六本木五丁目付近
写真⑤：西麻布三丁目付近
写真⑥：有栖川宮記念公園

写真⑦：六本木六丁目付近（さくら坂）　　
写真⑧：麻布十番二丁目付近（暗闇坂下）
写真⑨：六本木七丁目付近
写真⑩：六本木六丁目付近（毛利庭園）
写真⑪：麻布台一丁目付近（雁木坂）　　　
撮影年：平成 25 年（2013 年）

麻布（桜花）

①

⑦

⑧

⑨

③

⑤②

⑩

⑪④

⑥
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作成年度：平成 25年度
写真①：有栖川宮記念公園
写真②：有栖川宮記念公園
写真③：六本木五丁目付近
写真④：六本木三丁目付近
写真⑤：六本木一丁目付近
写真⑥：有栖川宮記念公園

写真⑦：六本木六丁目付近
写真⑧：有栖川宮記念公園
写真⑨：元麻布一丁目付近
　　　　（善福寺）

写真⑩：有栖川宮記念公園
写真⑪：六本木六丁目付近　

写真⑫：南麻布五丁目付近
　　　　（都立中央図書館）

写真⑬：六本木二丁目付近　　

撮影年：平成 25 年（2013 年）

その他

麻布（秋の色）

①

⑦

⑧

⑨

③

⑤

② ⑩

⑪

⑫ ⑬

④

⑥
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麻布　昼と夜

作成年度：平成 26年度
写真①：六本木七丁目付近　

写真②：六本木五丁目付近　

写真③：六本木ヒルズから

写真④：六本木ヒルズから

写真⑤ ：六本木七丁目付近　

写真⑥ ：六本木五丁目付近　

写真⑦：麻布十番駅付近

写真⑧ ：けやき坂

写真⑨ ：けやき坂

写真⑩ ：麻布十番商店街

写真⑪：六本木五丁目　ロアビル前

写真⑫ ：六本木交差点付近

撮影年：平成 26 年（2014 年）

①

⑦ ⑧ ⑨

③ ⑤

②

⑩ ⑪ ⑫

④ ⑥
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その他

最近の麻布

作成年度：平成 26年度
写真①：西麻布いきいきプラザ等複合施設
写真②：麻布保育園
写真③：麻布図書館
写真④：麻布保育園
写真⑤ ：麻布保育園
写真⑥ ：麻布図書館
写真⑦：麻布子ども中高生プラザ等複合施設

写真⑧ ：旧三河台中学校発掘現場
写真⑨ ：旧三河台中学校発掘現場
写真⑩ ：六本木安全安心憲章
写真⑪：旧三河台中学校発掘現場
写真⑫ ：東京六大学野球優勝パレード（西麻布）

撮影年：平成 26 年（2014 年）

①

⑦ ⑧ ⑨

② ③

④

⑩ ⑪

⑫

⑤ ⑥
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Ⅱ . 分科会活動の概要

「麻布未来写真館」事業実施の背景
　麻布地区は、区内にある大使館の半数以上が集中し、外資系企業も多く立地するなど、国際的な「まち」
です。また、外国人が多く利用する六本木の繁華街は、麻布の「まち」の国際的な魅力を高めることに

貢献しています。麻布には由緒ある寺院や、毛利庭園のように大名屋敷の面影を今に残す庭園や、小説や

落語に登場する坂や町名も多く残る歴史と文化の「まち」でもあります。

　一方、アークヒルズ、泉ガーデンや六本木ヒルズ等に代表されるように、大規模なまちづくりによっ

て「まち」が大きく変化しています。こうした大規模なまちづくりにより、貴重な歴史的資産や文化資産

が喪失することがないようにするとともに、外国人を含む、麻布に暮らす多くの人々に麻布の歴史や文

化をもっと知ってもらい、麻布の「まち」をより身近に感じ、愛着を感じてもらうための取組が重要です。

事業の趣旨
　港区麻布地区総合支所では、平成 21 年度から区民や企業、大学等と協働し、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・保存していくことを通じて、麻布地区に暮らす人々にとって身近な

歴史・文化資源を保全・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皆様に知っていただき、麻布地区への愛着を深めていただ

く一助となることを目指しています。

区民との協働事業
　広報紙等の募集を通じて集まった区民参画組織「麻布を語る会『麻布未来写真館』分科会」のメンバー
とともに、地元企業等の協力を受けながら、撮影テーマ・箇所選定のためのワークショップ、まち歩き・

