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東京都庭園美術館

味の素食の文化センター 食の文化ライブラリー

物流博物館

Tokyo Metropolitan Teien Art Museum

AJINOMOTO FOUNDATION FOR DIETARY CULTURE THE DIETARY CULTURE LIBRARY

Museum of Logistics

本館である旧朝香宮邸は国の
重要文化財に指定されています
The main building, also known as 
the Former Prince Asaka Residence, 
i s  des ignated  as  a  Nat iona l 
Important Cultural Property.

「食の文化ライブラリー」は食の専
門図書館。食に関する図書、雑誌
など約4万点がご覧いただけます。
The Ajinomoto Dietary Culture Library is a library 
dedicated to food. It currently has about 40,000 
books and magazines on food available for reading.

暮らしと産業に欠かせない物
流を楽しく紹介。運びの体験
もできます。
A fun introduction to logistics 
indispensable to life and industry. 
Try out old ways of carrying things.

所  港区白金台5-21-9　☎ 03-5777-8600（ハローダイヤル）　 ¥️  一般900（720）円、大学生（専修・各種専門学校含む）720（570）円、中・高校生・65歳以上450（360）円　※（ ）
内は前売・団体料金　休️  第2・第4水曜日（7/24、8/14、8/28、9/11）　開️  10:00–18:00 （7月26日 – 8月30日の毎週金曜日は21:00まで） ※入館は閉館の30分前まで　交  ○JR山
手線「目黒駅」東口より目黒通り 徒歩7分　○東急目黒線「目黒駅」正面口より目黒通り 徒歩7分　○東京メトロ南北線/都営地下鉄三田線「白金台駅」1番出口より目黒通り 徒歩6分
Address : 5-21-9, Shirokanedai, Minato City　Open Hours : 10:00 a.m. to 6:00 p.m (admittance to 5:30 p.m.) Jul. 26, Aug 2, 9, 16, 23, 30 opening until 21:00 (Last admission 20:30) ; closed 
2nd and 4th Wed. of every month, Year-end and New Year Holidays   Admission : General admission 900 (720) yen, University students (Including vocational school students) 720 (570) yen, 
Senior/Junior high school students /Visitors above 65 years old 450 (360) yen

所 港区高輪3-13-65 味の素グループ高輪研修センター内　☎ 03-5488-7319　 ¥️  無料（入館時記名により入館証を発
行）　休️ 日曜、祝日、ＧＷ、年末年始、その他図書館整理期間等　開️    月曜～土曜の10:00～17:00　交 ○「品川駅」高輪口
または「五反田駅」東口  徒歩15分　○都営浅草線「高輪台駅」A１出口  徒歩5分 ○港区コミュニティバス（ちぃばす）高輪
ルートまたは都営バス 品93系統・品97系統の「高輪三丁目」バス停  徒歩2分
Address : Within Ajinomoto Takanawa Training Center 3-13-65 Takanawa, Minato City　Open Hours : 10:00 a.m. to 5:00 p.m.; 
closed Sun. and nat. hol.Golden Week, year-end and New Year holidays, during special inventory period, etc.　Admission : Free

所  港区高輪4-7-15 　☎ 03-3280-1616　 ¥️  高校生以上200円、65歳以上100円、中学生以下無料　※団体料金あり、障害者手帳等提示の方無料　休️  月曜日及び第4火曜（祝日
の場合は開館）・祝日の翌日・展示替等期間・年末年始　開️  10：00～17：00（入館は16：30まで）　交  ○JR・京浜急行「品川駅」高輪口　徒歩7分　○都営浅草線「高輪台駅」A1
出口　徒歩7分　○都営バス品93系統「グランドプリンスホテル新高輪前」バス停　徒歩1分　○港区コミュニティバス（ちぃばす）高輪ルート「東京高輪病院」バス停　徒歩1分
Address : 4-7-15 Takanawa, Minato City　Open Hours : 10:00 to 17:00 (Entrance closes at 16:30) , Mondays and every 4th Tuesday (open if falling on a 
public holiday)/Next day of public holidays/Exhibition switch periods/New Year holidays.  Admission : High school students and above 200 yen, Above 65 
years old 100 yen, Junior high school students and below Free *Group prices available. Free admission for those presenting handicapped person's passbook.

