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『芝地区地域情報誌』は、地域の皆さんとともに創る情報誌です。芝地区の「いい話」を紹介したり、様々な行事や
活動の情報を交換したり、地域の皆さんと一緒に地域のことを考えていく場として、地域情報誌を発行しています。
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芝公園1〜4丁目は、芝地区のほぼ中央に位置し、
公園のほか東京タワーや増上寺など著名なスポッ
トがある街です。明治6年（1873）に増上寺や金地
院などを含めた地域が、東京で最初の公園の一つ
三田
1〜3

に認定されたため、公園名がそのまま町名になっ
たと言われています。芝公園はその名の通り、緑
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豊かな都会のオアシスです。
第１３号の表紙は

芝公園

芝公園『もみじ谷』

秋風に揺れる金色のカーテン…

エリアの話題
です

写真は、東京タワーに隣接した都立芝公園の『もみじ谷』です。
もみじ谷には、谷の地形とともに滝や小川、木々などの自然が
残されており、
「本当にここは現代の都心なのだろうか」とタイ
ムスリップした感覚になります。季節は秋真っ盛り、夏の青々と
した木々の緑が黄金に色づき、秋風に揺れる金色のカーテンと
いった雰囲気です。秋の爽やかな季節を味わいに、散歩に出か
けてみませんか。
都立芝公園
芝公園1〜4丁目

紅葉のころの風景

ゆうよしょうそうしょうにん

明徳4年（１３９３）酉誉聖聰上人が江

ています。左右には１８世紀前半までに

戸貝塚（現千代田区紀尾井町）に創建

制作されたと推測される阿吽の仁王

したと伝わる増上寺は、徳川家康公の

像が安置されています。

入府による江戸城拡張とともに､慶長
3年（１５９８）に現在の地に移転しました。

港区議会議会棟の入り口に
二つの女性像

あ うん

往時の面影を残すこれらの門のほ
かに、東京プリンスホテルの駐車場の

浄土宗の大本山であり、
また徳川家の

片隅にも二つの門があります。8代将

菩提寺として知られ、6人の将軍が埋

軍徳川吉宗が建立した有章院（7代将

港区役所の南隣りに港区議会議会

葬されています。一部を残し昭和２０年

軍徳川家継の院号）霊廟二天門は、右

棟があります。区役所と違ってその中

(１９４５)の戦災で多くの建造物を焼失

に多聞天、左に広目天を配し、門の内

に入ったことがない…という人も多い

しましたが、昭和４６年（１９７１）から本

側に残る朱や金箔等にかつての豪華

のではないでしょうか。その入り口近

格的な復旧が始まり､昭和４９年（１９７４）

さを残しています。もう一つは地名に

くに、2体のブロンズ像がひっそり立っ

に大殿が再建されました。

もなっている御成門です。増上寺の裏

ています。一つはアントワーヌ・ブール

日比谷通りを歩くと焼失を免れたい

門として将軍の参詣の際に使われた

デル作「高貴な重荷」。もう一つは舟越

くつかの門に出会えます。増上寺の正

もので、当初は御成門交差点の位置に

保武作「杏（あんず）」
です。

面にそびえ立つ三解脱門（三門）は国

ありました。明治２５年（１８９２）、新政府

さんげだつ

たもんてん

こうもくてん

の重要文化財に指定されています。こ

による道路整備計画である東京市区

れをくぐると三つの煩悩（むさぼり・い

改正計画で、内幸町から芝園橋に至る

かり・おろかさ）を解脱できるという現

道路が新設された時に、現在の場所に

在の三門は、元和8年（１６２２）に建てら

移されたものです。晩秋、色もあせ時

れたと伝えられ、大造営された当時の

の流れに身を任すように立つこれらの

姿を残しています。上層内部には､都

門に無常を感じました。

有形文化財の、釈迦三尊像と十六羅漢

●高貴な重荷／ブールデル ●杏（あんず）／舟越保武

赤ちゃんを抱えたひとりの身重の女性
を見かけ、彼女の姿の気高さに胸打た
れて制作にかかったということです。
頭上の籠には、
さまざまな果物が見え、

けてくれる作品ではないでしょうか。
「杏」
の作者の舟越保武
（1912-2002）

籠全体の大きさは少なくとも彼女の頭

は岩手県生まれ。戦後カトリックに帰

の2倍はありそうです。彼女の表情が、

依し、キリスト教的な作品も多く手が

心持ち苦しそうに見えるのは私だけ

けました。その一つ「長崎26殉教者記

また増上寺山内

朝日を見ました。変わるものと変わら

でしょうか。127cmの像から、生きる

念像」は、第5回高村光太郎賞を受賞し

の南端には､修理

ないもの、古い木造建築と超近代的な

ことの重みを全身でしっかり受け止め、

ました。東京芸術大学や多摩美術大学

が完了し往時の姿

高層ビルが混在するこの街に今生き

前に進む女性の力強さが伝わってき

で後進の指導にもあたった人物です。

が復元された､旧

ている私たちは､どのような 文化遺産

ます。

台徳院霊廟惣門

を次代に残せるのか。２００年、
３００年

が あります 。2 代
将軍徳川秀忠の
墓所で、芝の徳川

せてくれる2つの像。区役所へ行くこ

後にこの時代はどのように評価される

られた女性像は、胸を張って、
スラリと

とがあったら、隣のビルをちょっとの

のか、
ふと考えさせられました。

まっすぐ立っています。髪の毛は束ね

ぞいてみるのも面白いでしょう。

〔文・写真 ■ 岩崎 秀顕〕

戦災で焼失し、今
は惣門だけが残っ

られ、動きのあるものは取り除かれて

〔文・写真 ■ 伊藤 泰子〕

いるように見えます。120cmのその姿
は清潔感にあふれ、可憐でありながら、

規模が大きなもの
でしたが、霊廟は

女性の強さ、美しさを切り取って見

もう一つの「杏（あんず）」と名づけ

家霊廟の中で最も

御成門

ある日、頭に大きな荷物を乗せ右手に

の超高層ビルの間から差し込んでくる

像が当時のまま安置されています。

三解脱門（三門）

増上寺の境内から三門を出て、汐留

「 高 貴 な 重 荷 」の 作 者ブ ー ル デ ル
（1861-1929）は南フランス生まれ。

増上寺
芝公園4-7-35

7ページでは掲載記事の所在地を地図上でご案内しています！

怖いものは何もないという若さや純
粋さというオーラを発散しているよう
に思いました。観る人の心の状態や年
齢によって、いろいろなことを語りか

港区議会議会棟
芝公園1-5-25
●月〜金 8時30分〜17時15分（土・日・祝日休）
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生姜の風味漂う
和菓子の伝統

と も え

鞆絵小学校ありがとう
9月26日（土）、お別れの会に約300名の卒業生が集う

芝神明 榮太楼・4代目店主

さまざまな分野でご活躍されている
芝地区の皆さんをご紹介します

うち だ

よし ひ こ

内田 吉彦

4代目店主の内田吉彦さん

お茶請けに和菓子をいただくと心が和んできます。
季節感や花鳥風月を彩りと形に具現化した日本人
の美意識を表している和菓子は、冠婚葬祭や年中
行事、家族の記念日には欠かせない一品です。
芝神明神社参道前に店を構える｢芝神明 榮太楼」
4代目店主の内田吉彦さんは、代々伝わる和菓子と
自らの創作和菓子をすべて手作りで提供しています。
「決して手を抜いてはいけないと、先代から受け
継ぎましたので常に念頭においています。人が作る
ものなので商品の出来具合に波があるのはやむを
得ないことですが、できるだけ波の幅を小さくする
ことが大切なんです。千個作った和菓子でも、買う
人にとっては1分の1であるというのを忘れないこと
がスタンスですね」
仕事に対する厳しさを内に秘めながらも和菓子
のように甘く穏やかな人柄は、昔からのお客さん
とのお付き合いを大切にしつつ、新しいお客さん
を増やしていることからも、うかがい知ることが
できます。
江戸の頃より｢だらだら祭り｣で有名な9月の芝