撮影等を実施し、パネル展を開催しました。

区民参画組織「麻布を語る会」とは
　港区麻布地区総合支所では、平成 18 年に新たな総合支所制度を導入して以来、地域に住み、働き、学び、
活動する多くの人々が区政に参加し、地区の課題の解決策や将来について、ともに議論し、協働によっ

て目標を達成していく「参画」と「協働」の取組に力を入れてきました。

　「麻布を語る会」とは、区民の参画と協働により、麻布地区の将来像「生活者優先の、安全で安心して快

適に住み続けられる国際・文化都市」の実現に向け、区民主体の検討や取組を進めるために設置された麻

布地区の区民参画組織です。

　メンバーは、麻布地区内に居住、勤務、在学し、または麻布地区のために活動したい公募区民等によっ

て構成され、平成 27 年 3 月現在、「麻布未来写真館」・「麻布地区版基本計画策定」・「地域情報の発信」・

「協働事業提案制度」の 4つのテーマに分かれて分科会を設置し、それぞれ活発な取組を進めています。
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Ⅲ .  パネル展の開催

平成 21 年度 パネル展スケジュール

◆パネル展（麻布フェスタ）
会場：港区麻布地区総合支所　ロビー及び階段（B1階～ 2階）

平成 21年 10月 25日（日）10：30～ 15：00

◆パネル展
会場：港区役所　ロビー
　　　平成 22年 2月 8日（月）～ 2月 10日（水）8：30～ 17：00

会場：フジフイルムスクエア ホワイエ
　　　平成 22年 2月 19日（金）～ 3月 4日（木）10：00～ 19：00

会場：港区麻布地区総合支所　ロビー

　　　平成 22年 3月 8日（月）～ 3月 19日（金）8：30～ 17：00

パネル展ポスター（麻布フェスタ） パネル展ポスター

フジフイルム スクエア  ホワイエ 港区役所　ロビー

パネル展等の様子
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Ⅲ . パネル展の開催

平成 22 年度 パネル展スケジュール

◆平成 22 年 11 月パネル展

平成 22年 11月 17日（水）～ 11月 27日（土）9：00～ 17：00
会場：港区麻布地区総合支所 1 階 ロビー
　　　東洋英和女学院 本部・大学院棟 1 階 史料展示コーナー

平成 22年 11月 29日（月）～ 12月 10日（金）9：00～ 17：00
会場：ありすの杜南麻布 1階 地域交流スペース

◆平成 23 年 2月パネル展

平成 23年 2月 14日（月）～ 2月 25日（金）9：00～ 17：00

会場：港区麻布地区総合支所 1 階 ロビー

平成 23年 2月 28日（月）～ 3月 11日（金）9：00～ 17：00

会場：港区役所 1 階 ロビー

11 月パネル展ポスター

2月パネル展ポスター

親子ワークショップポスター

親子ワークショップは平成 23 年 1月 15 日、1月 29 日に開催いたしました。　※技術・会場協力等：富士フイルム株式会社、講師：その江 氏（フォトグラファー）

親子ワークショップの様子

親子ワークショップ

平成 23年 1月 15日（土）10：15～ 13：00
会場：フジフイルムスクエア 2階 コミュニケーションルーム
平成 23年 1月 29日（土）10：15～ 13：00
会場：港区麻布地区総合支所 2 階 保健所 講堂

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、
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。
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Ⅲ . パネル展の開催

