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78 I N F O R M A T I O N イベント情報

10月15日（月）～19日（金）の見どころをご紹介

「霞マルシェ2018」開催！

 第14回／OTOKO NAIL もっと適正休憩!

足のお手入れメニュー「健康コース」

 第27回／ちょこっと・霞・歴史さんぽ

帝国劇場から日本オペラの幕開けへ

 店長の一押し！

［カフェ］ 宮越屋珈琲 霞が関店

1年 が ビルディング2001年の霞が関ビルディング

最高気温の記録を次々と塗り替えるなど、猛烈
な暑さだった今年の夏。やっと空気にも涼しさを
感じ、日に日に秋を感じることができます。

●
霞が関ビルディングの秋といえば、地域の産品
を紹介し秋の味覚を楽しむことができる「霞マル
シェ」です。今年も10月15日から19日の1週間
にわたり開催されます。特集記事では、「霞マル
シェ2018」の見どころについて紹介しました。今
年は、10月15日・16日の2日間を経団連との共
催による「東北復興応援マルシェ」、17日～19日
の3日間を6つの地域を紹介する「霞が関からま
ちおこし」です。

●
「東北復興応援マルシェ」については共催する経
団連にイベントのポイントをご案内いただき、
「霞が関からまちおこし」については6つの地域
から担当者が一押しの産品から秋におすすめの
レジャースポットまで紹介していただきました。
イベントの前の参考にぜひご覧ください。

●
リエゾンの誌面はみなさまの声によりできあ
がっています。右のアンケートにもぜひご協力を
お願いいたします。

VO I C E
三井不動産ビルマネジメントからのお知らせ

http://www.kasumigaseki36.com

霞が関ビルディング、新霞が関ビルディング、虎ノ門琴平タワー、虎の門三井ビルディング、東京倶楽部ビルディング、
虎ノ門ツインビルディングのテナント企業でお仕事をしているオフィスワーカーの方に限定させていただきます。

個人情報は厳重に管理します。個人情報を第三者に提供することはございません。取材等で撮影した写真やイン
タビュー記事は、リエゾン誌および霞が関ビルディングホームページでの掲載以外には許可なく使用いたしません。

＊＊ 大募集！

アンケート&全員プレゼント！

ご応募対象について

個人情報の取り扱いについて

質 問 リエゾンで取り上げてほしい記事は？

応 募
方 法

質問の回答とお名前、ご所属の会社名、プレゼントの送付先を
明記のうえ、下記のアドレスにメールをお送りください。

応募締め切り：2018年10月31日まで

応募はこちらから info@liaison-net.jp

下記の質問にお答えいただいた方全員に
図書カード500円分をプレゼントいたします。

みなさまの声がリエゾンの誌面づくりを支えています。

＊ご応募いただいた方は リエゾンモニターとして登録させていただきます。

2018 Summer EVENT REPORT
2018年7～8月の霞が関ビルディングで開催された夏を盛り上げた多彩なイベントの数々をレポートします。

霞が関ビルディングロビー階と1階
のインフォメーションスタッフとウエ
ルカムスタッフが、七夕にちなんで浴
衣を着てお客様をお迎えしました（写
真1）。ロビー階の七夕装飾（写真2）
と合わせて、ビルにいながら季節感
を感じることができたのではないで
しょうか。

七夕イベント
○7月6日開催

音楽に包まれる1週間をお届けする「霞
が関音楽祭」は5周年を迎えました。霞
が関ビルディングでは東京藝大プロデ
ュースによる各種コンサートを開催。
「アイルランド音楽の魅力」（写真5）、
「DREAM VIVO JAZZ ORCHES 

TRA」のスペシャルライブ（写真6）、「ア
カペラ四重唄の魅力」を開催しました。

霞が関音楽祭2018
○7月30日～8月3日開催

霞が関、夏の風物詩「霞の打ち水」が、

55団体300名超のご参加により行わ
れました。40℃を超える気温の中、「レ
ッツ、クールダウン」の掛け声とともに
一斉に打ち水スタート！（写真7）。打ち
水後の発表（写真8）では約5℃気温
が下がったところもあり、打ち水の効
果を実感できました。

霞の打ち水2018
○8月2日開催

小学生のお子様がいるご家族向けイ
ベント。消化VR体験（写真3）、AED

体験、防災ワークショップを行う「ツク
モル」による防災紙芝居、防災お守り
袋づくり（写真4）で、防災を楽しく学
んでいただきました。最後は東海大
学校校友会館のランチビュッフェで。

左：「霞の打ち水」で配布さ
れた手ぬぐいとうちわ。
下：「防災ツアー」の防災お
守り袋づくりの材料。

霞が関ビルディング
テナントファミリー防災ツアー
○7月28日開催
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10 /15 mon. –  10 /19 f r i .