鞆絵小学校が西久保巴町４５番地から現在地に移転したのは関東大震災の翌年のことで、当時としては近
代的な鉄筋コンクリート3階建てでした。昭和４６年（１９７１）に現在残っている校舎に建て替えられ、平成3
年（１９９１）には御成門小学校に統廃合された後、校舎は１８年の間さまざまな区施設として活用され、つい
に取り壊されることになりました。今後は、気象庁や港区教育センター施設に生まれ変わります。

さん
榮太楼の外観

物を練り込んだ｢季節の香り｣の3種をそれぞれ小
さな籠に入れた、かわいらしくも粋な一口大のも
ち菓子を考案されました。完成するまで5年がかり
だったそうで、長年の努力と熱い思いも練り込まれ
ています。
そのほか、初代創業者の長吉氏と地元の縁で親
交があった明治の文豪、尾崎紅葉に名づけてもら
った最中など、商品はすべて全国から吟味した高
級素材を使い、
素材本来の本物の味を出しています。
｢和菓子は昔から日本人の心であり文化です。こ
れを責任をもって守っていき、伝統を繋いでいくの
が私の使命です｣と語る内田さんの心意気が、和菓
子を一層味わい深くしています。

大神宮例大祭では生姜を売る店が並び、別名｢生姜
祭り｣とか｢生姜市｣とも呼ばれています。この辺り
一帯は昔生姜畑だったことからの由縁でしょう。内
田さんはこの地の名産を広く知ってもらいたい、後
ぎゅう ひ
世に伝えたいという思いから、求肥に金時生姜と
白胡麻を練り込み和三盆で味付けした｢生姜｣を創
作されました。ほかに沖縄県宮古列島の多良間島
で採れるサトウキビを練り込んだ｢黒糖｣、季節の果
丹精込めて
作られた
和菓子

■多くの卒業生たち

左から櫻井清さん、栗原ゆきさん、張替富江さん

〔文 ■ 千葉 みな子〕

開校から120年の間、鞆絵小学校は
多くの卒業生を送り出しました。当日集
まった卒業者の年齢は幅広く、昭和5年
度卒の栗原ゆきさんは91歳、6年度卒
櫻井清さん、10年度卒の張替富江さん
も元気に出席しました。27年度卒元フ
ジテレビアナウンサーの露木茂さんは
「沼
津臨海学校へはお米持参で行きました」
。
28年度卒の枡井さんは「どうしても鞆
絵小で学びたいと越境しました」。32年
度卒グループは、
「 3年間担任が変わら
なかったのでまとまりがよく、今も集ま
っています」
ということです。

■思い出の品

芝神明 榮太楼
芝大門1-4-14
TEL 03-3431-2211

昭和46年に埋めたタイムカプセルの
発掘を待っていたのは伊波憲一さん、中
田成徳さん、杉本等さんたち。カプセル
は見つからず、カプセルの担当だった伊

思い出の詰まったビンを開封

●9時〜19時
（土曜14時まで）
●日曜／祝日定休
（8月のみ土曜定休）

児童数の推移
（人）

藤先生が校内資料室に保管してあった
茶色のビン3つを探してくださり、開封
したところ、中には、当時の新聞、記念の
砂時計などに交じって6年1組の習字が
納まっていました。
平成3年のタイムカプセルの開封には、
当時の在校生3兄弟田中茂樹さん、敏雄
さん、光康さんが友人と集合しました。
茂樹さんの作文には「バスケットの選手
になりたい」
と将来の夢が。敏雄さん、光
康さんの一番の学校の思い出は120周
年に「人文字をしたこと」
と
「和太鼓をた
たいたこと」
でした。

■ 鞆絵小学校の歴史
鞆絵小学校は明治3年（1870）に仮
小学校第一校として、源流院（増上寺の
子院）
という寺院があった場所に開校し
ました。山本陽一さん（28年度卒）がま
とめた『鞆絵小学校の歴史』には、同時
期に開校した6校と現在の学校名が載
っています。第二校は市ヶ谷、第三校は

牛込、第四校は本郷、第五校は浅草、第
六校は森下。ちなみに第二校は現在の
番町小学校です。
義務教育制度が始まったのは明治時
代で、開校当時は、月謝はかなり高く、限
られた家庭の子どもしか通えなかった
ようです。下表、鞆絵小学校の児童数の
推移と遠足の行き先をみると、都心に生
まれた学校の歴史やその時代の背景が
伝わってきます。
お別れ会を主催した鞆絵会の辻村実
行委員長は、新しい施設に鞆絵小学校
の足跡を残したいと想いを語ってくだ
さいました。
＊取材に協力してくださった皆様、鞆絵会副
実行委員長の横山善朗さん（２３年度卒）、
ありがとうございました。
〔文 ■ 伊藤 泰子／写真 ■ 佐藤 剛志〕

