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地域の学校･･･❷

明治学院高校 ブラスバンド部
地域のサークル団体･･･❷

芸術活動家協会
この街にこの人あり･･･❸

麻実 れい さん
高輪地区は大好きです。静かで、
緑が多いので気に入っています。

さんぽみち･･･❹ ❺

絵 坂東 遼翼 さん

女優の 麻実 れい さん

白金の杜の文化と
歴史をたずねて

地域のイベント･･･❻

三光小学校 開校百周年を迎えて
白金プラザ Snow Christmas 2009

絵 森山 直哉 さん

白金高輪グリーンミュージックフェスティバル
わおん

きずな

「 輪音 〜音楽で結ぶ地域の輪〜 」
スーパーサイエンス教室
東海大学付属高輪台高等学校･中等部

絵 藤島 早花 さん

地域のＨＯＴな人たち･･･❼

音楽ライブを演出するレストランオーナー

港区立白金小学校 1年生の作品

音 楽 の まち に
ホールで聴く音楽もよいですが、お寺や教会、レストラン、あるい

がさかんなまちです。ボランティアの区民の方が企画する「高輪音

は野外で聴く音楽も、その場の雰囲気とともに、いつまでも心に残

楽祭」には、毎年会場に入りきれないほど観客が集まります。今年

ります。

ージックフェスティバル」が開催されます。楽しみですね。
この地区には、音響がよいと言われている高輪区民ホールがあり

この地区には有名な歌手、音楽家の方々が多くお住まいになって
いますし、区民の方のレベルの高いバンド、音楽サークル、合唱団
がいくつかあります。さらに大学、高校、警察署、消防署、企業な

：15名
：約40回
：延120名
：7.5ｍ
：32.4℃
：−4.9℃
：約300個
：Priceless

高輪コミュニティーぷらざ緑のカーテンは、6月の苗植え後、サポーター
の心のこもった水やりですくすくと成長し、緑あざやかな葉を茂らせまし
た。いつもは干乾びるほど暑くなる図書館前のテラスも、今年は平均5℃
も下がり、冷房効率が大幅アップ！本来の目的を見事に達成しつつ、ゴー
ヤの収穫＆試食会を楽しんだサポーターのみなさんでした。10月からは
カーテンで使ったプランターにファリナセアやマリーゴールド、コリウス
を植えています。こんどは色とりどりの花をお楽しみください！
■問い合わせ 高輪地区総合支所まちづくり推進担当 ☎5421-7664

まちを元気に！！

タウンミーティング TAKANAWA2009
高輪地区の区民参画組織「タウンミーティングＴＡＫＡＮＡＷＡ2009」
（ＴＭＴʼ09）
では、地区在住・在勤の51名が「地区政策検討グループ」と「地域情報紙グループ」に
分かれて、地域を元気にするために活動しています。
高輪地区のみなさん、ＴＭＴʼ09の“地域力”にぜひ期待してください！
■問い合わせ