1933年の室内装飾　朝香宮邸をめぐる建築素材と人びと
Interior Decorating in 1933　
7月20日（土）～9月23日（月・祝）
Sat. Jul. 20 - Mon.(Holiday) Sep. 23
建築自体の魅力を紹介する年に１度の建物公開展。木材や
タイル等の建築素材と職人らに焦点を当てます。
※団体は 20 名以上。 
※小学生以下および都内在住在学の中学生は無料。 
※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・

被爆者健康手帳をお持ちの方とその介護者一名は無料。 
※教育活動として教師が引率する都内の小中・高校生および教師は無

料（事前申請が必要）。 
※第 3 水曜日（シルバーデー）は 65 歳以上の方は無料。

常設展示 日本の食文化
Permanent Collection of Japan’s Food Culture
通年　Open All Year
日本の食文化の一端を、パネ
ル・スライド・映像・料理再
現サンプルなどからお楽しみ
いただけます。

段ボール工作コーナー
Cardboard Craft-making Section
8月1７日（土）・24日(土) 10:00～16:30（受付）
Sat. Aug. 17 & Sat. Aug. 24
梱包材料である段ボールを
使って、自分だけの運ぶ乗り
物（トラック・機関車・船）
を作ります。
※工作キット1セットにつき100円

（入館料別途）

本館（旧朝香宮邸）ウイ
ンターガーデン

「食文化展示室」入口

イベントの様子

現代より大き目の江戸
時代の「にぎりずし」の
再現。

陸海空の物流ターミナル
大型ジオラマ

ただし、本展開催中の
本館内のみ可



11電話番号☎ 料金¥ 住所
 ベビーカー貸出

所 開館時間開 休館日休 交通アクセス交
 ベビーベッド・ベビーチェア対応トイレ トイレ以外の授乳、オムツ替えスペース  車いす対応トイレ  車いす貸出

英語のパンフレット 英語の音声ガイド 英語対応できるスタッフ 写真撮影可
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マクセル アクアパーク品川

ニコンミュージアム

東京海洋大学マリンサイエンスミュージアム（水産資料館）

Maxell Aqua Park Shinagawa

NIKON MUSEUM

TUMSAT Museum of Marine Science

音・光・映像と生きものが融合する、TOKYO最
先端エンターテインメント。7月13日（土）より、
新エリア「パターンズ」がリニューアルオープン!
Tokyo’s cutting-edge entertainment fusing 
sound, light, images and living things. Renewal 
opening of new area “Patterns” on July 13 (Sat)

光学機器の発達と100年にわた
るニコンの歩みをお伝えします。
Introduces the development of 
optical equipment and the 
progress of Nikon over the past 
100 years

“海”をテーマに生き物から漁業
まで、幅広く展示しています。
Exhibits a wide range of items 
from sea creatures and fisheries 
on the theme of the sea.

所 港区高輪4-10-30（品川プリンスホテル内）　☎   03-5421-1111（音声ガイダンス）　 ¥️  おとな（高校生以上）2,３00円　
小・中学生1,200円　幼児（4才以上）700円 ※団体料金あり、障害者手帳割引あり　休️ 年中無休　開️ 10：00～22：00
（最終入場は営業終了時間の1時間前まで） ※時期により変動あり 交 ○JR線・京急線「品川駅」高輪口　徒歩約2分　
Address : 4-10-30 Takanawa, Minato-ku, Tokyo (Within Shinagawa Prince Hotel)　Open Hours : 10:00 to 22:00 (Last admission is 1 hour 
before the closing time.) * May vary at some times　Admission : Adults (high school students and above): 2,300 yen, Elementary and junior high 
school students: 1,200 yen, Infants (4 years and above): 700 yen. * Group admission fees and discounts for disabled persons are available.

所 港区港南2-15-3 品川インターシティC棟2F　☎ 03-6433-3900　 ¥️  無料　休️ 日曜日、祝日（土曜日が祝日の場合も休館）、およ
び当館の定める日（夏期休館日7/21～7/28、8/11～8/14）　開️    10時～18時（最終入館は17時30分まで）　交 ○JR品川駅 港南口
から徒歩約7分　○京急品川駅から徒歩約10分
Address : Shinagawa intercity tower C, 2F, 2-15-3 Konan, Minato-ku　Open Hours : 10:00 a.m. to 6:00 p.m. (admittance to 5:30 
p.m.); closed Sun. and nat. hol,  7/21-28 and 8/11-14　Admission : Free

所 港区港南4-5-7 東京海洋大学 品川キャンパス内　☎ 03-5463-0430　 ¥️  無料　休️ 本館:土曜・日曜・祝日　鯨ギャラリー：日曜・
祝日　開️ 10:00～16:00（鯨ギャラリーは土曜15:00まで）　交 ○JR・京浜急行線「品川駅」港南口（東口） 徒歩約15分　○港区コ
ミュニティバス（ちぃばす）芝浦港南ルート「港南いきいきプラザ」、「港南小学校前」バス停 それぞれ徒歩約2分
Address : On the campus of Tokyo University of Marine Science and Technology, 4-5-7 Konan, Minato City 　Open Hours 
:10:00 a.m. to 4:00 p.m.; closed Sat., Sun. and hol. (Sat. Whale Gallery only 10:00 a.m. to 3:00 p.m.). 　Admission : Free

