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外観は少々隠れ家のようですが、「三田の家」の中はこんな�
感じです。わきあいあい、居心地良いので、「気軽に立ち�
寄ってほしい」そうです�

　『ペンは剣よりも強し』このステンドグラスには、剣の
力に頼る鎧武者がペンを手に光の中から現れる女神
を迎えるところが描かれています。「森の賢者」梟（ふ
くろう）も…武力に基づく封建社会を西洋文化の「知」
の力で変えていこうという姿を表しています。ここは、
かつて東京湾も見えたという三田の山…赤レンガの八
角塔が印象的な慶應義塾大学図書館旧館です。こ
のステンドグラス、大正４年に完成しましたが、昭和２０
年５月の空襲のとき「武力」で粉 に々破壊されました。
しかし、最初のステンドグラスを造った人 の々熱い想い
を受け継ぎ、昭和４９年に見事に復活を遂げたのです。�
　『ペンは剣よりも強し』時代を超えて受け継がれたメ
ッセージ。今の時代を生きる我 に々対しても、あらため
てその意味を問いかけています。�
　図書館旧館の前庭には、「還らざる学友の碑」と「平
和来」という像があります。先の戦争で逝った多くの
学友を偲び、平和を願って建てられたものです。彼ら
の情熱や希望、未来は爆弾や銃弾などに奪われてし
まいました。彼らの志に想いをめぐらせて、あらためて
平和な世界を求めていきたいですね。�

  慶應義塾と三田のまちが出会った。学
生と地域の、背伸びしない自然体での交
流の輪が広がっています。「三田の家」
はそんな場所です。�
  いまどきのご近所つきあいのきっかけを
創りたい。できることをしあう。それは貨
幣交換ではなく、思いやりと能力の交換。
「三田の家」は、学生、地域住民、商
店主、留学生、在勤者等が、日頃の役
割を離れ自由に交流できる「教室」と「居
酒屋」の中間的な場をイメージしているそうです。絵や彫刻などの「物」ではなく、人と
人との関わりで創り出すアートからコミュニティを構築していく、これを自分と関わりのある
まちでやってみたいという発想から、坂倉杏介さん（慶大デジタルメディア・コンテンツ統
合研究機構助手）は動き出しました。知り合いのいなかった三田の地で、ホームページ
から三田商店街振興組合の方と出会い、空き家を借りて改装。「天井の和紙は、小麦
粉を水で溶いたのりで貼ったんですよ」。家の内外随所に、多くの人が携わって創った
ぬくもりが感じられます。２００６年１０月から始まり半年間は試運転状態ですが、子供の宿
題をみたり、商店街のイベントを手伝ったりとちらほら地域の人も集まってきます。春先ネッ
ト公開を目指し、商店街コマーシャルの作成・コンテストも考えているとのこと。情報コン
テンツを学ぶ学生と商店主の新たな交流も進んでいます。「この家の理想像は？」という
質問に、「（試行錯誤しながら追い求める）さまざまな人の理想の集合体でしょうか」と
いう回答が、来る人を拒まぬ「三田の家」の温かさの素かもしれません。�

　賑やかな表通りから銀杏稲
荷大明神を曲がると、落ち着
いた街の雰囲気に溶け込む
「東京さぬき倶楽部」が見え
てきます。香川県の魅力を伝
えるこの「さぬき倶楽部」は
宿泊やお食事も気軽に楽しむ
ことができます。会館は１９７２年に建築され、国立能楽堂の
設計でも知られる大江宏氏によるものです。中に入ると吹抜け
の開放的なロビーがあり、ここでは香川県ゆかりの作家の芸術
作品に出会えます。常設展示のかわいらしい童画は「まんが
日本昔ばなし」の原作者・池原昭治氏の作品、ロビーに使用
されている椅子は木工作家で建築家のジョージ・ナカシマ氏
の作品です。ナカシマ氏の作品は、国内では東京国立近代
美術館などに僅かにみられるだけで貴重なものです。緑の