高輪地区総合支所協働推進課

〒108-8581

港区高輪1-16-25

TEL03-5421-7123

FAX03-5421-7626

編集だより

雅彦︵サブチーフ︶
瑞枝︵サブチーフ︶
妥子︵校正︶
則子
まり
國弘
義信

さん

協働推進課

☎5421-7123

10

（担当 / 安藤）
高輪地区総合支所

地区政策係

●創刊号からこの情報紙に関わり︑ 号になっ
たかと感慨深いです︒この号は﹁音楽﹂をテー
マにまとめてみました︒また︑素敵な愛称も決
まり情報紙の一層の飛躍︑期待してください︒
がんばるぞ！︵洋︶
●新しい料理の先生の所での取材︑いろいろ勉強
になりました︵中嶋︶
●日頃なにげなく入っていたレストラン︑オー
ナーの方がたから︑レストランへのこだわりや始
めた動機などお聞きして︑とても興味深く面白
かったです︵滝川︶
●タウン紙の 愛称決まり ひと安心 編集会議
も 弾んだ気分︵坂下︶
●麻実れいさん･･･とにかくステキな方でした！
あの素晴らしい笑顔の影にどれほどの努力と鍛
錬が隠されているのかを思い︑只々頭が下がり
ました︵伊関︶
●私たちの住む地域の歴史が平安時代までさかの
ぼり︑人間の営みがあったという事実に︑言いし
れぬ感動を覚えました︵田中・真弓︶
●今号より愛称が新しくなり︑﹁音楽﹂という
テーマも設け︑気持ちも新たにこれからも地域に
愛される情報紙をお届けします︵加藤︶
●今号から﹁みなとっぷ﹂に生まれ変わった情報
紙！ さらに楽しい情報を皆様にお届けできるよ
う︑編集委員で力を合わせて頑張っていきたいと
思っています！ 皆様の貴重なご意見も参考になり
ますので︑ドシドシお願いします！︵山田エミ︶
●﹁みなとっぷ﹂と表題も新しくなり︑発刊第十
号となると︑編集委員も安藤チーフを軸に益々纏
まってきました︒母校・三光小学校も百周年︑私
も米寿を迎えることができました︵渡邉︶

加藤
真弓
坂下
伊関
滝川
森田
渡邉

清

赤トンボ

まちとして、世界に発信できると素晴らしいですね。

亀塚で

てきています。

高輪地区もザルツブルグには及ばないかもしれませんが、音楽の

さん

がありました｡また最近､レストランで音楽ライブをするお店が増え

ています。

泉峰

御田八幡神社1300年祭では､Ｎ響楽団員の方が参加し､野外演奏会

宝庫かな

外の広場などでもミニコンサートが催され、音楽のまちを盛り上げ

歴史を学ぶ

ャズの野外ライブがあります。

蝉の声

ウスで演奏会・オペラなどが開催されます。教会やレストラン、野

野口

サートが開かれています。魚らん商店会のお祭りでは素晴らしいジ

︱

白金台在住

楽祭には世界中からアーティストが集まり、音楽ホールやオペラハ

この情報紙「みなとっぷ」を作成しています。区民の編集メンバーが企画・取材
・原稿書き・編集のすべての過程をこなす、これぞまさに“タウン紙”！
情報紙へのご意見・ご感想、地域を掘り起こすレアな情報、ステキな作品など、
どしどしお寄せください！ 地域全体で情報紙を盛り上げましょう！

尋ねて嬉し

演奏会が行われています。東禅寺などのお寺でも定期的にミニコン

地域情報紙グループ

秋の実ありぬ

ルグは音楽のまちとして有名で、多くの観光客が訪れます。夏の音

■問い合わせ 高輪地区総合支所管理課
施設運営係 ☎5421-7067

10数名ずつ3つの分科会にわかれて、主に地域が抱える課題とその解決策に
ついて熱い討論を繰り広げています！「高輪地区版計画」後期3年分の見直し
も視野に入れつつ、目前の課題に果敢に挑戦していきます！

渡邉

す。例えば、東京都庭園美術館ホールや明治学院大学の礼拝堂でも

DATA BOX（一部3階のみの参考値）
★サポーター人数
★水やり回数
★水やり参加人数
★最高到達点
★カーテン内平均温度
★気温との差（平均）
★ゴーヤ収穫量
★心の潤い

今はきれいなお花を
植えています

高 輪 産ゴーヤ
を食べる会！
！

やりを
心をこめて水

地区政策検討グループ

白金在住

モーツァルトの生誕の地として知られるオーストリアのザルツブ

7085

のは難しいでしょう。しかし、それに代わる場所がいろいろありま

となりました。
緑のカーテンは幕引き

高輪コミュニティーぷらざ

安藤 洋一︵チーフ︶
木村 博史︵サブチーフ︶
山田 エミ︵デザイン︶
田中 啓子︵校正︶
河村 保弘
中嶋 路子
安 勢津子

みてしまいます。

■会 場

いにしえ偲ぶ

区民ホールがこの地区にもう一つあればと思いますが、実現する

e!
M is si on Co m pl et

11/27（金） 10時〜19時 展示
11/28（土）10時〜19時 展示
10時〜16時 舞台・出店・
ゲームなど
11/29（日） 10時〜14時 展示

句

家、クラブの方々が一堂に会すれば、大音楽祭もできるのではと夢

3．選考・発表
高輪地区の区民で構成する「高輪かがやき百景実行委員会」で選考を行い、3月ごろ
区ホームページ等で発表します。また、平成23年度に冊子化し、発行する予定です。