NAKED 花火アクアリウム
NAKED Hanabi Aquarium 
7月13日（土）～9月29日（日）
Sat. Jul. 13 - Sun. Sep. 29
デジタルアートで描く鮮や
かな花火が展示やパフォー
マンスを彩り、夏ならでは
の幻想的な海の世界をお届
けします。

常設展示
Permanent exhibition
随時　Open All Year
ニコンミュージアムは、2017年7月に迎えたニコンの創立
100周年を記念し、2015
年10月にオープンした施
設で、ニコンの各事業の歴
史、製品、技術などを展示
しています。迫力のカメラ
やレンズ約1000台の展示
は圧巻です。

海へのいざない
～田口道夫甲殻類コレクション特別展
Invitation to the Sea, Michio Taguchi Crustacean 
Collection Special Exhibition
7月8日（月）～11月8日（金）
Mon. Jul. 8 - Fri. Nov. 8
平成29年度に寄贈された
田口道夫氏制作の甲殻類
剥製コレクションをお披露
目します。ぜひこの機会に
ご来館ください！

鮮やかなデジタル演出で
彩る展示やパフォーマン
スが魅力

アメリカンロブスター（上）とハナサキガニ（下）

ニコンミュージアム全景

様々な魚の剥製。海水魚
だけでなく淡水魚の剥製
も見ることができる。

ミュージアムの外

不在の場合あり

一部不可あり

別棟になりますが、
ご案内できます。

セミクジラ全身骨格標本



【時間】 12：15～ 12：45 【場所】 港区役所１階ロビー 1st floor of Minato City Hall 
1-5-25 Shibakoen, Minato City

Koto Ensemble Concert ‒ Nursery Songs, Ghibli, Musical, etc. ‒

Time Place （港区芝公園 1-5-25）

8/20 箏アンサンブルコンサート～わらべうた、ジブリ、ミュージカル etc.～

Performed by Tokayo

Program Oedo Nihombashi, Tonari no Totoro, Memory (from Cats), Hana wa Saku, etc.

The lobby concert enables everyone, from families with small children to elderly persons, to enjoy live music casually.

（火）
Tue. Aug. 20

港区役所ロビーコンサート

EVENT INFORMATION

～心安らぐお昼のひと時を提供します～
Minato City Hall Lobby Concert ～ For a relaxing time at lunch ～

【出演】  桃花葉（とうかよう）

【曲目】  お江戸日本橋、となりのトトロ、キャッツより メモリー、花は咲く 他

ロビーコンサートは、小さいお子様連れの方から高齢者の方まで、どなたでも気軽に生の音楽に触れていただくことを目的として開催しています。

お台場のビーチで海水浴を楽しもう！
Come Enjoy Swimming at Odaiba Beach!

【日時】8/10日（土）～ 8/18日（日） 11：00～ 17：00　※最終日は10：00～ 16：00

【場所】都立お台場海浜公園
Place Tokyo Odaiba Kaihin Park

【問い合わせ】芝浦港南地区総合支所協働推進課
台場担当 5500-2365Inquiries
Cooperation Promotion Division, Shibaura Konan
District General Branch 
Odaiba Desk: 03-5500-2365

ODAIBA PLAGE is a seaside event held jointly with Paris.
パリ市と連携した海水浴イベント「お台場プラージュ」

セーヌ川沿いでバカンス気分が楽しめるイベント「パリ・プラージュ」の雰囲気がお台場に再現され、パリの気分を
お台場で味わうことができます。
This event recreates the ambience of the Paris Plages, an event which brings the sea resort to the banks of the River Seine, at Odaiba for 
visitors to experience being in Paris.

Date and time　Sat. Aug. 10 - Sun. Aug. 18 　*Last day: 10:00 to 16:00

※プラージュ“Plage”とは、フランス語で
　「砂浜」「浜辺」のことです。

昨年（平成 30年）の様子

* Times are subject to change due to adjustments for test events, etc.
* May be canceled due to weather.

※テストイベント等との調整により、時間が変更になる場合があります。
※当日の天候により中止の場合があります。
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ソニー・エクスプローラサイエンス Sony ExploraScience