深い日本庭園を眺めながら、心地良い椅
子に身を任せているとゆったりとくつろげます。
庭園内には渡辺綱が尊崇したという「御
田八幡宮旧蹟」と伝承される箇所があり、
実際に見ることもできます。三田の風情を
背景に「さぬき倶楽部」の文化や感性を
味わうひとときはいかがでしょうか。　　
　　　　　　　　　　　（桑原庸嘉子）�
ホームページ http://www.sanuki-club.com/

『慶應義塾大学教養研究センター学術フロンティアインターキャンパス構築プロジェクト』
http://mita.inter-c.org/�
注）「三田の家」のオープン日時は不定期のため、ネット上で確認をお願いします。�

　図書館旧館の外壁には時計があり

ます。この時計の文字盤には数字が

ありません。かわりに「ときは過ぎ

行く」つまり「光陰矢の如し」とい

う意味の１１文字のラテン語が時を

表しています。１２時にあたる部分に

は砂時計があります。一味違った時

計塔です。�

風格のある門構え�

椅子のおいてあるロビーは�
くつろぎのスペースです�
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オーストラリア大使館。近代的な建物は、�
１９９０年に改築されたものです�

イタリア大使館。忠臣蔵の大石主税等ゆかり�
の地でもあります�

ふ頭からの眺めです。夜はお台場の観覧車�
がライトアップされてとても美しいです�

ふ頭の入り口の広場です。大きなマス�
トが目印です�

元気いっぱいの“芝っこダンサーズ”。ステージ発表の後、柳通りを元気にパレード� 出店数は３０を超え、完売店が続出しました�

　「バラの親子」　�

「ふれ愛まつりだ、芝地区！」では、大きなお鍋で２５０人�
分を作りました！�

　三田高校の周りにはいくつもの大使館があり
ます。２つの大使館を訪問し、たくさんのお話
を伺いました。その一部を紹介します。�
オーストラリア大使館：１９４０年に設立され
た当時から現在の三田に位置し、当時は公
使館と呼ばれていました。「オーストラリアの見
所は１６ヶ所の世界遺産、オペラハウス（外
見だけでなく実際の演奏も聴いてほしいです
ね）などです」「オーストラリアの英語はアメリカとイギリスの中間的な英語で
すが、自国特有の言葉も増えましたよ」等のコメントをいただきました。�
イタリア大使館：１９３２年、この元松方公爵邸に移転してきました。現在
の事務棟は２００４年に再建されたものです。日本ときいて何を連想するかた
ずねてみました。「最近ではイタリアでも寿司を扱う店が増えて定着してきて
います」「日本人観光客は静かですね」。なお、前号でお伝えした、綱の
手引き坂で大使館の人がスキーをしたという話については、「大使館員は３
～４年で代わるため、昔のことはわからない」とのことでした。残念。�
　大使館訪問は楽しみでもあり、緊張する取材でもありました。正直、これ
まで大使館についてよく知りませんでしたが、取材を通して大使館の役割―
相手国における自国の代表、相手国の状況を自国に伝える、ビザの発行な
ど―がわかりました。大使館の方は、そうした役割について「両国間の関

係を良くするためです」と真摯な表情
でお話してくれました。取材予約・訪
問・通訳の方を介してのインタビュー、
１つ１つに新鮮な驚きを感じ、雰囲気だ
けでも本当に外国に行ったような気分に
なれました。�
（内山理美 /福智葉津希 /大島菜摘 / 宮本亮 /
　嶋田康平 /柳井未奈人 /見月健一郎）�

　授業中に響く汽笛…その音に誘われて、
今回は竹芝ふ頭＆船舶について調べました。�
　まず昭和９年に竹芝ふ頭が、更に平成７
年に客船ターミナルの全ゾーンが海を埋め立
てて完成しました。朝には眩しい陽光が降り
注ぎ、日没後は夜景が美しい公園（竹芝ふ
頭公園、海岸１丁目）は、特におすすめの
スポットです。朝夕にランニングするもよし、
恋人とデートするもよし、憩いの場として楽し
めます。ここは年に何度もテレビ番組のロケ
地として使われ、取材に訪れた日も偶然、年末番組の撮影がありました。�
　竹芝ふ頭では、船旅を終えて、大きな荷物を持った人 を々見かけます。こ
こからは、大島をはじめ、新島、式根島…遠いところで小笠原まで行きます。�
　芝商業高校にとても近いのに芝商生があまり知らない船について、東海
汽船さんにお話を伺いました。船は大型船と高速船とでは、大きさも行き先
も違います。また、関係会社の船もあるそうです。�
　「船は天候が運航に大きく影響し、欠航時の振替は本当に大変ですが、
働いていてうれしいことは、お客様が船旅を楽しみ喜んでくれることです」と、

広報宣伝室長の矢田様は熱く語ってくだ
さいました。最後に「船はいいですよ。
船旅の楽しさと、同じ東京である島々の
美しい自然に是非会いに行ってみてくだ
さい」とのメッセージがありました。�
　いかがですか。知られざる「海岸」
の素晴らしさを是非一度…。今回の取
材は豪華客船「かめりあ丸」の中でお
話を伺い、時間を忘れる程、楽しいひと
ときでした。（小林孝菜 / 谷崎優子）�
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　去る１１月１８日（土）「ふれ愛まつりだ、芝地区！」
が、福祉プラザさくら川（新橋６丁目）をメイン会
場に、塩釜公園までの柳通り一帯で開催されまし
た。秋晴れのもと、地元町会をはじめ、企業、
ＮＰＯ団体、愛宕警察署、芝消防署の協力を得
て、盛大に行われました。�
　屋台も早 に々売り切れが出るなど大人気。子ど
もに嬉しいイベントも多く、タイル遊び、はしご車・
消防服で乗れるミニ消防カー、パトカーや白バイ
への試乗。写真撮影もでき、子どもたちは満足げ
な表情でした。お祭りの最後は芝っこダンス。港
区歌をアレンジした曲に合わせた振付けを、芝地
区内３つの児童館の子どもたちが一生懸命練習
してきました。このお祭りがお披露目です。『芝っ
こダンサーズ』元気いっぱいに踊ってくれました。�

　さくら川の会場では、芝地
区のマーク・マスコットの応
募作品が展示され、大賞作
品が発表されました。かわい
いイラストや、芝地区の地図
（表紙の地図）を図案化した
様々な作品が集まりました。
大賞は、芝在住の田川啓次郎さんの「バラの親子」
です。区の花である「バラ」をモチーフにした作品。

ご応募い
ただいた
皆さんあり
がとうござ
いました。�

　風邪をひきやすいこの時期を乗り切るためには、体
力（免疫力）をつけることが大切です。日々の体力に
は、十分な睡眠とバランスのとれた食事が重要です。
食事は、主食・主菜・副菜を組み合わせて、たんぱ
く質、ビタミンなどの栄養のバランスに気をつけまし
ょう。一食でも抜くと必要な栄養量がなかなか保てま
せん。ご紹介する『芝っこ鍋』は、野菜やきのこがた
っぷり入って、食物繊維が多く摂れるメニューです。
カロリーも思ったほど高くありません。ひと鍋で主菜、
副菜が一緒に召し上がれます。ご飯を入れて雑炊にす
れば、主食も揃います。最後にみかん（果物）を食
べて、さっぱりと。温かい鍋を囲んで会話もはずむ冬
のメニューです。�

　芝っこ鍋　レシピ　4人分�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

作　り　方�

①鶏肉は一口サイズに切る�
②各野菜も食べやすい一口サ
イズに切る�
③大きめの鍋に、水を8分目
ほど入れ、沸騰させる�
④だしの素、鶏肉を入れる　
野菜を入れひと煮立ちさせる�
⑤すりおろしたしょうがを加える�
⑥しょうゆ、料理酒、しおを
入れ、味を整える�
⑦お好みで、七味とうがらしをかけていただく�
※野菜、味付けはお好みで調節してください�

大使館を訪ねて…� 三田高校� 芝商業高校�陽光がまぶしい！�
おすすめスポット竹芝ふ頭�

前回から引き続き、都立三田高等学校・都立芝商業高等学校２つの高校が、
記事を担当しました。今回のテーマは『大使館訪問』そして『竹芝ふ頭』です。�

報 告�

芝地区をみんなで知ってふれあおう！�

「芝っこ鍋」のような、料理レシピを募集しています。自慢料理・思い出の味等、レシピやエピ
ソードを芝地区総合支所地区政策課宛にお寄せください。誌面にてご紹介させていただきます。�
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芝公園の午後。季節が変わると、また違う雰囲気になります�

発展会会長の高木さん�

雨でも協力しながら植えていきました�

開始時、記念に一枚�

写真/桑原庸嘉子�

商品の一例です（マドレーヌ、くるみクッキー、ごま
クッキー）。他に、ランチョンマット、押し花ハガキ、
携帯ストラップなど手作り商品があります�

  大正１０年開業以来変わらぬ建物、番台。三田1丁
目、住宅街の中にある小山湯は、どこか懐かしさを感
じさせる佇まいです。昭和３９年に営業を受け継いでか
ら柱の修繕や補強はしたものの、天井・壁や番台・
傘入れ等の設備も全て昔のまま残っているからでしょうか。�
　ご主人曰く、周りの町並みや住む人 も々この４０年ほと
んど変わっておらず、現在進行中の再開発が初めての
大きな変化になるとのこと。しかし、再開発の波が小山
湯のある土地に及ぶ前に看板を下ろすことが決まりました。�
  お湯を沸かす原料となる重油の値段が高騰し、また、

風呂場のある家が増えて銭湯に来る人が減り、２０年
前のピーク時は毎日３００人近くが利用して賑わっていた
お風呂も、現在は１日のお客さんが５０人程とか。「いつ
廃業するか（まだ決まっていませんが）、もう時間の問
題だねぇ」と話すご主人ですが、来てくれるお客さん
がいるうちはできる限り営業を続けるつもりだそうです。
（取材：平成１８年１１月）�
※営業日等については、下記ホームページでご確認ください�
�
　詳細は港区浴場組合　http://www.0268.com

　芝地区を、もっと知りたい・いろんなことを考えたい・役立つことをしたい。昨年
６月に公募したメンバー２６名で発足した「芝会議」は、月1回のペースで会議を
開催し、活発な意見交換をしています。７月からは２つの部会で、それぞれ独自
の活動が始まっています。�
　一つは「まちの魅力発掘部会」。芝地区にある隠れた魅力を発掘し、多くの皆
さんに広く知ってもらおうという趣旨で発足した部会です。芝地区の名所や残した
い名物（建物、技術）等を調べ、今後、どのようにして「魅力の創造」「情報
の発信」の方策へと展開していくか考えています。�
　もう一つは「安全、安心、住みつづけられるまち部会」。芝地区に住む人や、
これから住もうと思っている人たちが、芝地区を「ふるさと」だと思えるような「まち」
をつくるにはどうしたらよいかを考えていく部会です。例えば、芝地区独自のタバコ
ルールに関する啓発活動の展開や、地域の安全・安心を考える方法についての
検討など、今年度中に目に見える結果を出そうと、メンバー全員がんばっています。�
　今後、新たに芝会議メンバーを募集する予定です。詳細は「広報みなと」２月
２１日号に掲載します。�

　芝地区の昼間人口は、夜間の１０倍以上だとい
う。地元の方よりも１桁多い人が芝地区に通勤（通
学等含む）していることになる。私もその通勤者の
１人だ。通勤者から見ても、芝地区には多くの魅
力がある。�
　例えば芝公園。ここは、都会の中にあって季節
を感じることができる「オアシス」だ。丸山古墳の
登り道などは、高尾山か丹沢のハイキングコースに
迷い込んだかのような錯覚さえ覚える。自然と触れ
あうことのないビルで一日中勤務するのは辛い。昼
休みに芝公園を訪れるとほっとする。素晴らしい公
園があり、地元の方は恵まれているなぁ、と思う。�
　そんな話を地元の方にしたら、「芝公園はね、
昔はもっともっと大きな公園だったんだよ。増上寺が

外されたり、他にもいろいろなものができて抜け殻
みたいになっちゃったけれどね。整備されるたびに、
緑も少しずつ減っているような気がする。いろいろ
なものに取られてそのうちなくなりはしないか、心配
なんだよ」との答え。通勤者には見えない地元の「心
配」が伝わってきた。�
　逆に、通勤者にしか見えていないこともある。例
えば、田町駅改札内に「キョロスク」というキョロ
ちゃんグッズを（も）扱う国内唯一という珍品キオスク
があった（残念ながら昨年９月末に改装され別の店
になってしまった）。通勤者にとっては日常の風景
だが、地元の方にはあまり知られていなかった。�
　「外から見た芝地区」と「中から見た芝地区」
は違う。いや、一口に「芝地区」と言っても、地

域ごとに特色がある。視点の違う様 な々人々が交
流することで、互いに見えていなかった芝地区の
魅力や課題を再発見することができるのではないか。
逆に、芝地区の魅力を接点に、新たな交流が生
じるのではないか。芝会議「まちの魅力発掘部会」
に参加しながら、そんなことを夢見ている。�
　　　　　　　　　　　　　　　　（佐多直明）�

平成１６年５月、港区役所１階ロビーに
オープンした、港区福祉売店「はなみず

き」をご存知ですか？�
　港区内にある８つの障害者団体が製造して
いるクッキー、しおり、バッグ、織物などを販売・
展示しています。販売・運営は港区の委託に
より、港区障害者事業団が行っています。�
　現在は５名の障害者の方達が働いています。「『ゆっくりでいいよ』と声をかけ
てくれたときや障害があることを理解してくれていることを感じたときは、お客様の
暖かみを感じることができてうれしいです。お客様がいないことが一番さみしいの
で、区役所にいらしたときは、ぜひ足をとめて見てください」と話してくれました。�
（営業時間　９：３０～１６：３０　土・日・休日・年末年始は休業）�

皆さんの心に残る場所・大切にしたいものは何ですか？昔から変わらない路地裏、思い出の場所、
これからも残し続けたい芝地区のいいところ……写真を募集します。�
ご応募は芝地区総合支所地区政策課まで。お待ちしています。�

芝地区「心の風景」写真募集�

　昨秋、雨が降り寒さが増す中「新
橋赤レンガ通り発展会（以下、発
展会）」の方々がやる気マンマンで
花植え作業をスタート！！�
　「結構、泥遊びは楽しいですね」
「雨の中、一生懸命やってまちが華
やかになり達成感があります」との
コメントもちらほら。�
　今回、アドプト活動を実践した発
展会は昭和５４年から赤レンガ通り
の美化活動をする目的で結成され
た会です。このアドプト活動の他にも、
様 な々活性化活動を行い、今年は
東京商工会議所から都内で４つの
商店街が選ばれた特別賞を受賞。
なんと港区ではこの新橋赤レンガ通
り発展会だけです！�
　発展会会長の高木さんは「今ま
での活動は男性達ががんばるイメー
ジが強かったのですが、レディース会
を作ったところ、なごやかな雰囲気に
なり、女性の目線からまちをきれいに
する声を聞けるようになりました。この
花植え作業もレディース会の提案で