旧鞆絵小学校
虎ノ門3-6-9

１,５００

※現在工事中

遠足の行き先
１,０００

して現在地に転地したそうです。

て提供できたのは、戦時中自らフィリピ

家康は足利幕府の制にならって

ンで日本語教員として従事した経験を

そうろくし

こ

ん

ち

い

ん

５００

けいがん

崇伝を僧録司（禅寺を統轄し、

持つ、先代の第26世住職敬巌和尚の

人事をつかさどった僧職）
として

深い理解によるものでした。以来約半

任命し、寺社奉行の設置以前の

世紀、―ことばは心と心の通じ合い ―

宗教政策を担当させました。崇

の理念のもと、世界各国の幾多の学

０
明 治

大 正

昭

和

平成
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1年生
2年生
3年生
4年生
5年生
6年生

明治４０年以前
山王様の日枝神社
目黒不動尊
品川の海晏寺
新宿の十二社
雑司が谷の鬼子母神
上野の動物園

（『鞆絵 開校百二十周年記念誌』より）

昭和４６年頃
砧ファミリーパーク
こどもの国
多摩川の京王百花園
高尾山
三浦半島観音崎
箱根ニコニコ高原学園

（『鞆絵 世紀をこえて 開校百一周年 記念読本』より）

ばてれん

伝は、
外交文書の作成、
伴天連
（宣

生たちが当院の境内という環境に育ま

教師）追放文（これが鎖国への

れ、
日本語と日本文化を学んできました。

起点となりました）、朝廷幕府間

当院としても国際交流にささやかなが

ぶ け しょは っと

金地院住職・
第２７世徳巌浩道和尚

の斡旋、寺院・公卿・武家諸法度

ら貢献することができたといえましょう」

立案など、幕府立法の基礎作り

と和尚さんは話されました。

に参画したそうです。
さて、
このような金地院の墓域

金地院を訪ねて

に眠る先人たちの中に、江戸時

大使館訪問

オーストラリア大使館

国際化が進む中で、
このように「交
流の基礎」をなし、
日本のことばや文
化を他の国々の人々に知ってもらうこ

わさん か

もみじ

皇居の南西に位置する金地院は、

戸城から移植された紅葉にちなんで

代の和算家會田安明（1747〜1817）、

との大切さを痛感します。ここで学ん

武蔵野台地の東端（飯倉台地）
にあり、

つけられたそうで、
今でも東京タワーの

通称・算左衛門、
号・自在亭がいます。

だ人たちが母国に帰って、次々と花々

ナンシー・ゴードン氏（広報・文化担当）

本田紀子氏（広報担当）

せき

東には伊豆・小笠原諸島の玄関口・竹

すぐ下に美しい もみじ谷 として整

芝桟橋が開けており、古くは縄文・弥

備されています。

生時代の遺跡や、当時は海が迫って
いたという丸山古墳もあり、今でもじっ

彼は山形に生まれ関流の和算家と
20年以上もの間、
著書での論争をした

坂下の東京タワー前交番側にはメ
タセコイアの林が30mの枝を広げて、

ほどの学者で、
著書は数学関係600冊、
他合計2000冊に及び、
特に晩年の「算

を咲かせていることを考えるとなんとす
ばらしいことでしょう。

１９８８年に建国２００年を迎えたオーストラリアは、世界中から移民を受け入れてき

今朝も隣の増上寺の屋根のしゃち

た多様性に富んだ国です。実に、オーストラリア人の4人に1人が、外国の生まれとい

ほこが立ち昇る陽の光に輝き、東京タ

うことです。異文化に対する理解と寛容が自然に備わり、人々は習慣や宗教の違いを

と目を閉じると、海の香りと波の音が聞

その先に芝学園、
正則高校が見えます。

法天生法指南」は代数学の名著とし

ワーも赤く燃えています。金地院が、
そ

超えて、社会を上手に機能させています。政府も移民政策に力を入れ、英語の話せな

こえてくるようです。

また左隣には機械振興会館、聖オル

て広く読まれ、多くの弟子に尊敬され

して日本が新しい文化の発信地であ

い人々に無料レッスンを提供するなどしています。こうした社会が、オーストラリア人

バン教会、聖アンデレ教会が並び、
そ

ました。法名も
「数学院無量自在居士」

りつづけますように…。

の優しい国民性にも繋がっているようです。今回は、大使館参事官（広報・文化担当）

に「東京芝紅葉館」
という会員制料亭

の向かいには2 棟のメソニックビルと東

となんとぴったり。思うに現在の日本に

ができ、戦後そこに東京タワーが建設

京タワーの足もとが見えます。
さらに裏

とって重要な「科学技術の開発」の一

されましたが、
もとは金地院の境内だ

に廻ると芝給水所公園、
オランダ大使

番大切な要素は、會田安明の精神に

ったそうです。
「紅葉館」の由来も、江

館があります。

あるキュリオシティ
（好奇心）の飽くなき

明治になって今の金地院の向かい
こうようかん

金地院の由来を

追求であったことを痛感させられます。

現在の金地院住職
第27世徳巌和尚さ
んにたずねると、徳

東京日本語センターの
開設の成果が今、開花

川家康が京都の南
たっちゅう

禅寺の塔頭（山内

「昭和37年（1962）4月、
当院本堂地

すう

寺院）金地院の崇

下に『東京日本語センター』が開設さ

〔文 ■ 柴崎 賢一／写真 ■ 佐藤 剛志〕

ナンシー・ゴードン氏と、同じく広報担当・本田紀子氏に大変興味深いお話を伺うこと
ができました。インタビューはモダンで近未来的な大使館の一室で行われました。

プロフィール

現在の金地院住職
第27世徳巌浩道和尚（姓松浦）
昭和３２年当院に生まれ、
４５年得度出家。私立
芝学園、
早稲田大学第一文学部日本史学専攻卒、
京都南禅寺専門道場での修行を経て６１年金
地院住職拝命（２７世）。
（財）全日本仏教会評議員、
東京都仏教連合会理事、芝仏教会常任理事、
港区立麻布小学校評議員。

「オーストラリア」というとイギリス連
邦の一員のため、
どうしても白人の英語
社会というイメージが先行します。しかし、
今回お話を伺い、
こうした先入観は一掃
されました。太平洋にある大陸として、
環太平洋・アジアの一員という認識を持
つオーストラリア人が多いそうです。と

※和尚さんは、人を惹きつける魅力を持った
篤実なお人柄でした。

でん
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伝を駿府（静岡）か

れました。現在のように各地に日本語

ら江戸城内に移し、

学校が林立している状況とは違い、
当

江戸金地院の開基

時としてはまさに草わけ的な存在でした。

となり、
その後20年

寺子屋のように境内の一隅を教場とし

区役所のサ ービスや施設・催しの案内は

金地院
芝公園3-5-4
TEL 03-3431-1026

みなとコール がお答え

りわけ、
日本は観光地としても人気が高く、
日本語を習う人々も年々増えてきてい
るそうです。オーストラリアは比較的低
い山が多いので、良質の雪を求めてニ
セコや白馬にスキーに来るオーストラリ
ア人観光客も多く、一方、日本からの旅
行先としても人気があります。驚いたこ
とに、
日本と姉妹都市関係を結んでいる
オーストラリアの都市は１００を超え、両
国の交流は深まるばかりです。

モダン な 建 物 の
大使館には、事務
棟、大使公邸、館
員 官 舎 が 入って
います

します！ TEL

03-5472-3710

オーストラリア大使館
三田2-1-14
TEL 03-5232-4111（代）

年中無休 午前7時〜午後１１時

貿易や産業の点でも、両国の関係は大
変緊密なことを知りました。オージービ
ーフは言うまでもありませんが、なんと
讃岐うどんの原料の小麦粉は９０％がオ
ーストラリアから輸入されているのです。
ビールの原料である大麦も、大半がオー
ストラリアからの輸入です。日本人の食
卓に大変密着しているものばかりですね。
鉄鉱石や石炭なども輸出の上位を占め、
特にオーストラリアから輸入された鉄鉱
石は、
日本の産業の基盤を形成しています。
一方、
ウールマークで有名な羊毛の輸出
は、今は少なくなっています。
さらに戦前には、南洋真珠の採取でも
有名でした。大陸の北西にあるブルー
ムに、和歌山県から真珠を採りに移民し
た人々もいました。移民した日本人は、
現地の方々と結ばれ定住していきました。
また、全人口比に占めるノーベル賞受
賞者の割合も高いことをお伺いしました。
２００５年生理学・医学賞受賞のバリー・
マーシャル博士はピロリ菌の発見で有
名です。日本人のピロリ菌感染率は先進
国の中で際立って高く、
ピロリ菌は胃炎
や胃がんの原因になるといわれています。

マーシャル博士の功績は日本人の胃の
健康に大きく貢献したと言えます。
このように日本とオーストラリアの関
係は想像以上に深く、互いに必要不可欠
なことが分かります。日本駐在2年で日
本語堪能なゴードンさんは、日本の四季
の移り変わりが素晴らしいとおっしゃって
いました。彼女はよく日本各地を旅行さ
れるそうです。今では「東京に戻り、東京
タワーが見えてくるとホッとする」と茶目
っ気たっぷりに話してくださいました。
大使館の広大な敷地には緑がたくさ
ん溢れ、
ここが都心の一角であることを
忘れてしまいそうです。
シドニーやゴールドコーストのみならず、
首都キャンベラなど魅力に尽きないオ
ーストラリア大陸、今すぐにでも出かけ
たくなりました。
駐日オーストラリア大使

マレー･マクレーン氏
のご紹介
２００４年１１月下旬から駐日大
使を務めているマクレーン氏
は、官民問わず活発に交流されています。中
国標準語（北京語）に堪能で、アジア問題を
中心に幅広い経験をお持ちです。趣味は、
ゴ
ルフ、テニス、
クラシック音楽、アジア美術と
多岐に及びます。１９９１年に国際関係におけ
る功績を称えられ、オーストラリア勲章を受
賞されています。

〔文 ■ 小知和 千佳子〕
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文
化

秋は「文化・芸術の秋」ともいわれます。

また、
舞台美術や音楽、
俳優、
演出家など、
色々

基本原理は常に「競争」です。努力を怠る

衣食住の文化へのかかわりはもちろんのこと、読書や音楽、そして演劇など

な才能がお互いに刺激しあいながら創ってい

人は収入も減ります。劇団には毎年70〜80人

心を豊かにしてくれる芸術活動にも積極的にかかわりたい季節です。

く芸術でもあります。数多くの人々の力が集まり、

が入りますが、
同じボリュームで減っていく非

そこから生まれるエネルギーが膨大だからこそ、

常に厳しい世界です。

本誌でも芝地区にある文化・芸術のスポットをご紹介するとともに、

観客に与える感動のインパクトも大きいのです。

そしてその伝承者でもある 人 をクローズアップします。

●演目はどのような基準で
選んでいるのでしょうか？

目の前で俳優が語りかけてくれる…
そこには生身の感動がある

芸
術
特
集

観客の人生をも動かす芸術…
それが演劇
劇団四季 取締役広報宣伝担当
よしだ

ち

よ

劇団四季では、
あらかじめキャストを公表し
ていません。俳優のコンディションや能力に応
じてフレキシブルな配役ができる体制になって
います。考え方の基本にあるのは「相手に勝

