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ごあいさつ
例年20万人以上が集う港区の一大イベント「みなと区民まつり」
ですが、コロナ禍により２年連続でのオンライン開催となりました。
残念ですよね…。寂しいです。しかし！ オンラインだからこそできることも！なるべく多くの方に楽しんでいただきたい!!
そこで今年度は、昨年度好評だった区民団体の活動紹介に加えて
WEB生配信や通常開催時のまつり会場となっている施設の特集、メダリストのメッセージなどを盛り込みました。
この特集号はそんな「WEBでみなと区民まつり2021」
の“しおり”
です。
随所に散らした二次元コードから、ぜひともWEBに飛んでみてください。
「おおー！」
「へえー！」
の嵐ですよ♪

それでは、「WEBでみなと区民まつり2021」開幕です！
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詳しくは
こちら！
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今回の「WEBでみなと区民まつり2021」
開催を記念して
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会での活躍が記憶に新しいお二人のメダリストに
皆さまへのメッセージをいただきました！ お二人とも港区に本社を構える企業に所属されています。
ここではプロフィールをご紹介しますが、メッセージはぜひ二次元コードから受け取ってくださいね。
卓球

に わ こう き

丹羽孝希選手

パラ競泳

生年月日：1994年10月10日（27歳）
出身地：北海道
所属：株式会社スヴェンソンホールディングス
戦型：左シェーク攻撃型

中学２年生のとき横浜市で行われた世界選手権（個人）
に、当時日本男子史上最年少で出場を果たして以来
10年以上日の丸を背負い第一線で活躍する「男子卓球
界のファンタジスタ」
。相手を翻弄する予測不能なプレー
で世界中のファンを魅了している。
国内大会では、
全10カテゴリー
（全日本選手権ホープス・
カブ・バンビ、カデット、全国中学校卓球大会、全日本
選手権ジュニア、インターハイ、全日本大学総合選手
権大会、全日本学生選抜卓球選手権大会、全日本社会
人選手権、ジャパントップ12、全日本選手権）
で優勝し
た史上初の選手として実績を残す。
3大会連続の五輪出場を果たし、リオ・東京と2大会連
続のメダル獲得に貢献した。

き むらけいいち

木村敬一選手

生年月日：1990年9月11日（31歳） 出身地：滋賀県
所属：東京ガス株式会社
クラス：視 覚障がい S11、SB11、SM11（視覚障がいの中
でも一番重度のクラス）
著書：
「闇を泳ぐ」〜全盲スイマー、自分を超えて世界に挑む。〜
（出版：ミライカナイ）

2歳の時に病気のため視力を失う。小学4年生から水
泳を始め、単身上京した筑波大学附属盲学校（現・筑波
大学附属視覚特別支援学校）で水泳部に所属し、着実
に力をつけ頭角を現す。ロンドン2012大会で銀・銅
1つずつのメダルを獲り、リオ2016大会では銀・銅2
つずつ日本人最多の4つのメダルを獲得した。2018
年から単身アメリカに練習拠点を移し、渡米後のパン
パシフィックパラ水泳選手権大会で、200ｍ個人メド
レー、100ｍ平泳ぎの2種目で自己ベストを更新。東
京2020大会では鍛え上げられた肉体、力強い泳ぎで
100ｍ平泳ぎ銀メダル、100ｍバタフライでは自身初
となる9年越しの悲願の金メダルを獲得した。

オリジナル動画での参加団体

詳しくは
こちら！

▼
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～区民団体、企業・官公庁等団体、大使館 ラインナップ～
各団体がそれぞれオリジナルの動画で参加しています。