Par t-1

Kasumi Marche 2018

1 0月1 5日（月）～ 1 9日（金）／霞が関ビルディングロビー階・霞テラス

1 0月1 5日（月）・1 6日（火）

Par t-2 1 0月1 7日（水）～1 9日（金）

地域の味覚や逸品を紹介する「霞マルシェ」を、

この秋も開催します。今回は前半 2日間を経団連との共催による

「東北復興応援マルシェ」、後半 3日間を6つの地域を紹介する

「霞が関からまちおこし」を開催。両イベントのみどころなどを

関係する方々にうかがいました。

東日本大震災において特に甚大な被害を受けた岩手県、宮城県、福島県に加え、青森県、秋田県、山形県も集結し、

東北6県の特産品販売を行います。共催する日本経済団体連合会（経団連）の森島聡さんにお話を伺いました。

山口県・岩国市、愛媛県宇和島市、熊本県天草市、宮崎県小林市、鹿児島県薩摩川内市、沖縄県沖縄市が出店します。

各地域の担当者が見どころをご案内。イベント当日の参考にどうぞ！

愛媛県
宇和島市

岩手県

宮城県
福島県

青森県
秋田県

山形県

熊本県
天草市

宮崎県
小林市

鹿児島県
薩摩川内市

沖縄県
沖縄市

山口県
岩国市

※イベントの内容は変更になる場合があります。 
※写真はすべてイメージです。
※各イベントの詳しい内容は、館内チラシやポスター、霞が関ビルディングホームページをご覧ください。

Inter v iew

Q　経団連の取り組み、「東北応援フェ
スタ」について概要や目的について
教えてください。
A　東日本大震災から7年半が経過し

ましたが、産業の再生は道半ばです。

特に水産加工業や農業はまだまだ厳

しい状況で、その大きな原因が風評

の問題です。それを乗り越えられるよ

うに、経団連としてもこれまで会員各

社に呼び掛けて、被災地産品を販売

する社内マルシェの開催や社食での

東北産品の使用などを働きかけてき

ました。

そこからさらにできることはないかと考

え、昨年から「東北復興応援フェスタ」

をスタートさせました。企業・団体が

行う東北関連の取り組みを一体的に

プロモーションすることで、東北の魅

力に改めて気づいてもらおうという試

みです。今年は10月から11月にかけ

て、約50のイベントが開催されますが、

そのメインイベントが、霞マルシェ内で

行う「東北復興応援マルシェ」です。

Q　「東北復興応援マルシェ」のポイン
トを聞かせてください。
A　こういったイベントで東北6県すべ

てが集まることはなかなかないと思い

ます。6県の物産を一挙に楽しめるこ

とは大きなポイントです。さらに各県

の方々には、この時期におすすめの

旬のものをはじめ、魅力的な商品を

多数ご用意いただけるようお願いして

おりますのでご期待ください。また、

16日の昼にはPRセレモニーやミニコ

ンサートも開催予定です。

Q　最後にワーカーのみなさんにメッ
セージをお願いします。
A　霞マルシェとのコラボレーション

により東北復興をより盛り上げてい

きたいです。2日間で東北6県の秋の

味覚を楽しめるお得なイベントなの

で、ぜひお立ち寄りください。また、

フェスタで予定している他のイベント

にもぜひ足を運んでいただければと

思います。皆さんのご来場をお待ち

しております。

○「東北復興応援フェスタ2018」の内容は、
　ホームページをご覧ください。　

　http://www.keidanren.or.jp/
　announce/2018/tohoku.html

一般社団法人日本経済団体連合会
産業政策本部 上席主幹

森島 聡さん

各県おすすめの産品の一部　1　青森県「しじみみそ
汁」（ブース）　2　岩手県「新さんまのつみれ汁」（キッ
チンカー）　3　宮城県「萩の月」（ブース）　4 秋田県
「雪の茅舎 純米吟醸」（ブース）　5 福島県「味付マト
ンケバブ」（キッチンカー）

1 2 3

東北6県の
物産を一挙に
楽しめるお得な
イベントです！

伊達 
にゃんよさん

愛媛県
宇和島市

2
秋に訪れるならココ霞マルシェおすすめの一品

Q1 Q2

天草宝島物産公社 
事務局長

中村 敏朗さん

天草の南端牛深の深海で水揚げ

されるアオサを乾燥させた「深海

あおさ」（写真）です。食べ方は簡

単！ そのままお味噌汁やお吸い物

に入れるだけ。お椀いっぱいに広

がる磯の香りをご堪能ください。水

でさっと戻して天ぷらや佃煮もお

すすめ。

11月1日（木）～ 6日（火）、天草市民

センターで「天草大陶磁器展」を開

催します。質の良い陶石が採れ、個

性ある窯元が各地に多数点在する

陶磁器の島・天草に、伝統的窯元か

ら若手陶芸家まで全国から110を超

える窯元が集まり展示・販売します。

熊本県
天草市

3
秋に訪れるならココ霞マルシェおすすめの一品

Q1 Q2

「愛媛みかんの発祥の地」、宇和島

市吉田町でつくられるみかんジュ

ース（写真）です。温暖な気候、急

傾斜地帯という地形、ミネラル成分

の多い土壌と、3つの自然条件がう

まく重なり美味しいみかんが生ま

れます。そのみかんを使ったジュー

スは格別

です。

「宇和島城」です。1601年に藤堂高

虎により築城され、宇和島伊達家2

代宗利が1666年頃に再建、その姿

を残しています。江戸時代から現

存する12の天守の1つです。また、

お城山の植生（写真）は、300年以

上手付かずの貴重種の宝庫です。

2018年7月に「長崎と天草地
方の潜伏キリシタン関連遺産」
が世界文化遺産に登録されま
した。天草の﨑津集落は、12
の構成資産のうちのひとつと
なっています。今が旬の天草
へ、ぜひお越しください！