演目を選ぶ基準のひとつは、
「人生を生きる

てるチームづくり」をするプロ野球チームと同

感動」
を描いている作品かどうかということです。

じでしょうか。その時の最高のキャストで、
作品

人生には生きる価値があるんだという、
人生に

をお客様にご覧いただく。
「スター」ありきの舞

対してポジティブな作品を選んでいます。同じ

台ではなく、
常に作品がどうあるべきかを考え、

体を通して正しく伝えられ、
そこに人の心が動

作家の作品でも、生きることの喜びを観客に

そこに必要なキャストが出演するのです。そう

かされるという基本的な形は変わっていません。

与えられる作品のみを選びます。話は面白く

すれば一人の人間のスケジュールやコンディ

演劇の感動には心の中に深く残り、
その人の

ても、
単に愉快なだけであるものや、
ネガティブ

ションに左右されることのなく、
常に同じ水準の

人生を変える力があるのです。目の前で、生

な作品は選びません。登場人物の人生を共

舞台が提供できます。一人のスターに頼って

身の俳優が自分に語りかけてくれる、
というア

「明
有することで「カタルシス（※注１）」を味わえ、

しまうと、
『ライオンキング』を11年間連続上演

ナログな感動こそが、演劇という芸術が何世

日も頑張ろう」
と思わせてくれるような作品を提

するといった長期公演は、
まず不可能でしょう。

紀にもわたって受け継がれている理由なので

供していきたいと考えています。

「実力主義」は厳しいものですが、
一方でど

外国の作品を輸入しているケースでは、
日

き

吉田智誉樹 さんに聞く
日本でミュージカルを定着させるのに大きな役割を果たしてい
る劇団四季は、年間３,５００ステージを超える上演回数、俳優・ス
タッフ１,０００名以上を有する日本最大規模の劇団です。
創立は昭和２８年（１９５３）7月１４日。海外のミュージカル作品を上演するだけでなく、
オリジナルミュージカルも上演して人気を集めています。
また、全国に9個所ある専用劇場のうち、港区には4つの劇場が集まっています。
演劇を深く市民社会に根付かせるために、演劇界に新たな潮流を生みだし続ける劇

本人のお客様に理解しやすいものであるかど

努力し続けることができる人には、
常にチャン

うかということも重要です。たとえば、
内容的に

スが与えられているとも言えます。

●舞台芸術において、今と昔とで
大きく変わった点はありますか？

かったものもあります。

根本的なものは変わらないと思います。お

●舞台俳優をどのように育成し、
キャスティングしているのですか？

いただけるという信念のもとに活動してきました。
文学的にすぐれた「作品」こそ、人に感動を

客様がいて、
演者がいて、
感動を与える作品

与えることのできるものであるという
「作品主義」
が、
劇団四季らしさです。
台本に書かれた言葉を重んじ、
文学の中に

もちろん、
新しい演出手法など、
表現は時代

ある感動をダイレクトに観客に伝える方法論を

それとは別に、
劇団で勉強する資格が与えら

によって変化しています。たとえば『ライオンキ

確立していることも大きな特徴といえます。そ

れる研究生が40人ほどいます。研究生は、
一

ング』では、
東洋と西洋の表現の融合がなされ、

の方法を地道に実践することで、
作品自体の

年間無料で充実した施設とシステムの中で、
歌、

マスクやパペット（※注2）で動物を表現するとい

クオリティを保ち続けることができるのです。

間と空間を共有する芸術です。そこにはライ

ダンス、
発声方法などの勉強をすることができ

う新しい手法がとられています。
このようなテク

これからも
「四季らしさ」を大切にすることに

文学や絵画、彫刻などとは異なり、演劇は

ブならではの迫力があります。それが演劇の

ます。ただし、
成長がみられなければ、
その一

ニックの進歩こそありますが、
それはあくまでも

より、
より多くの人の心に感動を与え続けてい

大きな特徴なのではないかと思います。

年で劇団を去ることになります。

テクニックで、
台本に書かれた感動が、
俳優の

きたいと思います。

わ

と

和綴じ本は使えば使うほど

愛着がわく 自分ノート
おおの

株式会社 大野製本所

「和本工房」主宰

ゆ うじ

大野勇治 さん

わせたヘラを数種類準備します。和紙や生

倉などで見つけて少しずつ買い集めたもの

地は糊の種類と調合の割合で変わりますので、

が使われています。毎年みなと区民まつり
（10

本番の前に小さいものでテストします。穴を

月）で販売しますが、
人気があり毎年買う方

垂直にあけていくには熟練の技が必要です。

もいるそうです。この小さい本の中に自分の

しかし、
これらのプロセスにかかる時間と

感性や品格を込めることは、
難しいと大野さ

労力はすべて必然だと大野さんは言います。

んは言います。自分が良いと思ってもお客様

とかく合理的にやっていくのが現在の正当

からの反応は今一つだったり、
またその逆も

江 戸 の 食 文 化

なら、
これらはムダの時間という名をつけられ

あったりで、
発見が多いとのこと。
カワイイとか

秋、新蕎麦の美味しい季節である。江戸時代に大ブーム

かっこいいといった感想も新鮮で、
お客様か

となって以来、現在まで連綿と続く日本人の誰もが好きな

ないことには納得のいく良い和綴じ本は完

ら教えていただくこともしばしばとか。

伝統食。蕎麦は初め｢もり｣で食べていたが、元禄（1688〜

文字を書くだけではなく、
旅先での思い出

た和綴じ本を作っている方です。家業を

んがさまざまな和紙や生地を使うことができ、

1 年に1 冊か 2 冊できるくらいで、
まだまだ技

として押し花を挟んだり、
シール写真をたくさ

場すると、せっかちで気の短い江戸っ子は手軽に早く食べ

継いで製本業をしていましたが、日本に

綴じ方の手法も数々あるほか、
使い方も自由

術を追求しています。

ん貼って楽しんでいる方もいらっしゃるそうで

られ腹のたしになると、たちまち江戸の名物になった。冬

昔からある和綴じの製本様式に興味を

ですのでたくさんの愛用者がいます。書家

す。
また、
糸で綴じている部分にストラップを

になると冷たいつゆでは体が冷えるので、温めてかける

持ち、古書店に通うなどして独学を続け

の方は書を綴じて作品集に、卒論を綴じる

つけることもできます。丈夫さも持っています

ようになり、
こちらは「かけ」
といって区別した。

ているうちに和綴じの継承、普及に携わ

学生の方、
また外国の観光客向けのお土産

る伝統工芸士になられました。

として欲しいという依頼もあります。

制作過程のムダに見える時間を
通して納得のいく仕上がりを目指す

最盛期には店舗だけで3,763軒もあり、1町内に2〜3

話の後、
大野さんが実際に和綴じ本を見

です。このように長い間使えるものを大切に

軒あったことになる。それに天秤棒を担いで町中を歩いて

せてくださいました。確かな技術と細やかな

使うという日本の文化を考える日本人が少な

売る、夜鷹蕎麦や風鈴蕎麦を加えると大変な数であった。

感性に裏打ちされた和綴じ本は細部まで神

くなったような気がします。

経の行き届いた存在感のあるものでした。た

＊

和綴じはもともと中国から日本に伝わった

作り方は「①折る、②プレスする
（紙が落

くさん見せていただきましたが、
仕上がりは歌

もので、室町時代には紙を半分に折って作

ち着くまで1 〜 2 週間必要）
、③中とじ（重ね

舞伎をイメージしたもの、
「かまわぬ」や「うず

た紙の上から目打ちで垂直に穴をあけ仮と

まき」などの日本の記号、
その他いろいろあり

じする）
、④端を整えて補強の生地をはる、

目移りしてしまいます。

る袋綴じの方法が行われるようになりました。
和綴じの様式で最も一般的なものは、
四つ
の綴じ穴に糸を通して綴じていく
「四つ目綴じ」

⑤表紙をかける、⑥とじる」ですが、
このプロ

です。ほかには、
綴じ上がりの糸の形状が亀

セスにはかなりの時間と準備時間がかかりま

の甲羅に似ている「亀甲（きっこう）綴じ」、
ま

す。1 冊にかかる時間は大きさや厚さにより

た麻の葉に似ている「麻の葉綴じ」などがあ

異なります。紙の反応を見ながらの作業なの

これら和綴
ります。

で、紙の声が聞こえてくるような、
まるで紙と

じ本は、制作工程

会話をしているかのような作業が続きます。

に 非 常に 時 間と

表紙に使う和紙は、
大野さんが浅草や鎌

まず、作業を始めるにあたり自分の手に合

手 間 がかかる工

った道具が必要になります。紙を折るヘラは

芸品であり、現代

自分の手に合った、
またさまざまな素材に合
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1704）になって蕎麦の上につゆをかける「ぶっかけ」が登