今年もあっぷリング高輪フェスティバルの季節がやっ
てきました！ 高輪地区の保育園・児童館・福祉会館な
ど様々な施設のみなさんが、日ごろの活動を発表し、
互いに交流を深める合同文化祭です！
舞台発 表や作品展示、工作やゲームなど、地 域の
みなさんで楽しめる企画が盛りだくさん！
親子で、家族で、ご近所で、みなさんのご来場をお待ち
しています！

俳

アパート自治会）まであります。

高輪地区総合支所協働推進課

応募しめきり 平成22年1月12日（火）

たかなわは

がこの方々の演奏を聴く機会は少ないように思います。地域の音楽

港区高輪1-16-25

泉岳寺

ィストの演奏会から、たった一つの町会主催の音楽会（高輪一丁目

実行委員会メンバー（9.28出席者）

☎5421-7664

千代女の句碑

どにもそれぞれ音楽クラブや合唱部があります。しかし、地区の方

★応募用紙1枚につき1点（ただし1人何点でも応募可）。ＣＤ−Ｒに2枚以上の写真を記録
する場合は、写真ごとに応募用紙を記入してください。
★写真に撮る場所は高輪地区内に限ります。また、応募用に新たに撮影した写真以外に、
未発表であれば以前撮った写真でも構いません。
★人物、個人（法人）所有物の写真の場合は原則、写っている人・所有者の了承を得たうえ
でご応募ください。
★募集にあたって収集した個人情報は、本事業以外には使用しません。
★送付いただいたプリント写真、CD-Rは返却できません。
★写真の著作権は撮影者に帰属しますが、
「かがやき百景」の公表、展示、冊子化の際に
は港区が無償で使用させていただきます。

高輪かがやき百景実行委員会事務局

時

1

4

専用の応募用紙に必要事項を記入のうえ、写真を添えてお送りください。
●写真は①プリント（Ｌ判）または②ＣＤ-Ｒで提出
●応募用紙は高輪地区総合支所などの区施設で配布／ホームページからダウンロード

■あて先／問い合わせ

■日

5

2．注意事項

など、写真に撮れるものであれば、
どんな情景でも構いません。

〒108-8581

白金台1〜5丁目

4

1．応募方法

○豊かな緑に包まれた憩いの公園
○ものづくりを支える職人たち
○歴史情緒漂う街並み
○おしゃれなカフェに集う人たちの
笑顔
○賑やかな祭りにあふれる熱気
○古き建築の静かな佇まい

老いの手に

なんと年間150回以上の演奏会が開かれています。世界的なアーテ

︱

／ 保 健 福 祉 係 ☎ 5421

度はさらに区民でつくる実行委員会による「白金高輪グリーンミュ

7612

高輪地区（三田4・5丁目、高輪、白金、白金台）は、とても音楽

あなたが好きな高輪地区（三田4・5丁目、高輪、白金、白金台）の情景、
誇りに思うまちの“かがやき”を写真に撮って送ってください！
たとえば・・・

あ�ぷリング 高 輪 フ�ステ�バル

絵 澤口 凛 さん

取
※扱業務は限定されます︒事前にご確認ください︒ 区民課窓口サービス係 ☎ 5421

女優

撮って
送ろう！

三田、高輪、白金、白金台
これら高輪エリアは、都心にありながら、緑に恵まれ、歴史が静かに息づくまち。
洗練された雰囲気の中に、住まう人たちの活気と潤いがあふれるまち。
あなたは、さまざまな顔を持つこのまちの、どんな表情が好きですか？
このまちの魅力を見つめなおすきっかけに、
あなたにとってのまちの“かがやき”を伝えてください。

三田
・ 丁目

発行：高輪地区総合支所
協働推進課

カシャッと

白金1〜6丁目
高輪
〜 丁目

毎週水曜日は午後7時まで受付

三田４･５丁目･高輪
白金･白金台

〜伝えたい かがやき百景 in 高輪エリア〜