高杉 晋作さん

山口県
岩国市

1
秋に訪れるならココ霞マルシェおすすめの一品

Q1 Q2

岸根（がんね）栗は岩国市美和町

の特産品です。特徴はとにかく大き

くて通常の栗の1.5倍くらいの大き

さで1果30g～40gあります。味も甘

くてまろやか。岸根栗を原料に使

用したきんとんの「がんね栗衛門」

（写真）をぜひご賞味ください。

秋の錦帯橋「地酒舟」です。岩国が

誇る5つの地酒、郷土料理ととも

に、秋の錦帯橋を屋形舟からお楽

しみいただけます。9/15～11/24

毎週土曜日、12時～13時（60分）、

料金3,000円（乗船料＋お弁当＋

お酒（5蔵）代含む）です（要予約）。

養殖生産量・生産額日本一の
あこや真珠をぜひご覧くださ
い。宇和海はリアス式海岸の
入江で海面が穏やかに保たれ
真珠養殖地として恵まれた環
境です。光沢・色・巻具合とも
に世界最高級を誇ります。

今年は明治改元から150年。維
新胎動の地・山口県では今年、
様々な記念事業を開催していま
す。特に11月4日まで、1,000万
の山口県の花と1,000のイベン
トでお迎えする「山口ゆめ花博」
がおすすめ。

4 5
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をスタートさせました。企業・団体が

行う東北関連の取り組みを一体的に

プロモーションすることで、東北の魅

力に改めて気づいてもらおうという試
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の方々には、この時期におすすめの

旬のものをはじめ、魅力的な商品を

多数ご用意いただけるようお願いして

おりますのでご期待ください。また、

16日の昼にはPRセレモニーやミニコ

ンサートも開催予定です。

Q　最後にワーカーのみなさんにメッ
セージをお願いします。
A　霞マルシェとのコラボレーション

により東北復興をより盛り上げてい

きたいです。2日間で東北6県の秋の

味覚を楽しめるお得なイベントなの

で、ぜひお立ち寄りください。また、

フェスタで予定している他のイベント

にもぜひ足を運んでいただければと

思います。皆さんのご来場をお待ち

しております。

○「東北復興応援フェスタ2018」の内容は、
　ホームページをご覧ください。　

　http://www.keidanren.or.jp/
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一般社団法人日本経済団体連合会
産業政策本部 上席主幹

森島 聡さん

各県おすすめの産品の一部　1　青森県「しじみみそ
汁」（ブース）　2　岩手県「新さんまのつみれ汁」（キッ
チンカー）　3　宮城県「萩の月」（ブース）　4 秋田県
「雪の茅舎 純米吟醸」（ブース）　5 福島県「味付マト
ンケバブ」（キッチンカー）

1 2 3

東北6県の
物産を一挙に
楽しめるお得な
イベントです！

伊達 
にゃんよさん

西国、伊達家
10万石の城下町

愛媛県
宇和島市

2
秋に訪れるならココ霞マルシェおすすめの一品

Q1 Q2

天草宝島物産公社 
事務局長

中村 敏朗さん

天草の南端牛深の深海で水揚げ

されるアオサを乾燥させた「深海

あおさ」（写真）です。食べ方は簡

単！ そのままお味噌汁やお吸い物

に入れるだけ。お椀いっぱいに広

がる磯の香りをご堪能ください。水

でさっと戻して天ぷらや佃煮もお

すすめ。

11月1日（木）～ 6日（火）、天草市民

センターで「天草大陶磁器展」を開

催します。質の良い陶石が採れ、個

性ある窯元が各地に多数点在する

陶磁器の島・天草に、伝統的窯元か

ら若手陶芸家まで全国から110を超

える窯元が集まり展示・販売します。

熊本県
天草市

3
秋に訪れるならココ霞マルシェおすすめの一品

Q1 Q2

「愛媛みかんの発祥の地」、宇和島

市吉田町でつくられるみかんジュ

ース（写真）です。温暖な気候、急

傾斜地帯という地形、ミネラル成分

の多い土壌と、3つの自然条件がう

まく重なり美味しいみかんが生ま

れます。そのみかんを使ったジュー

スは格別

です。

「宇和島城」です。1601年に藤堂高

虎により築城され、宇和島伊達家2

代宗利が1666年頃に再建、その姿

を残しています。江戸時代から現

存する12の天守の1つです。また、

お城山の植生（写真）は、300年以

上手付かずの貴重種の宝庫です。

日本の宝島
“天草”

2018年7月に「長崎と天草地
方の潜伏キリシタン関連遺産」
が世界文化遺産に登録されま
した。天草の﨑津集落は、12
の構成資産のうちのひとつと
なっています。今が旬の天草
へ、ぜひお越しください！