ので、使えば使うほど愛着がわいてくるもの

区役所のサ ービスや施設・催しの案内は

蕎麦湯もこの頃には飲まれていた。蕎麦を茹でるとビタ
＊

ミンB1やルチンなどの栄養素が流れてしまうので、それを

今回、芸術の秋ということで大野さんを訪
ねましたが、モノから発信されるさまざまな
メッセージを見つけてしまい、哲学の秋にな
りそうです。何かをとことん追求できる環境
にあることと確かな技術と感性を持つことに、
憧れにも似た思いを持ちました。
これからも
素敵な和綴じ本をお願いします。
なお、
こちらの工房では事前に連絡をすれ
ば和綴じ本を見せてもらえるそうです。
〔文 ■ 小林 真紀子〕

大野製本所
芝2-18-11
TEL 03-3451-0158

みなとコール がお答え

補うことを知っていた昔の人の知恵である。蕎麦は当初蕎
麦粉100パーセントで打った生蕎麦だったが、
享保
（1716
〜1736）
の初め頃、
蕎麦粉8割に小麦粉2割を配合した
「二
八蕎麦」が登場すると多くの店がこちらに切り替えた。二
八蕎麦とはその配合からいわれるという説と、2と8を掛
けて16文の値段のことともいわれている。江戸庶民の生
活が豊かになってきて主に白米を食べるようになり、その
え

ど わずら

という脚気が広ま
結果ビタミンB1不足による「江戸煩い」
り社会問題になるが、
これを補ったのが蕎麦だった。
ちな
みに5代将軍徳川綱吉公も脚気に悩まされたとか。
文化・文政期（1804年〜）になると天ぷら、鴨南蛮、花
たねもの

巻など種物のメニューが多く出てくる。

します！ TEL

参考文献：
『江戸蕎麦通への道』
（藤村和夫 著／NHK出版）

03-5472-3710

●電通四季劇場［海］
新しい街「汐留シオサイト」の中核をなす劇
場。電通本社ビル「カレッタ汐留」の文化施
設の中に位置する。
・東新橋1-8-2（新橋駅より徒歩約6分）
＊いずれも問い合わせ先 TEL 03-5776-6730
（劇団四季東京公演本部）

「更科布屋」七代目

成しないのです。本当に満足のいくものは

もともとは中国から
伝わった製本技術

四季劇場に隣接する、小規模の劇団四季専
用劇場。主にストレートプレイを上演。 正
統な新劇 を継承する運動を継続するため
の基点となるべく、劇団創立50周年を記
念して建てられた。
・海岸1-10-53
（浜松町駅北口より徒歩7分）

か ね こ えいいち

細く長く今に続く、
粋なファーストフード

るのかもしれません。ですが、
このムダを通ら

使い方はいろいろ…
長い間使える丈夫さがあります

● JR東日本アートセンター 自由劇場

江戸3大蕎麦老舗 更科布屋を訪ねて

の雑誌のように大量生産には向いていませ

大野さんは、現在日本では少なくなっ

浜松町の劇団四季専用の2劇
場。
［ 春］は海外大型ミュージ
カルのロングランを、
［秋］は四季オリジナ
ルミュージカルからストレートプレイ（※注3）、
海外名作ミュージカルなど様々を上演。
・海岸1-10-48（浜松町駅北口より徒歩約7分）

正確に上演すれば、
数多くのお客様にご来場

の観客と
「劇場」
という場で直接向き合い、
時

細部まで神経の行き届いた存在感

● JR東日本アートセンター
四季劇場［春］
・
［秋］

●数多くある劇団の中でも
「劇団四季らしさ」とは何でしょうか？

●芸術というジャンルの中で、演劇はどの
ような特徴のある芸術だと言えますか？
形になって残るものではありません。その時代

※注3 ストレートプレイ…台詞によって進行する劇

しょう。

がある。その三角関係はギリシア悲劇の時代
と同じです。

※注1 カタルシス…文学作品などの鑑賞において、そこに展
開される世界への感情移入が行われることで、日常生
活の中で抑圧されていた感情が解放され、快感がもた
らされること。浄化。
※注2 パペット…操り人形の一種

創立以来56年間、
感動を与えられる作品を

は素晴らしくても、
民族間の差別の問題という
テーマが、
日本人には馴染まないため、
選ばな

毎年、
約千人が劇団四季の入団試験を受

アイーダ 撮影：下坂敦俊©Disney

んなに無名でも、
舞台俳優としての能力を持ち、

けています。その中で合格するのは30〜40人。

団四季。その原動力、そして魅力についてお聞きしました。

ライオンキング 撮影：上原タカシ©Disney

金子栄一 さん

現在、江戸からの伝統を受け
継ぐ江戸3大蕎麦といわれるのが
更科、藪、砂場である。その中で
芝大門の老舗『更科布屋』の7代
目当主、
金子栄一さんに取材のご
協力をいただいた。創業は寛政3
年（1791）
、創業者の布屋萬吉氏
は信州更級郡（ 今の千曲市 ）で
反物商をしていた。萬吉氏の蕎
麦打ち名人の噂は領主保科家江
戸屋敷にも届いていて、
ある時江
戸に反物を納めに来ると蕎麦屋を
やってみないかと持ちかけられた。
江戸ではどこの蕎麦屋も繁盛して
いたので、
自分の腕が活かせると
決心して薬研堀に『布屋萬吉』を
開業した。その後はいち早く
「変
わりそば」を手がけ、現在も家伝の
名物になっている。
明治20年代に店は数寄屋橋に
ふる
移っていて、
当時の主人が1度篩
った蕎麦粉をもう1度細かい篩で
篩ってみたところ真っ白な粉になり、
こ
それを木鉢に入れ熱湯で捏ねて「白
髪蕎麦」として出すとたちまち評
判になり店の名物になった。1番
粉を使った蕎麦は白く上品で口当
たりが良くほのかな甘みが何とも
旨い。
これが白い更科蕎麦の始ま
りと言われている。

年中無休 午前7時〜午後１１時

蕎麦と切っても切
れないつゆは、各店
の味といえる。お互い
がバランス良くマッチ
更科布屋の代名詞とも言われる
「御前更科蕎麦」。特別に上質の
してこそ旨い蕎麦となる。更科布
白いそば粉で作られています
屋のつゆは蕎麦の味や香りのじゃ
まにならないよう、穏やかでまろや
かな、濃厚な甘口が特徴。
「生ま
れたときから体に染みこんだつゆ
の味は、一子相伝で30年間毎日
私が作っています」と金子さん。
老舗の蕎麦屋の主人たちはみな
このように店伝来の味を受け継ぎ、
次へと伝えている。
「伝統とは時代や客の好みを
見極め、
その都度革新していかな
7代目当主の金子栄一さんと東京
高名蕎麦屋番付。同番付は明治
ければなりません。ただ、
先代から
１７年刊で、もちろん更科布屋のお
言われたことは、
『更科蕎麦を作り
名前が出ています
続ける・つゆの味を変えない・常
に客の傍にいなさい・季節感を大
事にする』ことです」
と言う。
これを
守ることが江戸から愛され続けて
きた江戸蕎麦の命なのでしょう。
さて昼食は板わさと玉子焼きを
更科布屋の外観
肴に蕎麦前を一杯、
それからざる
を味わい蕎麦湯で仕
更科布屋
上げるとしましょうか。
〔文 ■ 千葉 みな子〕