「光」「音」「エンタテインメント」を
キーワードに、科学や技術の原理を
楽しく学べるソニーの体験型科学館
Sony's experience-type science museum where everyone can enjoy 
learning about science and the principles of various technologies 
using "light", "sound" and "entertainment" as keywords.
所  港区台場1-7-1アクアシティお台場（東）5F　☎ 03-5531-2186　 ¥️  大人（16歳～）500円、小人（3～15歳）300円、2歳以下無料　※15名以上は各料金から100円割引　※障が
い者手帳をお持ちの方と、その付き添いの方1名は無料　休️  火曜日、12/31、1/1、施設法定点検日（通常1月）※祝日、春・夏・冬休み期間は開館　開️  11:00～19:00（最終入場18:30）　
交  ○ゆりかもめ「台場駅」 徒歩2分　○りんかい線「東京テレポート駅」 徒歩5分　○お台場レインボーバス、kmフラワーバス「フジテレビ前・アクアシティお台場前」徒歩1分
Address : AquaCityOdaiba（EAST）5F 1-7-1 Daiba, Minato City　Open Hours : 11:00 a.m. to 7:00 p.m (admittance to 6:30 p.m.); closed Tue., 12/31 and 1/1  Admission : 500 yen (400 yen), adult (16 and over); 300 yen 
(200 yen), children (3-15); children 2 or younger free; a person with a physical-disability certificate and one attendant will be admitted free of  charge; prices in "()" are discounted per-person fees for groups of 15 or more

夏休み特別イベント「わくわく科学教室」
Special Summer Holidays Event “Thrilling Science 
Workshop”(Exciting Science Classroom)　
7月25日(木)～31日(水)　Thu. Jul. 25 - Wed. Jul. 31
科学の基本や性質を学びなが
ら工作をしよう！完成した作
品や解説シートはお持ち帰り
いただけます。
※無料（別途入館料が必要です）
※その他、イベント情報はHPをご
覧ください。

常設展示フロア内「サウ
ンドカオス」

以上、アクアシティお台場内

イベントの様子



【時間】各日17:00 開演（16:30 開場） 【場所】赤坂区民センター区民ホール
Akasaka Civic Center, Hall

Performances such as Gagaku, Japanese Taiko drum x Contemporary dance, 
Noh x Contemporary music, wheelchair dance (program differs each day)

Time Place

8/2 ・ 雅楽の演奏、和太鼓＋コンテンポラリーダンス、能× 現代音楽、
車いすダンス等のステージ公演（各日内容が異なります。）

Starts 17:00 on both days (Doors open at 16:30) 

【料金】各日 高校生以上 2,000円、中学生以下無料（保護者 1名につき2名まで）
Ticket

Place

Senior high school age and over: 2,000 yen/day,  Junior high school age and under: Free (For 2 children/parents)

Application Apply on the Kissport website by August 1 (Thu.) Noon.

（金）8/3（土）

【日時】7/9（火）～ 8/30（金） ７：00～ 23：00 ただし最終日は午後 2時まで

Fri. Aug. 2, Sat. Aug. 3

【場所】世界貿易センタービル　地下１階フードガーデンギャラリー World Trade Center Building, B1F Food Garden Gallery

港区の国際化に係る取組やイベント情報、外国人
に役立つ行政情報や生活情報を、フェイスブック
で配信しています。やさしい日本語と英語で読む
ことができます。

Photo exhibition, "Iceland: a northernmost paradise where you can feel the beat of the earth"
写真展「最北端の楽園 ～地球の鼓動を感じる国～ アイスランド」

アイスランド大使館協力による写真展「最北端の楽園 ～地球の鼓動を感じる国～ アイスランド」
を開催。大自然に囲まれた神秘の国の独特な文化をご覧下さい。
The photo exhibition, "Iceland: a northernmost paradise where you can feel the beat of the earth," will be held in cooperation 
with the Icelandic Embassy. Come and see the unique culture of this mysterious country surrounded by mother nature.

2020年に向けた文化プログラムを推進する取り組みとして、日本文化の今と昔にどなたでも親しんでいただけるイベン
トを開催します。
To promote cultural programs towards 2020, various events to showcase contemporary and traditional Japanese culture will be held.

海湊山湊≪日本みなとの美の祭典≫

EVENT INFORMATION

Umi Minato Yama Minato  Celebration of a Beautiful Japanese Port 

Facebook 「Minato Information Board」
(英語・やさしい日本語 English/Easy Japanese)

大使館等事業協力実施事業
Minato City Cooperation Project for Embassy and Other Institution's Events

“Minato Information Board” 

URL：https://m.facebook.com/city.minato.mib/
問い合わせ▶地域振興課国際化推進係

Tel 3578-2046、2524
Global Community Planning Subsection, Community Promotion Section.

【申込】  8 月1日（木）12:00までに、Kissポート財団ホームページからお申し込みください。

Useful information about global events and initiatives, daily 
living, and administrative matters in Minato City are posted on 
Facebook. The posts are made in both easy Japanese and English.

その他、和文化体験ワークショップ（1回 500 円・当日申込制）や竹と藍の体感ギャラリー（無料・申込不要）を開催します。
※詳細はKiss ポート財団ホームページ（https://www.kissport.or.jp/）をご覧ください。

Date and time

Tue. Jul. 9 - Fri. Aug. 30, 
Closes at 2 pm on the last day.