区民団体

日頃の活動成果や
団体の取り組みについて発表しています。
個性豊かな動画の数々をお楽しみください。

matsuri

麻布子ども中高生プラザ

TRIC TRAP

AnanucA Dance Company

ニッポン・アクティブライフ・クラブ（ナルク東京）

一般社団法人アプローズ

人と猫の共生を図る対策会議

特定非営利活動法人江戸前２１

認定特定非営利活動法人富士山クラブ

ALL OF ONE GOSPEL CHOIR

ボーイスカウト東京港第12団

尾上博美日本舞踊研究会“花”

港折り紙愛好会

Kurassyi

港キッズ赤坂こども歌舞伎会

GRIPGRAP体操教室

港区弓道連盟

源流芝太鼓連

港区更生保護女性会

港南ミニバスケットボールクラブ

港区茶道華道連盟

幸福の科学・幸福連

社会福祉法人港区社会福祉協議会

シアターダンス～YUKA’sカンパニー～

港区人権・男女平等参画担当

品川アクアシャイントワラーズ

港区卓球連盟

芝学園吹奏楽部

港区動物愛護推進員

新日本婦人の会 港支部

港区内消防少年団

Spirit of Sahara

港区民交流ガーデン

銭太鼓はなみずき

港区立子ども家庭支援センター

ダンススクール GRIPGRAP

港区立障害保健福祉センター 工房アミ

天理教 本芝団 おうちで過ごし隊

港区立精神障害者支援センター あいはーと・みなと

東京土建一般労働組合港支部

MINATO
「選挙いっ得？！」
プロジェクト
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企業・
官公庁等団体

3

企業・官公庁、地方自治体などの
動画をご紹介します。
さまざまな企業の取り組みや自然あふれる地域の
風景など知られざる魅力が満載です。

伊豆諸島・小笠原諸島 地域力創造対策協議会

長崎市

GADDESS

日本アルガンオイル協会

神奈川県松田町

特定非営利活動法人日本救助犬協会

郡上市

日本マテ茶協会

佐呂間町観光物産協会

HΛZVΛND

茂本ヒデキチ

福井県大野市

公益社団法人芝法人会

福島県いわき市

東京ガス株式会社 東京中支店

文化放送

東京港埠頭株式会社

防衛省 自衛隊 東京地方協力本部 港出張所

公益社団法人東京都ペストコントロール協会

公益社団法人港区芝歯科医師会

公益財団法人東京都公園協会 芝公園サービスセンター

公益社団法人港区麻布赤坂歯科医師会

東京都新島村

港区造園協力会

公益社団法人東京都不動産鑑定士協会

港区立介護予防総合センター ラクっちゃ

一般社団法人東京都港区医師会

港区立がん在宅緩和ケア支援センター

東京都立中央図書館

大使館

大使館が最も多く集まっている港区。
その中から今回は17の大使館が動画で
参加しています。海外旅行が難しい今、
それぞれの国の文化や風土が紹介される動画で
世界の空気を感じてみませんか。

アイスランド共和国大使館

バーレーン王国大使館

アルメニア共和国大使館

ハンガリー大使館

ウクライナ大使館

フィリピン共和国大使館

エクアドル共和国大使館

ボスニア・ヘルツェゴビナ大使館

ガーナ共和国大使館

ホンジュラス共和国大使館

コソボ共和国大使館

マダガスカル共和国大使館

スリランカ民主社会主義共和国大使館

マラウイ共和国大使館

ニカラグア共和国大使館

レバノン共和国大使館

パナマ共和国大使館
※誌面に掲載されていても、諸事情によりホームページへの掲載をとりやめている場合があります。

詳しくは
こちら！

▼

オンラインストア参加団体

地元の特産品や手作りの品をご紹介します。
丹精込めて作られた逸品や
ふるさとの美味しい味が満載です。
気に入ったものは各ページから
購入することもできます。
伊豆諸島・小笠原諸島 地域力創造対策協議会
東京都新島村
福井県大野市
福島県いわき市
港区「全国連携MINATOマーケット」
港区エシカルコミュニティ

matsuri
※団体名は五十音順で掲載しています。
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撮影会参加の区民団体 in 芝浦港南 & 赤坂
南区民センター撮影
港
会
芝浦