平成 23 年度 パネル展スケジュール

　◆第 1期パネル展
平成 24年 2月 3日（金）～ 2月 23日（木）10：00～ 19：00
会場：フジフイルム スクエア  ミニギャラリー 

　◆第 2期パネル展
平成 24年 2月 20日（月）～ 3月 2日（金）9：00～ 17：00
会場：東洋英和女学院 本部・大学院棟 1 階 史料展示コーナー

　　　ありすの杜南麻布 1階 地域交流スペース
　　　港区麻布地区総合支所 1 階 ロビー

　◆第 3期パネル展
平成 24年 3月 19日（月）～ 3月 30日（金）9：00～ 17：00
会場：港区役所 1 階 ロビー

第 1期パネル展ポスター 第 2期・第 3期パネル展ポスター

フジフイルムスクエア　ミニギャラリー ありすの杜南麻布 1階 地域交流スペース

パネル展等の様子
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Ⅲ . パネル展の開催

平成 24 年度 パネル展スケジュール

　◆第 1期パネル展
平成 25年 2月 1日（金）～ 2月 14日（木）10：00～ 19：00
会場：フジフイルム スクエア  ミニギャラリー 

　◆第 2期パネル展
平成 25年 2月 12日（火）～ 2月 22日（金）9：00～ 17：00
会場：東洋英和女学院 本部・大学院棟 1 階 史料展示コーナー

　　　ありすの杜南麻布 1階 地域交流スペース
　　　港区麻布地区総合支所 1 階 ロビー

　◆第 3期パネル展
平成 25年 3月 4日（月）～ 3月 15日（金）9：00～ 17：00
会場：港区役所 1 階 ロビー

　常設展示
常設の展示として、有栖川宮記念公園管理事務所の掲示スペース
及び港区麻布地区総合支所 2階の通路での展示を行いました。

第 1期パネル展ポスター

第 2・3期パネル展ポスター

港区麻布地区総合支所 2 階

港区役支所 ロビー

有栖川宮記念公園管理事務所 掲示スペース

東洋英和女学院  史料展示コーナー

パネル展等の様子
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Ⅲ . パネル展の開催

平成 25 年度 パネル展スケジュール

　◆第 1期パネル展
平成 26年 2月 7日（金）～ 2月 20日（木）10：00～ 19：00
会場：フジフイルム スクエア  ミニギャラリー

 
　◆第 2期パネル展

平成 26年 2月 17日（月）～ 2月 28日（金）9：00～ 17：00
会場：東洋英和女学院 本部・大学院棟 1 階 史料展示コーナー

　　　ありすの杜南麻布 1階 地域交流スペース
　　　港区麻布地区総合支所 1 階 ロビー

　◆第 3期パネル展
平成 26年 3月 18日（火）～ 3月 28日（金）9：00～ 17：00
会場：港区役所 1 階 ロビー

第 1期パネル展ポスター 第 2期・第 3期パネル展ポスター

分科会の様子（パネル展へ向けた画像選定の様子） 港区麻布地区総合支所　ロビー

パネル展等の様子
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Ⅲ . パネル展の開催

平成 26 年度 パネル展スケジュール

　◆第 1期パネル展
会場：フジフイルム スクエア  ミニギャラリー
　　　平成 27年 2月 6日（金）～ 2月 19日（木）10：00～ 19：00

　◆第 2期パネル展
会場：東洋英和女学院 本部・大学院棟 1 階 史料展示コーナー
　　　平成 27年 2月 16日（月）～ 2月 27日（金）9：00～ 17：00