いつでも、どこでもAIが会話形式で生活情報を教えてくれます!
質問するほど、AIは賢くなります!
AI provides daily life information anytime & anywhere in 
the form of conversation.
The more questions users ask AI,the smarter AI gets.

Facebookからメッセージ送信ボタンを押して、
ＡＩに質問してください。
Click “send message” and ask questions.
※ＡＩ（人工知能）とは、Artificial Intelligenceの略です。

AI チャットサービスのご紹介
Information for AI chat service

能×現代音楽 Photo : Hiroaki Seo

雅楽の演奏

Other Japanese cultural experience workshops (500 yen per session, register on the day) and bamboo and indigo gallery 
(free of charge, no need to register) will also be held.  * For details, visit the Kissport website (https://www.kissport.or.jp/).

【時間】 12：15～ 12：45 【場所】 港区役所１階ロビー 1st floor of Minato City Hall 
1-5-25 Shibakoen, Minato City

Koto Ensemble Concert ‒ Nursery Songs, Ghibli, Musical, etc. ‒

Time Place （港区芝公園 1-5-25）

8/20 箏アンサンブルコンサート～わらべうた、ジブリ、ミュージカル etc.～

Performed by Tokayo

Program Oedo Nihombashi, Tonari no Totoro, Memory (from Cats), Hana wa Saku, etc.

The lobby concert enables everyone, from families with small children to elderly persons, to enjoy live music casually.

（火）
Tue. Aug. 20

港区役所ロビーコンサート

EVENT INFORMATION

～心安らぐお昼のひと時を提供します～
Minato City Hall Lobby Concert ～ For a relaxing time at lunch ～

【出演】  桃花葉（とうかよう）

【曲目】  お江戸日本橋、となりのトトロ、キャッツより メモリー、花は咲く 他

ロビーコンサートは、小さいお子様連れの方から高齢者の方まで、どなたでも気軽に生の音楽に触れていただくことを目的として開催しています。

お台場のビーチで海水浴を楽しもう！
Come Enjoy Swimming at Odaiba Beach!

【日時】8/10日（土）～ 8/18日（日） 11：00～ 17：00　※（金）17：00～ 21：00　（土）13：00～ 21：00　最終日は10：00～ 16：00

【場所】都立お台場海浜公園
Place Tokyo Odaiba Kaihin Park

【問い合わせ】芝浦港南地区総合支所協働推進課
台場担当 5500-2365Inquiries
Cooperation Promotion Division, Shibaura Konan
District General Branch 
Odaiba Desk: 03-5500-2365

ODAIBA PLAGE is a seaside event held jointly with Paris.
パリ市と連携した海水浴イベント「お台場プラージュ」

セーヌ川沿いでバカンス気分が楽しめるイベント「パリ・プラージュ」の雰囲気がお台場に再現され、パリの気分を
お台場で味わうことができます。
This event recreates the ambience of the Paris Plages, an event which brings the sea resort to the banks of the River Seine, at Odaiba for 
visitors to experience being in Paris.

Date and time　Sat. Aug. 10 - Sun. Aug. 18 　* (Fri.) 17:00 to 21:00　 (Sat) 13:00 to 21:00 　Last day: 10:00 to 16:00

※プラージュ“Plage”とは、フランス語で
　「砂浜」「浜辺」のことです。

昨年（平成 30年）の様子

* Times are subject to change due to adjustments for test events, etc.
* May be canceled due to weather.

※テストイベント等との調整により、時間が変更になる場合があります。
※当日の天候により中止の場合があります。
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 wi th  A rt

TEPIA 先端技術館 MAP1

TEPIA Advanced Technology Gallery
ＴＥＰＩＡニューオータニ Ｔｏｋｙｏ
ニューオータニスタイルの料理をリーズナブルに。ティータイ
ム（14～17時）には人気のニューオータニオリジナルパン
ケーキ（1,600円）をご用意しております。
※付け合わせは季節によって替わります。
New Otani style dishes are offered at reasonable prices. The popular 
New Otani original pancake (1,600 yen) is served during tea time 
(14:00 to 17:00). *Side dishes differ according to the season.

サントリー美術館 MAP7

Suntory Museum of Art

カフェは創業150年の金沢の老舗「加賀麩　不室屋」がプロ
デュース。お麩を使った軽食とスイーツを愉しんでいただけます。
Produced by 150-year old historical café in Kanazawa “Kagafu 
Fumuroya”.Serves delicious light meals and sweets using Ofu 
(gluten cake). 