今年度の撮影会は、芝浦港南区民センターと赤坂区民センターの
2会場で行いました。
年齢問わず、全力で披露する姿からは活動への熱い想いが感じられ
久しぶりにみんなで演技できる喜びに満ちた発表となりました。
息のそろった歌やダンス、
日本の伝統文化の魅力に触れられる太鼓・
三味線、さらにマジックや地元グルメの紹介などバラエティーに富
んだラインナップで、どの団体も見応え十分です。
ぜひ生き生きとした皆さまの姿をご覧ください。

芝浦港南区民センターでは、11月13日
(土)・14日(日)の2日間に16団体の撮影
を行いました。躍動感のある発表の数々
には皆さまの楽しんでいる様子があふれ
ています。

a
m tsuri
Jis(ジス)

お台場キッズダンス MEGJAM

節栄会
Danae Oriental Lily

お台場スポーツクラブ

UTAKO DANCE SCHOOL

中舞集舞踊団

青山中学校 ダンス部 AODAN

Akasaka Joyful Choir

エヘレ・アロハ・フラ スタジオ

クハイ ハラウ オ カプアオカナウパカ
津軽三味線 貢新会

クルポンズ

MJダンスキッズ

十和田バラ焼きゼミナール（東京校）

健康音楽なずなムージカ
麻布常盤会＆ハラウ カポリロア オ カヴァイ アヌヘア

オーキット

Number.

Sunshower TOKYO
Ayumi's ABC
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～撮影会の様子と参加区民団体ラインナップ～

ボランティアグループ香雪会

▼

詳しくは
こちら！

港区立御成門中学校 ダンス部
民謡・津軽三味線 豊弘会

Mermaid☆STARS
みなと太鼓 打悠会
Muyeboland
日本太鼓 大角会

マウナロアフラサークル
港マジック同好会
Mocheer Cheer Dance School
八丈太鼓 はなみずき
Magical Dream 芝浦
レッツ！バトン！！クラブ（赤坂子ども中高生プラザ）
マルヒア・フラサークル

※上記 2 団体は撮影会に参加しましたが、
団体の都合により、動画は非公開となります。

ミュージカルチーム ジュエリー

区民センター撮影会
坂
赤

浜松町チアリーディングチーム SUNNYS

赤坂区民センターでは、12月3日

（金）
・4日（土）
・5日（日）
の3日間
みなと気功会

に29団体の撮影を行いました。
昨年度参加した団体も、初参加の
団体も、発表に対する意気込みや
緊張感が感じられ、どの団体も発
表後は充実感に満ちていました。

人と地域を元気にする盆踊り実行委員会
港区介護予防リーダー・サポーター

プァイリマ
港区帰国者会

芙蓉流 一世会

POP SMILE

港区シルバー人材センター 野ばらの会

※団体名は五十音順で掲載しています。
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詳しくは
こちら！

▼

展覧会参加の区民団体 in 増上寺慈雲閣
今年度は、久しぶりに区民団体の発表を実際に観覧できる機会として
11月27日(土)・28日(日)の2日間にわたって
「WEBでみなと区民まつり2021 展覧会」
を開催しました。
今までの「みなと区民まつり」
で文化祭部会に
所属していた団体から参加を募り
書道、俳句、木目込み人形、押絵と力作の数々が
増上寺慈雲閣に勢ぞろいしました。
当日の様子はホームページからぜひご覧ください。
芝浦アイランド三芝会
やさしい俳句教室
蓬会