高杉 晋作さん

維新の風が誘う。
おもしろき国 山口

山口県
岩国市

1
秋に訪れるならココ霞マルシェおすすめの一品

Q1 Q2

岸根（がんね）栗は岩国市美和町

の特産品です。特徴はとにかく大き

くて通常の栗の1.5倍くらいの大き

さで1果30g～40gあります。味も甘

くてまろやか。岸根栗を原料に使

用したきんとんの「がんね栗衛門」

（写真）をぜひご賞味ください。

秋の錦帯橋「地酒舟」です。岩国が

誇る5つの地酒、郷土料理ととも

に、秋の錦帯橋を屋形舟からお楽

しみいただけます。9/15～11/24

毎週土曜日、12時～13時（60分）、

料金3,000円（乗船料＋お弁当＋

お酒（5蔵）代含む）です（要予約）。

養殖生産量・生産額日本一の
あこや真珠をぜひご覧くださ
い。宇和海はリアス式海岸の
入江で海面が穏やかに保たれ
真珠養殖地として恵まれた環
境です。光沢・色・巻具合とも
に世界最高級を誇ります。

今年は明治改元から150年。維
新胎動の地・山口県では今年、
様々な記念事業を開催していま
す。特に11月4日まで、1,000万
の山口県の花と1,000のイベン
トでお迎えする「山口ゆめ花博」
がおすすめ。

4 5

0102



西郷 つんさん

西郷どん
ゆかりの地

鹿児島県
薩摩川内市

5
秋に訪れるならココ霞マルシェおすすめの一品

Q1 Q2

1846年創業の現存する県内最古の

蔵元「新里酒造」の看板商品「琉球

ゴールド」（写真）です。古酒をブレ

ンドすることによる甘い香りが特

徴。おすすめの飲み方は琉球ゴー

ルド6・水4の水割り。2017年春の

全国酒類コンクール泡盛部門で「最

高賞」受賞。

琉球芸能ショー「うとぅいむち～沖

縄市への誘い～」で様々な種類の

伝統舞踊や島唄などの琉球芸能に

触れてみませんか？  レトロな雰囲

気漂う民謡酒場「なんた浜」（写真）

で土曜日開催の公演では、気軽に

本格的な琉球芸能の世界を体験で

きます。

沖縄県
沖縄市

6
秋に訪れるならココ霞マルシェおすすめの一品

Q1 Q2

新銘菓「雪窓院（せっそういん）」（写

真）です。雪をイメージした真っ白

い生地「かるかん」で、特産品“きん

かん”を練り込んだ白あんを包みま

した。名の由来は、入来院家から島

津貴久に嫁ぎ、戦国武将島津義久・

義弘・歳久兄弟の母となった雪窓

院から。

「入来麓武家屋敷群」（写真）です。

知覧、出水に並び「鹿児島3大武

家屋敷群」の1つとして人気。国の

重要伝統的建造物保存地区に指

定され、中世の街並みを今に伝え

ます。甲冑体験も行っており侍気

分を味わえます。

こすモ～さん

名水百選に
選ばれた水が魅力

宮崎県
小林市

4
秋に訪れるならココ霞マルシェおすすめの一品

Q1 Q2

小林市の食材の豊かさと質の高さ

に魅了され、料理を通して地域の課

題を解決していく新しいシェフスタ

イルを追求する甲斐崇悟シェフ（写

真）。キッチンカーでは甲斐シェフを

招聘し、小林産宮崎牛、黒豚、鶏等

の美味しい食材を使った料理を提

供します。

「もうひとつの
オキナワ」ワ」ワ に出会えるえるえ

雄大な霧島連山と九州山地を見渡

せる標高540mの「生駒高原」です。

四季折々の花が美しい観光名所

で、特にオススメなのが9月下旬か

ら10月下旬。12万㎡もの広大な敷

地に17種類約100万本のコスモス

が咲き誇ります。

沖縄市役所 経済文化部
地域おこし企業人

佐藤 隆志さん
観光振興課 
おもてなしマネージャー

吉村 菜織さん

霞霞霞マママルルルマルママルマ シシシェェシェシ 22200011888開開開催催催！！                            

昨年の霞マルシェの様子。

小林市の魅力は「水」。市内に
は70カ所以上の湧水池があ
り、水質は国内で珍しい中硬
質。その湧水の恩恵を受け、宮
崎牛、みやざき地頭鶏など畜
産はもちろん、多様な野菜・果
物が栽培されています。

薩摩川内市は離島も含む珍し
い市です。断崖絶壁の「甑島
（こしきしま）」が人気で、東シ
ナ海の豊富な海幸を食べ、ゆ
るやかな時間が流れる島旅を
楽しめます。関東でも人気の焼
酎「六代目百合」は島の名物。

沖縄市は嘉手納基地の門前町
ですが、とてものんびりした住
みやすい街です。週末の夜の
ゲート通りの散歩がおすすめ。
英語表記のお店の看板や外国
人もたくさん歩いており、異国
情緒があって楽しいです。