始まったのですよ」
とのお話をしてく
ださいました。�
　花植え作業は
今回４回目という
事もあり、赤レン

ガ通りの街路樹下へのビ
オラ約５５０株の植え付け作
業もお手の物。花植え作業が
終わったその後、発展会の皆さん
は港区商店グランプリで区長賞を受
賞した「アイリッシュタイムス」でワイ
ワイと座談会を続けたのでした…。�

　この花植え作業は、芝地区地域情報

誌の2号誌で紹介したアドプト活動です。

発展会は港区と協定を結び赤レンガ通り

を自分達の養子（adopt:アドプト）とし

ており、草花の維持管理をしています。

港区では草花支給や清掃用具貸し出しな

どを行っています。アドプト活動に興味

のある方は芝地区総合支所地区活動推

進課土木係までお問い合わせください。�

芝地区の魅力　　在勤者の思い�

アドプト活動�自分たちの手で花いっぱいの美しいまちに…� 心のこもった「手作り」の商品がいっぱい！�港区福祉売店「はなみずき」�

芝会議�まちの魅力を再発見！住みよい「まちづくり」を提案します�

作品�
募集�

小山湯�小山湯�～なつかしい町の風情～�心の風景�
芝地区�
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葉も茎も食べられる翠王（すいおう）。�
こんな色をしています�

芝児童館チーム、全員で記念写真。銀メダルが光る！�

被害者やご家族の相談窓口です。�

迷わずに　勇気を出して　相談してください�
TEL ０３-３５９７-７８３０（月～金　８：３０から１７：１５まで）�
FAX ０３-３５９２-６８４０（２４時間受付）�

※匿名でも相談できます。秘密は厳守します。�
　お気軽に相談ください。�
�
愛宕警察署�

港区芝地区総合支所地区政策課　　問い合わせ・連絡先�

所在地：〒１０５-８５１１　東京都港区芝公園１丁目５番２５号（港区役所２階）�
電　話：０３-３５７８-３１９１　　FAX：０３-３５７８-３１８０�
ホームページ：http://www.city.minato.tokyo.jp/sisyo/siba/

ヒートアイランド対策�

８０周年を迎えました　　　　　　　赤羽小学校�

障害者控除・特別障害者控除の対象者認定のお知らせ�

芝児童館「銀メダル」／新橋児童館「銅メダル」�

芝地区地域情報誌は、芝地区総合支所【芝、海岸1丁目、東新橋、新橋、
西新橋、三田1～3丁目、浜松町、芝大門、芝公園、虎ノ門、愛宕】内の
地域の方にお届けしているほか、地区内各施設にて配布しています。�

今号から、地域情報誌作成に芝会議のメンバーが参加しています。よろしく
お願いします。　　中原 晃治／渡辺 芳子／桑原 庸嘉子／佐多 直明�

　スポーツセンターで児童館対抗の
ドッジボール選手権が行われ、芝
地区から芝、新橋の２チームが出
場しました。（平成１８年１１月２２日）�
　大会２日前の芝児童館、小雨の
夕方にも関わらず半そでで練習する
選手も。高学年がそろうと合同練
習開始。「ほら固まらないで広がっ
て！」と指示が飛ぶ。異なる年齢
の子どもが一緒に外でドッジボール、
いまや貴重な機会かもしれません。
女子１人を含む低学年チームの目
標は「優勝！かなぁ？」ちょっと遠慮
気味だけれど、元気満々、期待
大です。５年生で編制された高学
年チームは入念なパス回しの練習
です。４年生で出場した昨年の大
会、６年生相手に全敗した雪辱に
燃えています。�
　大会は低学年、高学年とも１１チ
ームが参加。３ブロックに分かれて