赤坂なでしこ会

芝浦アイランド三芝会

やさしい俳句教室

木目込み人形・押絵制作を楽しむ団体です。

シニアを対象とした書道教室の団体です。

十七音のリズムに心の内を重ね、花鳥諷詠
を楽しんでいる俳句団体です。

2 月6日（日）

15:00～配信

WEBで生配信！
オンラインで
つながろう！

蓬会
「書くだけ」ではなく「書の歴史」などの知
識も取り入れ活動している団体です。

WEBで
“いつものまつり会場”ツアー

詳しくは
こちら！

▼

a
m tsuri

赤坂なでしこ会

～東京タワー・東京プリンスホテル・増上寺の魅力★再発見～

通常の「みなと区民まつり」
なら約20万人の笑顔があふれる芝公園一帯。その中心に建っているのが、言わずと知れた港区のランドマーク
そう、東京タワー・東京プリンスホテル・増上寺です。ところが、ここ数年は台風やコロナ禍でその賑わいから遠ざかっています。
自宅や職場から近いのに、最近は訪れていない方も多いのでは？
そこで！皆さまをオンラインだからこそ実現できる「WEBで“いつものまつり会場”
ツアー」
にお連れしようと思います♪
普段は非公開の文化財に出合えたり、サービスの裏にある心遣いや秘話に触れたり、３施設の知られざる魅力満載のツアーです。

詳しくは
こちら！

▼
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「WEBでみなと区民まつり2021」
の
公開を記念し、
WEB生配信イベントを開催！

皆さま、ぜひともオンラインで、
“いつものまつり会場”
にお越しください！
建設当時の秘話にイルミネーションの歴史、展望台

東京
タワー

からの景色の変遷…。そんな、通常では知りえない
情報満載の特別なツアーにお連れします！

当日は浜松町の文化放送メディアプラスホール
から、
「WEBでみなと区民まつり2021」をより
楽しんでいただける生配信を行います。
今年度の見どころをはじめ、区民団体による活

東京タワー公式キャラクター
“ノッポン兄弟”も登場
するよ！

動紹介や、
東京タワーのアテンダントによるユニッ
ト"Glow of Tokyo"【写真上】のパフォーマン

高さ250メート
ルのトップデッ
キ に て。「 高 層
ビルは増えまし
たが、眼下の芝
公園はほとんど
変化がありませ
ん。」

ス、港区ともゆかりの深い福島県いわき市の伝
統工芸品作り【写真下】を体験するワークショッ
プの模様など、盛りだくさんの内容です。
（詳細
はホームページで紹介しています。
）
ぜひ、
本誌やホームページとともにご覧ください！

レストランでのテーブルセッティングにおける心づ

東京プリンス
ホテル

くしの「おもてなし」や、大宴会場で数多くの椅子を
等間隔で並べる方法、
客室準備における丁寧なチェッ
クといった、一流ホテルならではの徹底したサービ
スの裏側をご紹介します！

「和食 清水」
では、
お祝い膳のセッティングをご紹介♪

東京タワーを間
近に臨む人気の
部屋で、清掃の
チェックポイン
トを教えていた
だきました。
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増上寺
港区の誇る文化財の宝庫、増上寺は、この誌面で詳しく
ご紹介します！

い
お邪魔 ざっ、
しま〜
す！

“いつものまつり”では、100前後の団体が出展し、大殿
前ステージからの音楽も響くメイン会場となっている増
上寺。そんな長年のお付き合いから、今回は特別に「WEB
でみなと区民まつり2021」をご覧の皆さまに、普段は