石山恒子（NPO法人 江戸前21） http://www.edomae21.org
ちょこっと

歴史さんぽ霞 第二七回

という贅沢な空間。無料配布の帝劇パ
ンフレットのキャッチコピーは、『今日は
帝劇、明日は三越』［写真1］。イラスト
は女子の憧れの竹久夢二であった。

赤坂にオペレッタ劇場
「ローヤル館」開設
その後、大好評であったオペレッタも
上層階級を対象の内容で次第に集客
が困難となり、ローシー率いる歌劇団
も解散となる。諦めきれないローシーは
私財を投げ打ち赤坂
にオペレッタ劇場「ロ
ーヤル館」を開館［写
真2］。この場所で浅
草オペラのスターとな
る田谷力三がデビュ
ーしたのである。その
後庶民の娯楽は浅
草オペラへと向かっ
て行った。

歌舞伎ができる西洋劇場を目指して
明治44年（1911）3月9日帝国劇場が
出来た。「本格的な西洋劇場」である。
その帝劇創立は、明治39年（1906）1

月18日、劇場発足の委員会が主宰伊
藤博文のもと発足。委員長の渋沢栄
一は、明治40年（1907）3月9日に、帝
国劇場株式会社を設立。いまだかつ
てない歌舞伎もできる西洋劇場が求
められたのである。
明治44年（1911）、横河民輔の設計
によるルネサンス建築様式による日本
初の西洋式演劇劇場が竣工された。
そして帝劇専属歌劇団を結成するた
め、指導者としてイタリア人のヴィットリ
オ・ジョバンニ・ローシーが招かれた。
箱も中身も一流を目指したのである。
初めてづくしのサービスには、切符制
の導入・食堂と喫煙室の設置・男性
の接待係や女性の案内人の配置など
など。天井にはドーム型のシャンデリア

今秋10月26日、赤坂オペラ復活と称し
て、プッチーニ作曲（ハイライト）による
「蝶々夫人」の本公演がある。明治から
現代への散歩道、日比谷の帝国劇場か
ら赤坂まで足を伸ばしてみませんか？
　
参考文献／アルザス日欧知的交流事業日本研
究セミナー「明治」報告書 帝国劇場の活動－
日本におけるオペラ開始、『写真の中の明治・
大正』国立国会図書館写像写真帳
赤 坂 芸 能 祭HP　https://akasaka-geino. 
jimdo.com/　
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Presented by OTOKO NAIL

Service Menu

オトコネイルよりおすすめのサービスやポイントをご紹介します。

足のお手入れメニュー「健康コース」
適正
休憩!
もっと

14

フットバス、爪切り、甘皮処理、角質ケア、フットマ

ッサージがセットになった、足の気になる部分をト

ータルでお手入れするコースです。

このコースに含まれる角質ケアが大変好評で、サ

ービス後は足が軽くなったとの声を多く聞きます。

足裏には汗腺はあっても皮脂腺がなく、乾燥しや

すく、かかとは特に固くなってしまいがち。また、皮

膚は約28日で新陳代謝しますが、加齢などにより

足が軽くなったと評判の人気コース
それが低下すると古くなった角質がたまってしま

います。合わない靴を履いて当たってしまう部分

に極端に角質がつくことも。たまった角質は細菌

のエサになり、臭いの原因になりますので、定期

的に除去することがおすすめです。なお、日常的

なケアとして、お風呂上りに保湿クリームを塗ると

角質が固くなるのを抑えられます。

○約60分・7,020円

ハッカ入りのお湯
をはったフットバス
に足を浸し、爪まわ
りや角質を柔らかく
して、ケアしやすく
します。

サービスの流れ

1 角質の厚い部分を
見極め、専用やす
りでていねいに削
ります。角質がたま
りやすいかかとは
重点的に。

2 靴が当たるなどで
皮膚が厚くなったタ
コも削り取っていき
ます。取れる角質の
量にみなさん驚か
れます。

3 角質除去のあと、
爪切り、甘皮処理、
そしてアロマオイ
ルを塗って保湿を
したあと、足全体を
マッサージ。

4

※価格はすべて税込みです。

角質ケアに特化したコースもご
用意しました。フットバス後に角
質ケア、保湿を行います。気に
なる角質を定期的にケアしたい
方にもぴったりです。
○約30分・4,104円