会場：港区麻布地区総合支所 1 階 ロビー
　　　平成 27年 2月 16日（月）～ 2月 27日（金）8：30～ 17：00

　◆第 3期パネル展
会場：港区役所 1 階 ロビー（庁舎玄関を入って右手）
　　　平成 27年 3月 2日（月）～ 3月 13日（金）8：30～ 17：00

会場：麻布子ども中高生プラザ等複合施設 1階　図書・展示コーナー
　　　平成 27年 3月 3日（火）～ 3月 15日（日）9：00～ 21：30

　常設展示
常設の展示として、麻布区民協働スペース ロビーでの展示を行いました。

第 1期パネル展ポスター

第 2・3期パネル展ポスター

麻布区民協働スペース  ロビー

フジフイルム スクエア  ミニギャラリー

まち歩きの様子

麻布子ども中高生プラザ等複合施設

パネル展等の様子
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Ⅳ . 携わった方々の声

◇ 「麻布未来写真館」座長：近藤 敏康

　麻布未来写真館は、平成27年に創立6周年を迎えました。平成21年の創立以来、区民協働

事業として、麻布の今を麻布にゆかりのあるメンバーならではの視点で写真とキャプションにより

記録しつつ、同時に麻布にまつわる古い写真を集めて参りました。毎年、年度末にはフジフイル

ムスクエア、東洋英和女学院史料展示コーナー、港区麻布地区総合支所ロビー、港区役所ロビー

をはじめ公共施設でパネル展を開催すると共に、解説付き写真集にもなる報告書をまとめて参り

ました。

　平成24年度からは、有栖川宮記念公園内公園事務所掲示板、麻布地区総合支所二階廊下で、

パネルの常設展示を行い、平成26年度からは、港区公式ホームページでの写真パネル、報告書

の公開がスタート、より多くの方々にご覧頂けるようになりました。

　設立からの数年は、麻布未来写真館をご存じの方がほとんどない中、運営されていましたが、

民放テレビやケーブルテレビでのご紹介、毎年のパネル展、さらには常設展示、ホームページ、ザ・

AZABUをはじめ、港区関連での写真のご利用のおかげで、今では「見た事がありますよ」、「写真

パネルを会社ロビーに展示したいので貸して欲しい」、「会合で写真パネルを見せたい」等、お声

をかけて頂きました。現在では報告書を東京都立中央図書館にも収蔵して頂けるまでに、徐々に

ではありますが成長して参りました。

　 麻布未来写真館がスタートした平成21年の2年後には、東日本大震災が発生、麻布地区の震

災後の様子や、東京タワーの先端のアンテナが曲がった景色を記録に残しました。その後も大規

模開発を中心とした街並みの変化が続き、その勢いは現在も2020年の東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会開催に向け、加速している様に見受けられます。　

　今回６周年を記念して、過去の活動で制作した、写真パネル、報告書より、代表的な写真を集めた、

解説付き写真資料にもなる、記念誌を発行すると共に、ホームページにて公開する運びとなりま

した。歴代の座長、副座長をはじめ、ご参加のみなさま、写真提供や、情報提供などにご協力頂

きました皆様の並々ならぬ努力の賜物と深く敬意を表しますとともに、歴代の麻布総合支所関係

者の皆様、支援事業者の皆様、関係各位の日頃からのご支援に厚く御礼申し上げます。

　麻布未来写真館事業も創立6周年という節目を迎えた事を一つの契機と捉え、これまで諸先輩

が築きあげてこられました実績を礎 (いしずえ )に、次の発展の為、今まで以上に港区麻布地区

の活性化、安全安心なまちづくりなど、写真パネルを通じて記録、広報を通じご協力すると共に、

地元に愛着を持つきっかけ作り、将来の麻布人の方々へ、現在の麻布人からのメッセージも込め

たパネル作りなどにも留意した活動を、末長く続けて参りたく考えております。

　これからも麻布未来写真館事業へのご支援、ご指導、ご協力、古い写真や、古い麻布の音の録

音テープのご提供など、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
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Ⅳ . 携わった方々の声