1

非公開の三門内部をご案内いただけることになりました。

さん げ だつもん

三 解 脱 門（略称「三門」、国指定重要文化財）
――改めて、大きいですよね！解体修理をするとお聞

1和唐折衷の三門は、都内有数の古い建造
物であり、東日本最大級。

2
む
思わず息を飲
荘厳さです

――杉戸絵、屏風絵、襖絵も豪華ですね。

げん

正面の入り口が、霧島杉の一枚板からなる杉戸絵『厳
ぽうにちげつ

か

ほ

あきら

峰日月』です。下保 昭 画伯による水墨画で、妙義山を

きしましたが。

中心に、右手に太陽、左手に月が描かれております。

そうなんです。1622年に建立されて今年でちょうど

屏風絵は、現代の花鳥画家を代表する一人の上村淳之

400年。戦禍も奇跡的に免れた東日本最大級の門です

画伯による『四季に詩う』で、正面奥の襖絵は江戸琳

が、楼上の床が傾くなどしており、令和6年から約10

派の流れを汲む岡 信孝画伯による『清香天華図』です。

年かけて解体修理することになっています。
［写真1
1］

天井画と一体となり、百花咲く極楽浄土を想わせてく

――楼上には何があるのですか。

れています。みなと区民まつり再開の際は、ぜひゆっ

江戸時代初期に作られ、都の文化財に指定されている
しゃ か さんぞんぞう

じゅうろく ら かんぞう

釈迦三尊像や十六羅漢像が安置されています。普段は

うえむらあつ し

おか のぶたか

せいこうてん げ

ず

くり味わってみてください。［写真789
789］

非公開ですが、実はこの秋、一般公開（※1）すること

増上寺の僧侶

になっています。仏像も修繕するので、ぜひその前の

――増上寺の僧侶の皆さんについて、教えていただけ

姿を見ていただきたいです。

ますか。

――ずらりと並ぶ仏像、壮観ですね！

江戸時代は25万坪と境内も広く、常時3,000人前後

豪華ですよね。中央の三尊像は金箔押しの寄木造りで

がおりましたが、現在は、研修生を含めて約40人が

真ん中の釈迦如来坐像は蓮台に座し、左は象に乗る普

勤めています。研修制度は僧侶としての実務を習得す

賢菩薩坐像、右が獅子に乗る文殊菩薩坐像です。いず

るためのもので、
現在は７人が共同生活をしております。

れの衣にも蒔絵風の模様が施されています。両側に8

研修生の一日は、朝5時半の鐘（※4）の後、大殿にて朝

しゃ か にょ らい ざ ぞう

げん ぼ さつ ざ ぞう

ふ

もん じゅ ぼ さつ ざ ぞう

しゅ み せん

体ずつ並ぶ十六羅漢像は、須弥山の岩に座ってお釈迦

の勤行。昼の勤行を挟んで掃除や法事の対応などの作

様の説法を聴いているお姿と思われます。衣に赤や青

務に当たり、夕方5時の鐘と同時に夜の勤行をします。

の色がわずかに残り、極彩色だったことがわかりますね。

我々勤め人は、それぞれの持ち場で終日仕事に当たっ

11番目の羅漢は、お釈迦様の実子なんですよ。
［写真

ております。食事は、期待外れかもしれませんが、一

23］
23

般の皆さまとまったく同じです（笑）。［写真⓾⓭］

――ここに安置されている意味は。

――修行で特に大事にしていること、心得などはあり

「三解脱門」は3つの煩悩から解脱する門。お釈迦様

「一掃除、二勤行、三学問」
とされ、勤行や学問より掃除

います。三門は境内の東に位置し、阿弥陀如来像が安

を優先しております。堂内を常に綺麗にすることが仏

置されている大殿は西。
「門をくぐることで身を浄め

への供養であると考えています。また、お寺は檀信徒

阿弥陀様の元（西方浄土）
へ行きなさい」
という意味です。

のものであって、僧侶は住んだり従事したりさせてい

――ここは以前から非公開なのですか。

ただく立場なので、境内は常に綺麗に保つよう心がけ

江戸時代は、一般市民は大門より内側には入れません