芝大門1-15-8
TEL 03-3436-3647
●11時〜21時

●日曜定休
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ギー王国大使館を訪ね、ヴァンアスさ

ざまな地方のビールが２０〜３０種くらい

んに興味深いお話を伺いました。

常備されているそうです。食事とビール、

国民一人あたりのレストラン数は欧

そしてデザートとグルメを堪能できる

州一だそうです。バケツいっぱいに詰

魅力満載です。今回はフランドル地方

芝地区には、慈恵会、
日本赤十字社等、近代医

の賛同を得て明治15年（1882）に芝

まったムール貝のワイン蒸し、バター

の代表的な料理「ワーテルゾーイ」の

療を拓いた足跡が多い。西新橋3丁目の「看護

の天光院に、貧しい患者のための施

や生クリームを惜しみなく使った栄養

作り方をご紹介しましょう。

婦教育所創設之地」碑を手がかりに、東京慈恵

療病院として有志共立東京病院を設

たっぷりのお料理、そしてプラリネ（ベ

立した。
しかし、経営は苦しく、明治皇

ルギーの人たちは世界に誇るベルギ

た か ぎ かねひろ

会医科大学の創設者である高木兼寛と、当時の
医療・看護事情を調べてみました。

ひゅうがのくに ひがしもろかたぐん む かさ

高木兼寛は嘉永2年
（1849）
、日向国東諸県郡穆佐

に乗る。
これが東京慈恵会医科大学、東京慈恵会医

を診よ。医師の前に居るのは、細胞の塊ではなく助

科大学附属病院、慈恵看護専門学校の礎となった。

け求めている人間である。人間の自然治癒力・回復

谷
線

とあま〜いワッフル、
どれも美味ですね。
忘れてならないのが８００銘柄もある

高木は、医学者としての活躍も目覚ましく、世界的

藩の見習い医師として同行。そこで医術の遅れに愕

に評価されている。当時、兵隊は「戦傷」
より
「脚気」に

然とする。故郷に戻った高木は、武士とは名ばかり

よる死亡が多く、その解決が急務であった。
ドイツ医

◆ 明治１８年（１８８５）看護婦教育所がスタート

で大工を糧とする父母と恩師の支援を受け鹿児島

学を中核とした東大ならびに陸軍が黴菌による伝染

高木はナイチンゲールの言葉「天使とは美しい花

芝公園

病説を唱える中で、高木は栄養が脚気の原因である

をまき散らす者ではなく、苦悩する人のために戦う

仕して少医監として英国セント・トーマス病院医学

ことを突き止め、米食中心から麦や蛋白質の多い肉

者である」を実践した。慈恵看護専門学校の第1回卒

校へ留学し、解剖学の権威であるチェゼルデン金賞

の摂取を唱え、
脚気の激減に貢献した。
この功績で
「麦

業生の5名を筆記試験、口頭試問を行い見習いとして

牌、銀賞牌を併せ得て日本にも優れた人物がいると

飯男爵」
または「ビタミンの父」
とも呼ばれている。

採用後、適性を見極めて正式な学生として受け入れた。

◆ 病 気 を 診 ずし て 、病 人 を 診 よ

（鶏肉入りクリームシチュー）
【材

鶏肉（もも肉）
じゃがいも
にんじん
玉ねぎ
セロリ
バター
薄力粉
水
コンソメ
牛乳
生クリーム
塩、
こしょう

病は同じであっても患者一人ひとりが別、一つとして
同じ看護はない。奥が深く、責任も重い、健康を取り戻

当時は病気にかかっても医師にかかれるのはご

した幸福を共有できることを喜びとせよとの教育が

く一部で、民間薬療や神仏祈願に頼る人がほとんど

受け継がれ120年余。天使の看護を受けた感激が忘

赤痢、チフス、結核、天然痘などの伝染病と脚気が

だった。そんな中で看病人、今でいう看護師の地位

死の病と恐れられていた。高木は帰国後、英国の貧

は低く、知識も技術もないため付き添い程度の存

者救済病院と医師と看護婦の養成学校を日本に作

在でしかなかった。
「高木先生はナイチンゲール精

偉業はなかったとの思いから、後年「穆園」と号し

るべく行動を開始する。
「人間が何より苦しいのは

神の唱道・実践者です」
と語るのは、慈恵看護専門

たという。

貧乏のうえに病気になること。これを救わねば社

学校の蝦名副校長。高木は英国で臨床と看護の重

会の発展はありえない」
という設立趣意書に35名

要性を学んだ。その基本は、
「病気を診ずして、病人

れられずこの道を選んだ者も少なくない。
高木は故郷の穆佐村と母・園の慈愛がなければ
ぼくえん

（敬称略）

〔文・写真 ■ 佐藤

剛志〕

参考図書：松田誠『高木兼寛伝 脚気をなくした男』講談社（１９９０年）
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芝
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慶應義塾大学

三田駅
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【作り方】

第
一
京
浜

1 鶏肉・じゃがいも・にんじん・玉ねぎ・セロリ
（葉をとったもの）を一口大に切る。
2 鍋にバターを入れ、
中火で鶏肉を炒める。
3 野菜を入れて炒め、
しんなりしてきたら、薄力粉を振り入れ、まんべんなく混ぜて水を加える。
4 具が煮えてから、
コンソメ・牛乳を入れる。
5 弱火にして煮込み、
とろみが出てきたら生クリーム・塩・こしょうで味を調える。

東海

田町駅

道本

山
線・

手

都
営
浅
草
線

京
線・

12
11

大門駅 浜松町駅

19 16

首都高速

10

東新橋

7

増上寺

芝公園駅
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22

汐
留
駅

港区役所

区立芝公園

赤羽橋駅

第
一
京
浜

汐
留
駅

（芝地区総合支所）

2

1
江戸線

24

東

医学校で西洋医学の基礎から学び直す。海軍省へ出

明治初期の平均寿命は40歳に届かず、
コレラ、

17

5 4

21

麻
布
十
番
駅

新橋

18

御成門駅

8

ある」
と生徒に説いた。

ばいきん

◆貧者のための病院を

愛宕

神谷町駅

者の役割。医薬の知識、技術とともに態度が重要で

木少年の憧れだった。思いは叶い、戊辰戦争に薩摩

の印象を海外に深く刻んだ。

宕
通
り

力が失われた時に手助けするのが医師であり看護

◆ ビタミン の 父

村（現宮崎市）に生まれる。村で尊敬される医者は高

ベルギー王国大使館
芝公園1-7-13（仮施設）

とは呼ばず「プラリネ」と呼ぶそうです）

等の元勲夫人の支えでようやく軌道

◆ 和 漢 から 西 洋 医 学 へ
むら

ーチョコレートを決して「チョコレート」

出典：東京慈恵会医科大学

后をはじめ伊藤博文、井上馨、大山巌

〔文 ■ 小知和 千佳子〕

芝地区MAP

浜

旧芝離宮
恩賜庭園

海岸
ゆり
かも
め

慈恵看護専門学校の歩みと、看護
精神について説明する蝦名副校長

ビールです。どんな店にも国内のさま

線

近代医療の夜明け

今回は知る人ぞ知る美食の国、ベル

北

東京慈恵医院の創立時の看護病棟
（ナイチンゲール病棟）

都立芝公園『もみじ谷』1P
三解脱門（三門）1P
旧台徳院霊廟惣門 1P
有章院霊廟二天門 1P
本誌に掲載した記事に出てくる
御成門 1P
施設などをまとめました。
「杏（あんず）
」） 1P
港区議会議会棟（ブロンズ像「高貴な重荷」
ウォーキングマップとして
芝神明 榮太楼 2P
ご活用ください。
金地院 2P
虎ノ門駅
旧鞆絵小学校 3P
内
幸
オーストラリア大使館 3P
虎の門病院
銀座
町
線
JR東日本アートセンター
駅
桜
四季劇場［春］
・
［秋］4-5P
外堀
虎ノ門 田
日
通り
12 JR東日本アートセンター
通
比
り
谷
都
4-5P
自由劇場
西新橋 通 営
り 三
13 電通四季劇場［海］4-5P
13
新橋駅
新橋駅
日
田
9
愛
比
14 大野製本所（和綴じ本）4P
線
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