　私は麻布で生まれて長く麻布暮らし

ですが、学生時代は六本木のスクエ

アビルのディスコに通ったり、仙台坂

下でバギーパンツを買ったりしました。

私は60歳が近いですが、これからの

自分の情熱は何かと思うと故郷、麻布

です。若い人も都心の色々な地域に関

心が強まっています。色々な街並みが

あり、とても樹木が多く鳥の声が元気

で、可愛い猫がいる麻布が好きです。

（小山 浩）

　歴史と伝統ある学舎や庭園、老舗などが点在

し、落ち着いた雰囲気を感じさせる昼の街並み。

ネオンの輝きとともに雑踏する大通り。どちらの

麻布も愛しています。

　姿を消していった店や建物は数え切れません

が、近代的なビルの狭間で、20年、30年と人

びとに親しまれ、愛されている店や場所も健在

で、たのもしく感じることも少なくありません。

　いつも新鮮な驚きと感動を与えてくれる麻布

未来写真館の活動に心から感謝しています。

（椿 由美子）

　この事業に参加するまで、私にとって麻布といえば、美術館・ギャラリー巡り、前職での大使館

訪問がメインで「点的」繋がりでしかありませんでした。それがひょんな縁からこの麻布未来写真

館に参加することになりました。麻布在住の大先輩方に色々教わり、町歩きをしていく中で、「面的」

かつ「歴史的」広がりを持って町を見ることとなり、本当に貴重な機会となりました。このような

豊かな事業がさらに発展することを願っています。　（櫻井 綾）

◇ メンバーからの声

◇ 事務局からの声

　本活動報告は、港区麻布地区総合支所の地域事業「麻布未来写真館」において、区民参画組織

「麻布を語る会『麻布未来写真館』分科会」が、平成21年度から平成26年度までの6年間に取

り組んできた活動の記録をまとめたものです。

　麻布未来写真館はファインダーをとおして、未来に向けた新しい麻布を発信してきました。

　写真には写された記録だけではなく、多くの人々にとっての体験の「記憶」をも含められた、

かけがえのない価値が備わっています。

　本活動報告に掲載された写真は、新しいものも古いものも全て、ファインダーをとおして「麻布」

をめぐる様々な人々の記憶を未来につなぐ貴重な記録です。

　これからも、「麻布」の未来に向け、麻布地区総合支所は、多くの方々に記録と記憶の価値を伝え、

区民の皆様の地域への共感や愛着をより一層高めてもらえるよう取り組んでまいります。

　活動を進めるにあたり、様々なかたちでご尽力をいただきました区民の皆さんや関係者の方々

に、心から御礼を申し上げます。
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Ⅴ . 参考資料

<主な参考文献・資料等 >

< 古い写真についての提供および資料等 >

< 技術・会場協力等 >

まちあるきの様子 分科会の様子

パネル展の様子 分科会の様子

「増補 写された港区 三（麻布地区編）～麻布・六本木～ほか」　港区教育委員会

港区産業観光ネットワークMINATOあらかると（http://www.minato-ala.nrt/）　　など

河村 かずふさ 氏、桜井 昭一 氏、豊田 幸雄 氏、田口 重久 氏、齋藤 富士郎 氏、佐藤 元紀 氏、渡邉 稔子 氏、長谷川 幸雄 氏、今清水 正巳 氏、木村 雅彦 氏、

相田 清隆 氏、黒鉄 ヒロシ 氏、桜井 慧雄 氏、早川 一夫 氏、東京大学生産技術研究所、東京アメリカンクラブ、東京大学物性研究所、六本木商店街振興組合、

森ビル株式会社、麻布西野園、東洋英和女学院、港区立麻布小学校、港区立笄小学校、港区立南山小学校、法政大学史委員会、駒澤大学禅文化歴史博物館、

国立天文台天文情報センター、港区立港郷土資料館、国立天文台(NAOJ)、JAXA/ISAS、国土交通省国土地理院、

『江戸名所図会』港区立港郷土資料館所蔵、港区立港郷土資料館（『平成 18年度特別展UKIYO-E －名所と版元－』、『東京案内』、『区政要覧』等）、

『港区議会史 通史編』港区議会、『増補 写された港区 三（麻布地区編）～麻布・六本木ほか～』、『麻布区史』、『東京写真帖』、『アルバム東京文学散歩』、

『昭和御大礼奉祝志』、『みなと写真散歩』、『東京案内』、『麻布鳥居坂警察署誌』 　　(順不同 )

達川 清 氏 (フォトグラファー )、その江 氏 (フォトグラファー )、フジフイルム スクエア(富士フイルム株式会社 )、学校法人東洋英和女学院、ありすの杜 南麻布、

森ビル株式会社、麻布子ども中高生プラザ等複合施設　　(順不同 )



区　の　木 区　の　花

◎禁無断転載複製

《表紙の写真》

① 昭和 30年代：笄小学校旧校舎入り口　　◇写真提供：港区立笄小学校　　

② 昭和 40年頃 (1965年頃 )：飯倉片町付近　　◇写真提供：渡邉稔子 氏

③ 昭和 42年（1967年）：飯倉交差点付近　　◇写真提供：河村かずふさ 氏

④ 明治から大正時代：麻布教会（鳥居坂教会の前身）　　◇写真提供：東洋英和女学院

⑤ 昭和 11年（1936年）：雪の降る道　　◇写真提供：東洋英和女学院　

⑥ 昭和 32年頃（1957年頃）：ツイン一の橋 建築前航空写真　　
　　　　　　　　　　　　　  ◇写真提供：早川一夫 氏　写真撮影：佐藤翠陽 氏

⑦ 大正３年（1914年）：開園時の園舎　　◇写真提供：東洋英和女学院

平成 27 年（2015 年）3月 発行
発行　港区 麻布地区総合支所 協働推進課
　　　〒 106-8515　東京都港区六本木 5丁目 16 番 45 号
　　　電話　03-5114-8812

麻布を語る会  「麻布未来写真館」  分科会
活動の記録 （平成 21 年度～平成 26 年度）
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