ています。

でした。しかし、4月8日の灌仏 会 など特別な日だけ

書く仕事が多いので、書道の習得も大事です。各自で

かん ぶつ え

は公開したようです。ここからは、手前（現在の日比

教室に通うなどして、御朱印（※5）なども書けるように

谷通り）に松原、大門まで連なる子院の甍、その向こう

しております。
［写真⓫⓬⓮］

には海も臨めたので、そんな眺めに興じる人でにぎわっ

――最後に、今回ご覧の皆さんにメッセージをお願い

いらか

たようです。［写真4
4］

近隣にお住まいやお勤めでも、境内に入ったことがな

朱漆が塗られています。建立当時も修繕時も、その時

いという方が意外と多いようです。感染対策にご留意

点で最高水準の技術と原料で塗られており、昭和49

のうえ、空いている時間を見計らって、どうぞお気軽

年に完成した塗り直しでは、国産漆（※2）や、第6代将

にお参りにいらしてください。

軍徳川家宣公の墓所から出た朱（※3）が使われました。

4

2「仏像の作者は不明ですが、彩色は京

の仏師によります。普賢菩薩坐像の
光背がずれていますね。仏像は初め
て修理することになります。
」
3 十六羅漢像の前には、増上寺の歴代上
人の像が並んでいます。
4 楼上東側の扉を開けると、通りの先に
は大門が。大門までの距離は、煩悩の
数を由来に108間とされました。

へ
方浄土
今、西
んだね
僕らは
ている
向かっ

5 大殿に向かう25段の階段は、念仏す
る衆生を擁護する25菩薩を意味して
います。
6 四季の花に富士に鳥、襖の奥には阿弥
陀如来像も安置され、大広間はまさに
浄土の様相です。

5

6

します。

――ところで、朱色の塗料は特別なものですか。

大変な費用がかかりますが、今回の修理でも塗り直す

3

ますか。

がここで人々を迎え、正面の大殿に向かうよう誘って
あ み だ にょらいぞう

ここから
だね
海が見えたん

⓾

予定です。

まさにここが、
阿弥陀様のいらっしゃる
極楽浄土なんだね

⓫

7

8

⓬

秋の公開では、江戸時代のお寺や庶民の姿に想いを馳
せつつ、解体修理前の三門と仏像を味わっていただき

9

たいですね。
こうしょうでん

光摂殿の大広間
――こちらも普段は非公開ですが、みなと区民まつり

⓭

開催日のみ開放していただいていますね。日頃はどの
ように使われているのですか。
光摂殿は2000年、
「心を洗い、生きる力を育てる」た
めに完成した建物です。この大広間では、浄土宗の僧
侶になるための最終道場が行われています。毎回、全
国から集まった数十人がここで寝泊まりをしています。
――何といっても120枚の天井画は圧巻ですね！
お ぐら ゆ

き

うえむらしょうこう

小倉遊亀画伯や上村松篁画伯ら、当時の日本画壇を代
表する120名に一枚ずつ「四季の草花」をテーマに描
いていただきました。我が国では7、8世紀から格天
井に花の絵が描かれてきましたが、現在これだけ多く
の先生方の作品が一覧できる例はほかにありません。
［写真6
6］

⓮

⓾大殿での勤行は一日3回。
ご本尊の阿弥陀如来像は
室町時代の作です。
⓫ 研修は原則1年で最大2年。とある2年目の研修生は「昨年
はコロナ禍で行事が少なかったので」と延長したそうです。
⓬ 御朱印の文字は、名刹にふさわしい美しさです。
⓭ 解説※4参照
⓮ 解説※5参照

7
【四季に詩う】
「 花鳥画の名家らしく、
日本在来の野鳥をたくさん描いてく
ださっています。
」
8【清香天華図】

「金の地に春、夏、秋の
花が鮮やかに描かれ、冬を想像させ
て永遠の時、空間を想わせてくれる
画です。
」
9 杉戸絵前で古い絵図を拝見。「最盛期
には、五重塔など七堂大伽藍をはじめ、
48の坊中寺院や百数十もの学寮が建
ち並んでいたんですよ。
」