◀︎白玉麩の冷汁粉　832円
　Cold sweet red bean soup with shiratama-fu gluten cake 832 yen

パークホテル東京 MAP16

PARK HOTEL TOKYO（25F）

アートラウンジ
作品をご覧いただきながらデザート、お茶などもお楽しみいた
だけます。夜には、高さ約30ｍの壁面に展示作品の映像が投
影されます。
View works while enjoying desserts and tea.
At night, images of exhibited works are projected onto 30m 
high walls.

東京都庭園美術館 MAP21

Tokyo Metropolitan Teien Art Museum

平成30年3月、美術館の正門近くに新しいレストランができま
した。庭園に面する側は全面ガラスとなっており、四季折々の
庭の風景を眺めながらフレンチが味わえます。
A new restaurant was built near the front gate of the museum in 
March 2018. The side facing the garden is fully glassed for 
guests to enjoy French cuisine with views of the beautiful 
garden which changes with the season.

虎屋 赤坂ギャラリー MAP4

Toraya Akasaka gallery

虎屋菓寮赤坂店
11：00～18：30（平日）　 ラストオーダー18時
11：00～17：30（土日祝） ラストオーダー17時
※ランチタイム 11：30～14：30

旧新橋停車場鉄道歴史展示室 MAP15

Railway History Exhibition Hall-Old Shimbashi Station

ビヤダイニングライオン汐留店
カフェではないですが、館内に併設されています。
Not a café. Located inside the building.

アドミュージアム東京 MAP18

The Ad Museum Tokyo
カレッタ汐留内に飲食店があります。
There are restaurants in Caretta Shiodome.

国立新美術館 MAP5

The National Art Center, Tokyo
サロン・ド・テ ロンド
逆円錐形の上に位置し、上質な紅茶や絶品スイーツを味わえ
る円形（ロンド）のティーサロン。落ち着いた空間で展覧会特別
メニューなども楽しめる。
Round tea salon located in a conical area, serving fine tea and 
delicious sweets. 
Enjoy special exhibition menus in a relaxing space.

東京都立中央図書館 MAP11

Tokyo Metropolitan Central Library
有栖川珈琲
１階エントランスにある「有栖川珈琲」では、ドイツ風コーヒー
や、スイーツをご用意しています。ぜひお立ち寄りください。
Do visit Arisugawa Coffee located at the 1F entrance, serving 
German coffee and sweets.

港区立郷土歴史館 MAP19

MINATO CITY LOCAL HISTORY MUSEUM
VEGETABLE LIFE produced by HAPPO-EN
提携農家から届く新鮮な野菜をたっぷり使ったランチボックス
やスープをご用意しています。木のぬくもりが心地良い店内
はもちろん、お持ち帰りにも対応しております。
Serves lunchboxes and soup made of fresh vegetables delivered 
by contract farmers. Unwind in a relaxing wooden interior shop. 
Takeaways also available.
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essay

ミナコレ賞に応募しよう！

JAGDAつながりの展覧会 Part 2チャリティ・アート・タンブラー

絵
作
文

■ミナコレ賞

■募集ジャンル
「作文」、「絵」のどちらかひとつを選んでください。

ミュージアムを巡ったりイベントに参加したりして感じたこと、見てひらめいたことや浮かんだイメージ、思い出な
どをあなただけのオリジナル作品にして応募してください。特に、ミュージアムの魅力が伝わってくる作品など、今
までミュージアムに行ったことのない人が思わず行ってみたくなるような作品をお待ちしております。優秀作品に選
ばれた作者には、賞状と素敵な記念品をプレゼントします。

Apply for the Minakore Award!
You could become the next artist!

Minakore Award

Application genre

An example of Prize-wining works last year
Apply for the award with your original work inspired 
by museums you visit or events you participate in, 
as well as related images and memories. In particu-
lar, we look forward to works that convey the 
appeal of museums and motivate people to visit 
them. Award winners will receive an honorable 
certificate and memento. 

JAGDA Outreach Exhibition Part 2 Charity Art Tumbler is a charity exhibition organized by Japan 
Graphic Designers Association (JAGDA) to support artists with disabilities and paralympians. 
Designers across Japan created cover sheets for tumblers featuring artworks by handicapped artists 
from the Able Art Company. After the launch at Tokyo Midtown Design Hub, the show is now travelling 
throughout Japan. Award winners will receive a tumbler bottle (500ml) and three cover sheets.

21_21 DESIGN SIGHT,  The Ad Museum Tokyo, Suntory Museum of Art,  Tokyo Metropolitan Central Library,
Panasonic Shiodome Museum,  FUJIFILM SQUARE, Museum of Logistics,  Mori Art Museum,  Musée Tomo,  
AJINOMOTO FOUNDATION FOR DIETARY,  CULTURE THE DIETARY CULTURE LIBRARY  

Select one genre from essay, picture.

Prizes presented by Minato City this year!

Ten other museums will also provide prizes!

For how to apply, etc., please check the stamp card which is also an application form.