角質ケアのみのコースも

男性も女性もご利用できます！

［営］月～土：11時～20時

［休］日・祝　［☎］0120-662-880

http://www.otokonail.com/

Presented by OTOKO NAIL

適正休憩所（霞が関ビルディング1階）

1 竣工当時の帝劇パンフレットより（（一社）ジャ
パンアーカイブス提供）　2 ローヤル館で上演さ
れたオペラの風景（台東区立下町風俗資料館所蔵）

2
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西郷 つんさん

鹿児島県
薩摩川内市

5
秋に訪れるならココ霞マルシェおすすめの一品

Q1 Q2

1846年創業の現存する県内最古の

蔵元「新里酒造」の看板商品「琉球

ゴールド」（写真）です。古酒をブレ

ンドすることによる甘い香りが特

徴。おすすめの飲み方は琉球ゴー

ルド6・水4の水割り。2017年春の

全国酒類コンクール泡盛部門で「最

高賞」受賞。

琉球芸能ショー「うとぅいむち～沖

縄市への誘い～」で様々な種類の

伝統舞踊や島唄などの琉球芸能に

触れてみませんか？  レトロな雰囲

気漂う民謡酒場「なんた浜」（写真）

で土曜日開催の公演では、気軽に

本格的な琉球芸能の世界を体験で

きます。

沖縄県
沖縄市

6
秋に訪れるならココ霞マルシェおすすめの一品

Q1 Q2

新銘菓「雪窓院（せっそういん）」（写

真）です。雪をイメージした真っ白

い生地「かるかん」で、特産品“きん

かん”を練り込んだ白あんを包みま

した。名の由来は、入来院家から島

津貴久に嫁ぎ、戦国武将島津義久・

義弘・歳久兄弟の母となった雪窓

院から。

「入来麓武家屋敷群」（写真）です。

知覧、出水に並び「鹿児島3大武

家屋敷群」の1つとして人気。国の

重要伝統的建造物保存地区に指

定され、中世の街並みを今に伝え

ます。甲冑体験も行っており侍気

分を味わえます。

こすモ～さん

宮崎県
小林市

4
秋に訪れるならココ霞マルシェおすすめの一品

Q1 Q2

小林市の食材の豊かさと質の高さ

に魅了され、料理を通して地域の課

題を解決していく新しいシェフスタ

イルを追求する甲斐崇悟シェフ（写

真）。キッチンカーでは甲斐シェフを

招聘し、小林産宮崎牛、黒豚、鶏等

の美味しい食材を使った料理を提

供します。

雄大な霧島連山と九州山地を見渡

せる標高540mの「生駒高原」です。

四季折々の花が美しい観光名所

で、特にオススメなのが9月下旬か

ら10月下旬。12万㎡もの広大な敷

地に17種類約100万本のコスモス

が咲き誇ります。

沖縄市役所 経済文化部
地域おこし企業人

佐藤 隆志さん
観光振興課 
おもてなしマネージャー

吉村 菜織さん

昨年の霞マルシェの様子。

小林市の魅力は「水」。市内に
は70カ所以上の湧水池があ
り、水質は国内で珍しい中硬
質。その湧水の恩恵を受け、宮
崎牛、みやざき地頭鶏など畜
産はもちろん、多様な野菜・果
物が栽培されています。

薩摩川内市は離島も含む珍し
い市です。断崖絶壁の「甑島
（こしきしま）」が人気で、東シ
ナ海の豊富な海幸を食べ、ゆ
るやかな時間が流れる島旅を
楽しめます。関東でも人気の焼
酎「六代目百合」は島の名物。

沖縄市は嘉手納基地の門前町
ですが、とてものんびりした住
みやすい街です。週末の夜の
ゲート通りの散歩がおすすめ。
英語表記のお店の看板や外国
人もたくさん歩いており、異国
情緒があって楽しいです。

石山恒子（NPO法人 江戸前21） http://www.edomae21.org
ちょこっと

歴史さんぽ霞 第二七回

という贅沢な空間。無料配布の帝劇パ
ンフレットのキャッチコピーは、『今日は
帝劇、明日は三越』［写真1］。イラスト
は女子の憧れの竹久夢二であった。

赤坂にオペレッタ劇場
「ローヤル館」開設
その後、大好評であったオペレッタも
上層階級を対象の内容で次第に集客
が困難となり、ローシー率いる歌劇団
も解散となる。諦めきれないローシーは
私財を投げ打ち赤坂
にオペレッタ劇場「ロ
ーヤル館」を開館［写
真2］。この場所で浅
草オペラのスターとな
る田谷力三がデビュ
ーしたのである。その
後庶民の娯楽は浅
草オペラへと向かっ
て行った。

歌舞伎ができる西洋劇場を目指して
明治44年（1911）3月9日帝国劇場が
出来た。「本格的な西洋劇場」である。
その帝劇創立は、明治39年（1906）1

月18日、劇場発足の委員会が主宰伊
藤博文のもと発足。委員長の渋沢栄
一は、明治40年（1907）3月9日に、帝
国劇場株式会社を設立。いまだかつ
てない歌舞伎もできる西洋劇場が求
められたのである。
明治44年（1911）、横河民輔の設計
によるルネサンス建築様式による日本
初の西洋式演劇劇場が竣工された。
そして帝劇専属歌劇団を結成するた
め、指導者としてイタリア人のヴィットリ
オ・ジョバンニ・ローシーが招かれた。
箱も中身も一流を目指したのである。
初めてづくしのサービスには、切符制
の導入・食堂と喫煙室の設置・男性
の接待係や女性の案内人の配置など
など。天井にはドーム型のシャンデリア