竹芝駅

横
須
賀
線

15 戸板女子短期大学 5P
16 更科布屋 5P
17「看護婦教育所創設之地」碑 6P
18 東京慈恵会医科大学・附属病院・慈恵看護専門学校 6P
19 ベルギー王国大使館 7P
20 芝地区昭和の地域力再発見事業拠点「芝の家」7P
21 東京タワー 8P
22 港区街路第4号線（JR交差部）8P
23 港都税事務所 8P
（平成２２年１月４日より港区麻布台３-５-６へ移転）

24 愛宕警察署 8P

今回はクリスマスにぴったりの
寄せ植えを紹介します。季節
感あふれる華やかな寄せ植え
を飾ってみましょう！

芝次郎の

しばのいえ にっき

表し合ってワークショップは終わ

ていて、宿題に四苦八

りました。

苦する彼らに、その場

今回のワークショップを通して、

寄せ植えとは、植物を寄せ集めて植えることや、その植えたものを

語を教えたり、逆に彼

指します。いろいろな植物を組み合わせることで、さまざまなバリエ

ない表情に目を向けることができ

ら の 母 国 語 を教 わっ

ーションを生み出すことができます。芝地区のキャラクター「芝次郎」

ました。参加者の皆さんが見つけ

たりもしています。皆

た世間遺産は、ウェブサイト「あ

さんそれぞれが、自分の得意分野を生かしてかかわ

なたのまちの世間遺産を探そう！」

り合っているのですね。

が、初心者でも手軽に楽しめる寄せ植えの方法をご紹介します。
作り方
今回使用する植物

さあ、
はじめ
ましょう！

● ポインセチア
● ゴールドクレスト
（コニファー）
● ミニハボタン
●ビオラ ● アイビー

お手入れ
鉢底に、土もれ・害虫の侵入防止のために
鉢底網を置きます。水はけをよくするため、
その上にゴロ土（または軽石）を敷きます。
鉢に、培養土を少し入れます。

●水やり
水やりは、土の表面を触って乾いてい
たら、鉢底の穴から流れ出るまでたっぷ
りと与えるのが基本です。時間帯は、午
前中か夕方がベストです。

●花がら摘み

寄せ植えのいろは
・寄せ植えには、性質の似た植物
を選んで植えます。
・
「メインの植物」
「芯になる植物」
「添える植物」
「垂れる植物」の
4つを基本に構成すると、寄せ植
えの形がまとまります。

鉢の中にポットに入ったままの植物を置い
てみます。好みのバランスになるまで、配
置や向きを変えていきましょう。
ポインセチアはポットのまま、それ以外の
植物はポットから抜いて植えます。大きめ
のものから順に植えていきます。ポットの
中で根が詰まっている時は、底の部分の根をほぐしてから植えます。
植えつけた土の表面の高さが揃うようにします。水やりをした時に土があ
ふれないように、土が鉢のふちの数cm下になるよう高さを調整します。

奥

【例】

芯
添

メイン

にいる人たちが日本

普段は見過ごしていたまちの何気

添

垂
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ぽの家）
でご覧いただけます。

■ 10月1日（木） 大勢で食卓を囲むこと

■ 8月 コミュニケーションの促進に
一役買っている植物たち

のですが、だいたいは毎日交代で作って、みんなで一

スタッフの昼ご飯は、弁当を買ってくることもある
緒に食べるようにしています。となりの奥さんから

植物係の学生が、子どもたちとご近所の植物に水

みそ汁の差し入れが届くこともあります。タイミング

やりへ出かけていきました。というのも、学生と小

が合えば、一人暮らしのお年寄りや、
コンビニ弁当を

■7月18日（土） 三田、芝地域の世間遺産を
探そう！

学生が種まきしたゴーヤーと朝顔が元気に育ち、苗

持参したサラリーマンも一緒に食卓につきます。
お母さんが働いている兄弟がおにぎりを持ってや

がたくさんできたので、
ご近所に里子に出したので

今日は都民の日で小学校がお休みだったので、

咲き終わった花（花がら）をそのまま
にしておくと、
タネができて株の勢いが
衰えるため、早めに摘み取ります。

皆さんご存じの「世界遺産」は人類共通の宝物と

す。それらの植物のお世話を植物係の学生スタッフ

して未来に残していく自然や風景、
建物のこと。
一方、

と小学生が続けています。里親になってくださった

ってきました。小学生からおばあさんまで、血のつ

私たちが今回探した「世 間 遺産」
とは、世間（私た

近所の方々とはもちろん、通りがかりの人たちとも

ながりはないですが、なんだかサザエさん一家の団

●植えかえ

ちの身の回りにあるもの）のなかで、100年先も変

植物を介すると話がはずむようで、植物たちがコミ

らんのようでした。大勢で囲む食卓は本当に楽しく

わらないでいてほしいと思うものです。

ュニケーションの促進に一役買っているのは間違

て 、ご 飯 もと

いないようです。

ても美味しく

■ 9月

よ。

株が大きくなると、ひとまわり大きな
鉢に植えるか株分けを行うのが基本です。
１〜3年に１回、3月下旬〜4月か、9月下
旬〜１０月に寄せ植えをばらし、新しい用
土を使って別の寄せ植えにしたり、
しば
らく養生させたりします。

土入れを使って隙間に土を入れます。細か
い部分は割り箸などの棒で突きながら土
を入れ、株が動かないよう植え付けます。

手前

・植物が生長していくことを考えて、
隙間をあけて植え込みます。

10月4日でオープン1周年を迎えた芝の家。芝
の家日記も今回で4度目の掲載です。芝の家の
日常の様子は、芝の家ウェブサイト内の「ちゃぶ
台日誌」でも紹介していますので、ぜひご覧く
ださい。今回は暑かった夏の出来事からです。

http://seken-isan.net/（制作：財団法人たんぽ

株元にたっぷりと水をやり、完成です。
※一部分に季節を感じられる花ものや葉ものを取り入れるだけでも雰囲気が変わります。
寄せ植えで季節の移ろいを感じ、楽しみましょう。