昨年度受賞作品の一例

その他、応募方法等は、スタンプカード台紙兼応募用紙をご確認ください！！その他、応募方法等は、スタンプカード台紙兼応募用紙をご確認ください！！その他、応募方法等は、スタンプカード台紙兼応募用紙をご確認ください！！

作文 essay 絵 picture
■ミナコレ賞記念品
本年度区からの提供品はこちら！

※画像はイメージです。実際の絵柄とは異なります。
※These are samples. The actual design may be different.

Minakore Award Prizes

JAGDA Outreach Exhibition Part 2 “Charity Art Tumblers”

こちらを受賞者の方に、計11品進呈！！ These 11 prizes will be given away to winners!

その他10館から景品提供をいただきました！

日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）は、デザインの“つなぐ力”を使って障害
のあるアーティストとパラリンピアンを応援しています。障害のあるアーティストの作
品ライブラリー「エイブルアート・カンパニー」登録作品を全国のデザイナーがタンブ
ラーにデザインした展覧会は、東京ミッドタウン・デザインハブで開催後、全国巡回
中。記念品はタンブラー（500ml）1本と“着せ替え”カバー3枚のセットです。

●21_21 DESIGN SIGHT 　●アドミュージアム東京　●サントリー美術館　●都立中央図書館
●パナソニック汐留美術館　●フジフィルムスクエア　●物流博物館　●森美術館　●菊池寛実記念 智美術館
●味の素食の文化センター 食の文化ライブラリー

今 度 は あ な た が ア ー テ ィ ス ト ！
Let’s apply for
the Minakore
Award!

picture

essay

チケットや
オリジナルグッズ等、
詳細はこちら⬇
Tickets and original 
goods, etc. Click here 

for details.
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ま だ 見
ぬ ミ ュ ー ジ アム ★ あ な た の 為 の エ キ ス ポま だ 見
ぬ ミ ュ ー ジ アム ★ あ な た の 為 の エ キ ス ポま だ 見
ぬ ミ ュ ー ジ アム ★ あ な た の 為 の エ キ ス ポUndiscovered Museums ★ Expo for YouUndiscovered Museums ★ Expo for YouUndiscovered Museums ★ Expo for You

グルーにゃ

グルグル王子
ミナコレキャラクター

2019 SUMMER MINATO COLLECTION

7/202019 （土）
SAT

SAT
（土）8/31～

港区内のミュージアムと港区が連携し、イベントを集中的に開催するプログラムです。

A program to hold events
hosted by Minato City and
museums within the city.

ミナ コレミナ コレ
主催：港区
共催：港区教育委員会
協力：港区ミュージアムネットワーク

ミナコレに関する問い合わせ　
地域振興課 文化芸術振興係 
☎03-3578-2584
（平日8:30～17:00）

ミナコレで検索!
ミナコレ

Find Minato Collection
On the Internet! Minato Collection

マグネットマグネット ティッシュケースティッシュケース

※各景品の色や柄は選べません   *Present colors and designs cannot be chosen.

スタンプ
6つで
スタンプ
6つで

Collect 6 stamps
and get

スタンプを集めた全員に景品をプレゼント !スタンプを集めた全員に景品をプレゼント !
Col lect  the s tamps and get  or ig ina l  pr i zes !

インスタントカメラ
“チェキ”instax mini 70
インスタントカメラ
“チェキ”instax mini 70
その他　参加館様10館よりご提供その他　参加館様10館よりご提供

スタンプ3つでスタンプ3つで
Collect 3 stamps

and get Magnet Tissue case
例） フジフィルムスクエア様 ご提供

ミナコレ賞に応募！
優秀作品にプレゼント！
ミナコレ賞に応募！
優秀作品にプレゼント！
Apply for the Minakore Award!祭祭おお商店街の商店街の に行こう！に行こう！りり

Shopp ing  D i s t r i c t  Even t  I n fo rmat i on　

Inquiry: Industry Promotion Subsection , Industry Promotion Section, Minato City TEL 03-3578-2556
商店街イベント情報の問い合わせ▶港区産業振興課　産業振興係　03-3578-2556

発行番号　31087-3211

※日時は予定のため、変更となることがあります。 *Dates and times are provisional and subject to change.