今秋10月26日、赤坂オペラ復活と称し
て、プッチーニ作曲（ハイライト）による
「蝶々夫人」の本公演がある。明治から
現代への散歩道、日比谷の帝国劇場か
ら赤坂まで足を伸ばしてみませんか？
　
参考文献／アルザス日欧知的交流事業日本研
究セミナー「明治」報告書 帝国劇場の活動－
日本におけるオペラ開始、『写真の中の明治・
大正』国立国会図書館写像写真帳
赤 坂 芸 能 祭HP　https://akasaka-geino. 
jimdo.com/　

帝
国
劇
場
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日
本
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ラ
の
幕
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け
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Presented by OTOKO NAIL

Service Menu

オトコネイルよりおすすめのサービスやポイントをご紹介します。

足のお手入れメニュー「健康コース」
適正
休憩!
もっと

14

フットバス、爪切り、甘皮処理、角質ケア、フットマ

ッサージがセットになった、足の気になる部分をト

ータルでお手入れするコースです。

このコースに含まれる角質ケアが大変好評で、サ

ービス後は足が軽くなったとの声を多く聞きます。

足裏には汗腺はあっても皮脂腺がなく、乾燥しや

すく、かかとは特に固くなってしまいがち。また、皮

膚は約28日で新陳代謝しますが、加齢などにより

足が軽くなったと評判の人気コース
それが低下すると古くなった角質がたまってしま

います。合わない靴を履いて当たってしまう部分

に極端に角質がつくことも。たまった角質は細菌

のエサになり、臭いの原因になりますので、定期

的に除去することがおすすめです。なお、日常的

なケアとして、お風呂上りに保湿クリームを塗ると

角質が固くなるのを抑えられます。

○約60分・7,020円

ハッカ入りのお湯
をはったフットバス
に足を浸し、爪まわ
りや角質を柔らかく
して、ケアしやすく
します。

サービスの流れ

1 角質の厚い部分を
見極め、専用やす
りでていねいに削
ります。角質がたま
りやすいかかとは
重点的に。

2 靴が当たるなどで
皮膚が厚くなったタ
コも削り取っていき
ます。取れる角質の
量にみなさん驚か
れます。

3 角質除去のあと、
爪切り、甘皮処理、
そしてアロマオイ
ルを塗って保湿を
したあと、足全体を
マッサージ。

4

※価格はすべて税込みです。

角質ケアに特化したコースもご
用意しました。フットバス後に角
質ケア、保湿を行います。気に
なる角質を定期的にケアしたい
方にもぴったりです。
○約30分・4,104円

角質ケアのみのコースも

男性も女性もご利用できます！

［営］月～土：11時～20時

［休］日・祝　［☎］0120-662-880

http://www.otokonail.com/

Presented by OTOKO NAIL

適正休憩所（霞が関ビルディング1階）

1 竣工当時の帝劇パンフレットより（（一社）ジャ
パンアーカイブス提供）　2 ローヤル館で上演さ
れたオペラの風景（台東区立下町風俗資料館所蔵）

2

1
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ホームページでもご覧いただけます。

霞が関ビル内郵便局　 3F
［営］郵便窓口9:00～18:00
　　貯金窓口9:00～16:00
　　保険窓口9:00～16:00　
［休］土.日.祝
［TEL］03-3581-1716
［ATM］平日.
        土.
　　日.祝.
　　※預入及び硬貨対応の取扱は17:00まで。

霞

Kiraku 霞が関　 3F
［営］　　月.
　　火～金.　
［休］土.日.祝
［TEL］03-5512-1159

11:00～18：30（最終受付17：50）
11:00～21：00（最終受付20：20）

霞

極東証券 霞が関ビル支店　 3F
［営］9:00～17:15　
［休］土.日.祝
［TEL］03-3504-0211

霞

霞が関ビル診療所　 3F霞
［営］月～金.

           土.
［休］日.祝
［TEL］03-3581-6031

  9:00～12:30（受付  8：30～）、
14:00～16:30（受付13：30～）
  9:00～12:00（受付  8：30～）

吉田歯科医院　 3F霞
［営］月～金.

           土（第2・第4）.
［休］土（第1・第3・第5）.日.祝
［TEL］03-3581-7766

9:30～13：00（最終受付12：30）、
14:00～18：00（最終受付17：00）
　　　　  9:30～13:00

山口歯科室　 3F霞
［営］10:00～13:00（最終受付12：30）、
      14:00～19:00（最終受付18：30）
［休］土.日.祝
［TEL］03-3581-9191

三井のオフィス ビジネスラボラトリー　 1F霞
［営］9:00～17:30
［休］土.日.祝
［TEL］03-5511-1500

けやき［フランス料理&鉄板焼き］　 35F霞
［営］11:30～21:30 
［休］日.祝（貸切のみ営業可）
［TEL］03-3581-5200  席数：60  個室あり