区役所のサ ービスや施設・催しの案内は

この日のワークショップ（体験型の講座）に集ま

教えたり、教わったり

分かれて、デジカメを片手にまちへ繰り出し、世間

芝の家に訪れる人同士が自然に、互いに何かを

遺産に登録したいものを撮影してきます。次に、参

教えたり教わったりする光景を最近よく見かけます。

加者は一人一つずつ、撮ってきた写真の中から世

例えば、おばあさんが学生に浴衣の着付けを教え

間遺産に登録

てくれることがあれば、学生がインターネットの使

ポインセチアをヤブコウ
ジやセンリョウなど実の
つくものに、ゴールドク
レストを小型のマツなど
に変えれば、お正月用に
模様替えもできます。

みなとコール がお答え

感じられます

った参加者は、親子に夫婦、小学生、大学生、お年寄
り、実にさまざまです。まず、いくつかのグループに

します！ TEL

するものを選

い方をおじいさんに教えることも。また、特技がた

芝地区昭和の地域力再発見事業拠点「芝の家」

び 、登 録シ ー

くさんあって、数字を用いたゲームやアコーディオ

トに記入しま

ン演奏を披露して、指導もしてくださる方もいます。

芝3-26-10
TEL 03-3453-0474

す。最 後 に 、

9月から11月の間、月に一度行った護身術講座の

自分の選んだ

先生は、ふだんはスポーツチャンバラを子どもたち

世間遺産を発

に教えてくれています。最近は留学生の訪問も増え

03-5472-3710

年中無休 午前7時〜午後１１時

●月・火・木 11:00〜16:00開室
水・金・土 13:00〜18:00開室
●ウェブサイト：http://www.shibanoie.net/
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9月27日（日）、東京タワー・正面玄関前にて、岩手
県大船渡市の協力のもとで、三陸海岸大船渡港で
水揚げされた新鮮なさんまをその場で炭火焼きし、
なんと3,333匹が無料で振る舞われるイベントが
ありました。まつりのキーワードは『大船渡市』が三
・・
・・
・・
陸（さんりく）海岸にあり、さんまの産地（さんち）直
・
・
送便の先駆地であり、
『東京タワー』
が昭和33年開業、
・・・
高さ333mという『さんつながり』の縁もあって実
現されたそうです。
そこで、休日ではありますが少し早起きをして『三
陸・大船渡 東京タワーさんままつり』に潜入してま
いりました！
オープニングセレモニー開始前の午前9時30分頃に到着したものの、ざっと
400名以上の人たちが、既に長蛇の列を作っていました。先頭には、前日の夜9
時から待っていたという方もいて、会場はまつりスタート前から、
すでに盛り上
がりをみせていました。そんな状況に応えるかのように、主催者側から振る舞
いのさんまの数を5,000匹に増やしますというアナウンスが入ると、会場から
いっせいに拍手がわき上がり、
ますますおまつり気分になってきました。
列に並びながら、お隣の女性グループにお話を伺うと、今日は品川から訪れ
たそうで、別のさんままつりに行くことができなかったのでインターネットでこ
の東京タワーさんままつりを知り、遊びに来たとのことでした。そんなさんまの
人気ぶりを再確認し、待つこと約2時間。炭火焼きの何ともいえない香ばしい煙
に包まれながら、
ようやく順番がやってきました。今日の主役、さんまの炭火焼
きを頂きました！ お皿にのった大きめのさんまには、大分県佐伯市産のカボス
まで添えられていて、見た目も美しいです。食するために場所を移動すると、皆
さんも美味しそうに食べています。
こんなに多くの人と一緒に同じ味覚を楽しんでいる光景も、なかなか良いも
のです。あつあつのさんまは脂がのっていて、
しつこさや臭みはなく、思ったよ
りも上品な味わいで、
とても美味しかったです。
東京タワーのそびえ立つ爽やかな秋空の下で、新鮮なさんまを味わいながら、
また芝地区のどこかの楽しいスポットに潜入して、皆さんにお伝えすることを
心に誓うのでした！
〔文・写真 ■ 桑原 庸嘉子〕

東京タワー
芝公園4-2-8
TEL 03-3433-5111

去る10月14日（水）
、汐留地区のウイ
ンズ汐留ビル近くのJR線の下をくぐる
約80メートルの道路（トンネル）が開通
しました。地元地権者で組織された「汐
留地区街づくり連合協議会」
と、東京都
との協働で進められてきた汐留地区の
区画整理事業で整備されたものです。
これまでは東西を結ぶ道路はイタリ
ア公園前の一方通行道路しかなく、橋桁が低いために大型車両の通り抜けがで
きませんでした。開通した港区街路第4号線は車両ばかりでなく、汐留地区の在
住・在勤者の通行にも役立つ道路として期待されています。トンネル内の照明
には発光ダイオードを用い、防犯にも配慮されています。地域の方に末永く愛さ
れる道路になることを願っています。

芝地区では、生活安全・環境美化活動推進協議会の
活動の一環として、
「やめよう！ 歩行喫煙キャンペーン」
を町会・自治会、地域企業などの皆様とともに実施して
います。
このキャンペーンは啓発活動・清掃活動を行うこと
によってマナー向上を訴え、歩行喫煙・路上喫煙をな
通行人へ啓発品の配布や、
くすことを目的としており、
芝地区の主要駅周辺にお
路上の清掃を行いました
いて年間10回行っています。
午前8時30分から新橋・内幸町駅周辺において実施された
去る9月15日（火）
キャンペーンでは、地域の環境美化活動の意識の高まりや企業の社会貢献活動
の高まりなどから、過去最高の302名の方にご参加をいただきました。
港区を清潔できれいな、安全に過ごせる街にするための取り組みに、
これか
らもより多くの方が関心を持ち、参加してくださることを期待しています。
集合場所となった桜田公園の様子

※各回とも午前8時３０分から

〔１月２６日（火）〕 虎ノ門駅〜神谷町駅周辺
●平成２２年１月１９日（火）

今後の予定
〔

〕内は雨天候補日

〔２月２３日（火）〕 赤羽橋駅〜芝公園駅周辺
●平成２２年２月１６日（火）
〔３月２４日（水）〕 新橋駅・内幸町駅周辺
●平成２２年３月１６日（火）

都税につ いてのお知らせ
主税局イメージキャラクター

タックス・タクちゃん

省エネ（熱損失防止）改修をした
住宅にかかる固定資産税が減額されます

平 成 2 2 年 1 月に
港 都 税 事 務 所 が 移 転 しま す
区役所のサービスや施設案内、催し
情報など、お気軽にお問い合わせく
ださい。 年中無休／午前7時〜午後11時

現在の庁舎での業務は１２月２８日（月）で終了し、
１月4日（月）から新庁舎で業務を開始します。

● 減 額 の 対 象とな る 住 宅
平成２０年１月１日以前からある住宅で平成２０年4月１日から平成２２
年3月３１日までの間に、人の居住の用に供する部分において、一定
の要件を満たす省エネ（熱損失防止）改修工事を行った住宅（賃貸
部分は、減額の対象にはなりません）。

● 減 額 の 年 度と額
改修工事完了年の翌年度分に限り、住宅１戸あたり１２０m2の床面積
相当分までの固定資産税額の3分の１が減額されます。

１２月２８日まで

〒１０８-８３８０
港区芝5- 36- 5
TEL ０３-３４５３-３２１１
（代）

平成２２年
１月４日から

〒１０６-８５６０
港区麻布台3- 5- 6
TEL ０３-５５４９-３８００
（代）

芝地区地域情報誌・編集委員を
募集しています！
芝地区の話題を
発掘し、取材していただく
地域情報誌・編集委員（記者）
を募集します

・地下鉄日比谷線「神谷町駅」2番出口から徒歩１０分
・地下鉄南北線「六本木一丁目駅」2番出口から徒歩9分
・地下鉄大江戸線・地下鉄南北線「麻布十番駅」6番出口から徒歩１１分
・都営バス渋８８系統（渋谷駅〜新橋駅）
「麻布台停留所」から徒歩１分
※駐車場が少ないので、なるべく公共の交通機関をご利用ください。

【対

象 】 芝地区管内に在住、在勤、在学で取材に携わりたい人

【内

容 】 地域の話題の収集、取材、写真撮影、原稿作成など（年間4回
発行予定）1回の取材などで平日の昼夜間に2時間程度、発
行予定ごとに平日夜間、1回編集会議への参加があります。

【申し込み】 氏名、住所（在勤、在学の方は所在地）、連絡先、在住・在勤・
在学の区別を明記の上、下記の芝地区総合支所協働推進
課まで、FAXまたは郵送で申し込みください。
【 そ の 他 】 報酬等の支払いはありません。

英語での
対応も
いたします。

03-5472-3710
FAX 03-5777-8752

TEL

Eメール：info@minato.call-center.jp
警視庁犯罪被害者ホットライン
被害者や家族の相談窓口です。

アクセス

減額を受けるためには、改修工事完了後3ヶ月以内に、申告が必要です。
詳しくは、当該住宅が所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。
なお、
２３区外で省エネ改修をした場合には、当該住宅が所在する市町村
へお問い合わせください。

ゴヨウ（は）ナーニ ミナト（コールです）

迷わずに勇気を出して
相談してください
TEL 03-3597-7830
FAX 03-3592-6840

でも
匿名 K
O
厳守

秘密

軽に
お気
愛宕警察署

★本誌の制作には以下の編集委員が参加しています。
伊藤泰子／岩崎秀顕／大澤佳枝／桑原庸嘉子／小知和千佳子／
小林真紀子／佐藤剛志／柴崎賢一／千葉みな子／張簡光輝／森明
★今後の発行スケジュールは次の通りです。
H２２.２.２０発行（第１４号）
、H２２.５.２０発行（第１５号）
、
H２２.８.２０発行（第１６号）
、H２２.１１.２０発行（第１７号）

芝地区地域情報誌の配布について
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。

港区芝 地 区 総 合 支 所 協 働 推 進 課
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再生紙を使用しています