イベント名 実施日 時　間 実施場所 主催者

① 品川駅港南商店会夏まつり 7/19（金）・20（土） 17:00 ～ 21:00 品川駅港南口駅前広場（ふれあい広場） 品川駅港南商店会

② 町ぐるみ三田納涼カーニバル 7/20（土） 15:30 ～ 21:00 札の辻交差点～三田二丁目交差点 三田商店街振興組合

③ 慶仲祭 7/20（土） 12:00 ～ 20：00 慶応仲通り商店街内（建築会館中庭） 慶応仲通り商店会

④ サン・サン赤坂納涼祭 7/20（土） 13:00 ～ 17：00 サン・サン赤坂 赤坂福榎商店会

⑤ 第24回新橋こいち祭 7/25（木）・26（金） 12:00 ～ 21:00 新橋駅前西口 SL 広場、桜田公園、新橋柳通り、
ニュー新橋ビル周辺、ニュー新橋ビル 4 階テラス 新橋地区 12 商店会

⑥ 芝まつり 7/26（金）・27（土） 17:00 ～ 2１:00 芝商店街メインストリート・芝新堀町児童遊園 芝商店会

⑦ 芝浦まつり 7/26（金）・27（土） 17:00 ～ 2１:00 芝浦三丁目なぎさ通り 芝浦商店会

⑧ 魚らん納涼フェスティバル 7/27（土）・28（日） 17:00 ～ 2１:00 マツモトキヨシ白金高輪店駐車場及び仲通り 魚らん銀座商店会協同組合

⑨ 謝恩納涼盆踊り大会 7/28（日）・29（月） 17:00 ～ 21:00 青山善光寺境内 青山表参道商店会

⑩ TAKANAWA盆ダンスフェスティバル 7/28（日）　 11：00 ～ 19：30 白金児童遊園（通称：猿町公園） 高輪台商店会

⑪ 2019四の橋夏まつり 8/3（土）・4（日）　 3（土）：15:00 ～ 21:00
4（日）：12:00 ～ 21:00 白金商店街 白金商店会

⑫ 麻布十番納涼まつり 8/24（土）・25（日） 15:00 ～ 21:00 麻布十番商店街全域 麻布十番商店街振興組合・坂下町会

⑬ 新一の橋まつり 8/24（土）・25（日） 15:00 ～ 21:00 港区東麻布三丁目都道沿い 新一の橋商店会

⑭ 夏祭り盆踊り大会 8/31（土）・9/1（日） 31（土）：18:00 ～ 21:00
1 （日）：17:00 ～ 20:00 泉岳寺前児童遊園 高輪泉岳寺前商店会

Event Date Time Location

①
Summer Festival, Shinagawa 
Station Konan Shopping Street 
Association 

7/19 (Fri) & 20 (Sat) 17:00 to 21:00 Shinagawa Station Konan Exit Station Square (Fureai Square)

② Machi Gurumi Mita Noryo Carnival 7/20 (Sat) 15:30 to 21:00 Fudanotsuji Intersection to Mita 2-chome Intersection

③ Keinaka Festival 7/20 (Sat) 12:00 to 20:00 Keio Naka Dori Shopping Street (Kenchiku Kaikan courtyard)

④ Sansan Akasaka Noryo Festival 7/20 (Sat) 13:00 to 17:00 Sansan Akasaka

⑤ 24th Shimbashi Koichi Festival 7/25 (Thur) & 26 (Fri) 12:00 to 21:00
Shimbashi Station West Exit SL Square, Sakurada Park,
Shimbashi Yanagi Dori, New Shimbashi Building vicinity,
New Shimbashi Building 4F Terrace

⑥ Shiba Festival 7/26 (Fri) & 27 (Sat) 17:00 to 21:00 Shiba Shopping Street Main Street
& Shiba Shimboricho Children’s Playground

⑦ Shibaura Festival 7/26 (Fri) & 27 (Sat) 17:00 to 21:00 Shibaura 3-chome Nagisa Dori

⑧ Gyoran Noryo Festival 7/27 (Sat) & 28 (Sun) 17:00 to 21:00 Matsumoto Kiyoshi Shirokane Takanawa Store carpark and Naka Dori

⑨ Shaon Noryo Bon Odori Dance 
Festival 7/28 (Sun) & 29 (Mon) 17:00 to 21:00 Aoyama Zenkoji premises

⑩ Takanawa Bon Dance Festival 7/28 (Sun) 11:00 to 19:30 Shirokane Children’s Playground (Normally called Sarumachi Park)

⑪ 2019 Shinohashi Summer Festival 8/3 (Sat) & 4 (Sun) 3 (Sat): 15:00 to 21:00
4 (Sun): 12:00 to 21:00 Shirokane Shopping Street

⑫ Azabujuban Noryo Festival 8/24 (Sat) & 25 (Sun) 15:00 to 21:00 All of Azabujuban Shopping District

⑬ Shin-ichinohashi Festival 8/24 (Sat) & 25 (Sun) 15:00 to 21:00 Along Minato City Higashi Azabu 3-Chome road

⑭ Summer Bon Odori Festival 8/31 (Sat) & 9/1 (Sun) 31 (Sat): 18:00 to 21:00
1 (Sun): 17:00 to 20:00 Sengakujimae Children’s Playground