解説
※1：2022年10月1日（土）〜11月27日（日）
（予定）
※2：近年、文化庁では、国宝や重文の修繕に使用する漆については原則、国産漆を使用するよう指導している。
※3：江戸時代の朱は金と同等の値打ちがあったが、家宣の木棺には、ご遺体の上下にバケツ約10杯の朱が添
えられていた。防腐や魔除けの意味だと思われる。
※4：増上寺の梵鐘は1673年に完成したもので、直径1ｍ77cm、重さ15tで、東日本では最大級。
「明け六
つ暮れ六つ」といわれ、一度に11回撞かれるが、初めの3打と終わりの2打は合図である。
※5：御朱印は全5種類で、書いていただけるものは写真⓮の3種類。
ゆう よ しょうそう

●増上寺とは● 浄土宗の七大本山の一つ。1393年、酉誉聖聰上人によって江戸貝塚（現在の千代田区紀尾井町）の地に、浄土宗の根本念仏道場
として創建された。1590年の徳川家康公の江戸城入府に際し、徳川家一門の菩提寺とされ、1598年には江戸城の整備拡張に伴い現在の芝の地に
移転した。以後、徳川家庇護の元に大伽藍を整備、名実ともに日本一の名刹として隆盛を極めた。

7

8

WEBでみなと区民まつり2021 特集号

ご協力ありがとうございました！ 協賛団体一覧

五十音順（1月6日現在）

「WEBでみなと区民まつり2021」
にご協賛いただきありがとうございます。
ご協賛いただきました皆さまのお名前や広告を、本誌およびホームページに掲載させていただきます。

株式会社アカネ
愛宕二の部地区連合会
カギの特急便
株式会社合田工務店
株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア
株式会社新橋玉木屋
一般社団法人スマートエネルギー産業振興機構
株式会社西武プロパティーズ

東京ガス株式会社
東京ガス株式会社 東京中支店
東京サンライズ汐留ロータリークラブ
東京芝ロータリークラブ
東京司法書士会港支部
株式会社TOKYO TOWER
公益社団法人東京都宅地建物取引業協会港区支部

公益社団法人東京都ペストコントロール協会
一般社団法人東京都港区医師会
東京プリンスホテル
日本フレーバー工業株式会社
一般社団法人日本自動車連盟東京支部
日本潜水工事株式会社
株式会社葉山国際カンツリー倶楽部

株式会社文化放送
株式会社ほうらいやビル
株式会社水谷
一般社団法人港区観光協会
港区コミュニティバス ちぃばす
港区造園協力会
株式会社リセールバリュー

※本誌印刷物には「まつりSpecialクロスワード」
を掲載しています。ぜひご覧ください。

テスト
表紙作品コン

ンタビュー
大賞受賞者イ

今回、
「WEBでみなと区民まつりのトップを飾ろう！」
（表紙作品コンテスト）
を開催しました。
大賞は港区在住・在勤の27才女性、眞衣さんに決定！
作品は、本誌の表紙とともにホームページのトップ画面を飾っています。
作品に込めた想いやみなと区民まつりについて、眞衣さんに伺いました。

● 作品を簡単に説明していただけますか。
いろいろな人がそれぞれの想いを持って作り上げているまつり
だと思ったので、
全体を俯瞰的に見ることができる作品にしました。
また、港区らしさというと浮世絵やお寺だと思ったので、洛中洛
外図屏風を想起させるように描いています。

眞衣さんにとって、みなと区民まつりとは。
懐かしい友達と定期的に会うきっかけになるイベントです。

●

● みなと区民まつりの好きなところは。
出展者の方も来場者の方も賑わっている雰囲気が好きです。
● 今回の作品制作で力を入れていただいたこと、ご苦労されたことは。
みなと区民まつりを上から見た図になるように細かく人を描いたところです。

作品に込めた想いがあれば。
新型コロナウイルス感染症が終息して、また賑わいを取り戻すことがで
きるよう願いを込めました。
●