総当り戦、１位の３チームで決勝リ
ーグを行う本格的なもの。低学年
の部、芝は全勝で予選突破、新
橋は残念ながら予選敗退です。高
学年の部は芝、新橋ともに決勝へ
進出しました。まずは低学年、赤
坂に快勝した芝は第２戦に予選全
勝の朝日と対戦…内野に残った最
後の選手、至近距離からの強烈な
ボールも執念のキャッチ！と思った瞬
間、ボールはコートに…自力優勝を
逃しました。彼の目には悔し涙がキ
ラリ…朝日は次戦も勝ち優勝、芝
は２位に。金メダルは高学年チーム
に託されました。予選を全勝で突
破した芝ですが、朝日に圧倒され１
敗…続く新橋も敗れ、朝日がアベッ
ク優勝。２位を賭けた第３試合は引
分け再試合の熱戦の末、芝が６－
５で勝利しＷ銀メダル獲得。「朝日
は６年生チームだから…来年は僕ら

が勝つよ」１年間のパワー
アップが楽しみです。どの
チームも元気に声を出し、
激しくプレーしている姿に大
感動！来年こそ芝地区から
優勝を。�

　赤羽小学校（三田１丁目）が開校８０周年を迎えました。今年度は、
運動会・赤羽フェスタ・児童記念集会・記念式典・祝賀会など、８０
周年に合わせて様々な行事が行われてきました。また、保護者・同窓
生の方々の協力を得て、資料展示室がリニューアルしました。８０年の歴
史を示す写真や資料、そして現在通っている小学生が調べた赤羽小の
姿が展示されています。これからも、元気な子どもたちとともに歴史を刻
んでいく赤羽小です。�

　サツマイモの葉っぱって、食べ
たことありますか？三田３丁目のオ
フィスビル屋上で、ヒートアイランド
対策の効果を検証すべくサツマ
イモの栽培が行われました。今
回は、緑化効果増大とゴミ減量
を狙って葉が大きく、さらに葉も
茎も食べられる翠王という品種が
栽培されました。ヒートアイランド
対策として高い効果が実証され
たうえ、約１００ｋｇも収穫でき、ビ
ルのみなさんで美味しくいただい

たとのことです。「今年は地域の
みなさんにも環境学習・体験学
習として参加できる機会が作れれ
ば（ＮＴＴファシリティーズ広報室）」
とのことでした。秋には、地上３０
ｍのイモ掘りが体験できるかも？�
�

　障害者手帳をお持ちでない高
齢者（６５歳以上）でも、区が障
害者に準ずると認定した方は、
所得税や住民税の所得控除とし
て障害者控除の適用が受けられ
ます。対象者認定を申請するには、

一定の要件（要介護１～５の認定
を受けている方など）が必要になり
ます。�
　申請の方法や認定の対象要件
について、詳しくは下記にお問い
合わせください。�

障害者控除：�
所得税２７万円、住民税２６万円�

特別障害者控除：�
所得税４０万円、住民税３０万円�

問い合わせ：�
芝地区総合支所�
くらし応援課保健福祉係�
TEL ０３－３５７８－３１６１�
※麻布・赤坂・高輪・芝浦港南の各�
地区総合支所でも取り扱っています�

芝地区編集委員�

決勝トーナメント対戦表�

低学年の部（１～３年生）�
朝日児童館�
芝児童館�
赤坂児童館�
�
高学年の部（４～６年生）�
朝日児童館�
芝児童館�
新橋児童館�

芝�
○�
�
 ×�
   �
芝�
○�
　�
△× �

赤坂�
○�
○�
�
�
新橋�
○�
△○�

朝日�
　�
×�
×�
   �
朝日�
　�
×�
×�
�

大江戸線　赤羽橋駅�

警視庁犯罪被害者ホットライン�

慶應義塾大学�

小山湯� 東京さぬき倶楽部�

オーストラリア大使館�
イタリア大使館�

三田の家�

三田高�

芝公園�

至内幸町�

至新橋�

至品川�

増上寺�

赤羽小�

赤羽橋�

中之橋�
赤羽橋南�

札の辻�

慶大正門前�
三田4

文�
文�

表紙で取り上げた三田エリアのマップです�
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