かちどき薬局 霞が関店［薬局、化粧品］　 3F霞
［営］月～金.
           土.
［休］日.祝
［TEL］03-3581-7776

9:00～18:00 
9:00～13:00

生活彩家 霞が関ビル店［コンビニ］　 3F霞
［営］月～金.
［休］土.日.祝
［TEL］03-3581-7783

7:00～21:00 

ダイヤモンドカメラ［写真・印刷］　 3F霞
［営］9:00～18:00
［休］土.日.祝
［TEL］03-3581-7068

ナチュラルローソン 新霞が関ビル店［コンビニ］　 LBF新
［営］月～金.
［休］土.日.祝
［TEL］03-3539-3320

7：30～22：30

屋台DELi［弁当販売］　 1F新
［営］11:00～13:30
［休］土.日.祝

霞ダイニングの店舗情報はホームページをご覧ください。

http://www.kasumi-d.jp
※2018年9月現在の情報です。
　詳しくは霞が関ビルディングホームページをご覧ください。

霞霞が関ビルディング 新新霞が関ビルディング 虎虎の門三井ビルディング

播磨屋本店 東京本店［おせんべい］　  1F虎
［営］10:00～19:00
［休］無休
［TEL］03-5512-4747  席数：114

8:00～21:00
8:00～21:00※
8:00～20:00※

初つぼみ［日本料理］　 1F新
［営］ランチ　11：30～14：00（LO13:30）

ディナー17:00～22:00（LO21:30） 
［休］土.日.祝
［TEL］03-5521-6001  席数：148  個室：13

Presented by OTOKO NAIL 適正休憩所　 1F霞
［営］月～金.
　　　  土.
［休］日.祝
［TEL］0120-662-880

11:00～20:00
11:00～18:00

店
長   

菊
地  

崇 

さ
ん

店長の 押し！一イチ
カフェ

宮越屋珈琲 霞が関店
○霞が関ビルディングLB階

［☎］03-6457-9950

［営］月～金：7時～21時（L.O.20時30分）

　　土：8時～18時

　　※一部変更の場合があります。

［休］日・祝　

［席］120席（テラス20席）

http://www.miyakoshiya-coffee.co.jp/

Data

※価格はすべて税込みです。

どなたにとっても最高のコーヒーを
宮越屋珈琲は札幌発祥の珈琲専門店で、

コーヒー通をうならせる究極のコーヒーで

はなく、たくさんの人々が日常の生活の中

で楽しむことのできる“どなたにとっても最

高においしいコーヒー”の提供を目指して

います。

当店では上質なコーヒー豆を長時間じっく

り深く焼いた自家焙煎豆を使っています。

ご注文を受けたあとに挽き、ネルドリップ

で抽出します。そうしてご提供するコーヒ

ーは、深く、濃く、強い味わいになっている

のが特徴です。

コーヒーは、フレンチとマイルドの2種のブ

レンドと、単一豆を使うストレートをご用意。

抽出方法については、基準となる「スタンダ

ード」、すっきり軽めの「粗挽き」、より濃厚

な「デミタス」の3つから選べます。ご自分の

お好みの1杯を見付けるお手伝いもいたし

ますので、気軽にお声がけください。

霞が関店では、広い空間の中でゆっくりコ

ーヒーを楽しめます。テラス席や完全分煙

席もご用意しています。電源

も完備し、気分を変えての

仕事や打ち合わせにもご利

用いただけます。早朝からオ

ープンしているので朝の1杯に

もぴったりです。

お好みの味をご自宅でも
コーヒーといっしょに楽しんでいただきた

いのが自家製ケーキです。ベイクドチーズ

ケーキが人気で、シンプルで昔懐かしい味

わいです。オリジナルのクッキーもおすす

めで、プレーン、シナモン、ヘーゼルナッツ、

チョコチップの4種類から選べます。

店頭ではコーヒー豆の販売も行っており、ご

自宅で当店のコーヒーの味を楽しめます。

豆の選び方だけでなく、淹れ方についても

アドバイスさせていただきます。当店のコー

ヒー豆で、まずお試しいただきたいのは濃

厚な味を楽しめるフレンチブレンドです。一

般的にブレンドコーヒーは、その店の顔とな

る特徴的なものになるといわれます。ちな

みに淹れ方のちょっとしたアドバイスを。一

般に1杯分に対して10～13グラムといわれ

ますが、30グラムと多めの量を使うと当店

の味に近づけることができると思います。

また、テイクアウトのコーヒーもドリップコ

ーヒー 240円～ご用意しておりますので、

あわせてご利用ください。

クッキー（3枚324円、5枚432円）

プレーン、シナモン、ヘーゼルナッツ、チョコチップ
の4種類から組み合わせて選べます。

チーズトースト（432円）

シンプルながらもくせになると人気の一品。コー
ヒーとの相性も抜群。

rom 
KASUMI DINING

今回の
お店

店頭ではコーヒー豆の販売も行っています。季節
の限定品なども並びます。10月から毎月第1・3金
曜日はコーヒー豆をお試し価格で販売する即売
会と三井ショッピングパークカードのポイントアッ
プ（＋5ポイント）を開催します。

ケーキセット（1,080円）

写真はベイクドチーズケーキとコーヒーのセット。
ケーキはこのほかにブラウニーと本日のシ
フォンがあります。飲み物はフレンチブレ
ンド、マイルドブレンド、アイスコーヒー
から選べます。単品はブレンド702

円～、ケーキ540円。霞が関ビルディング1F
 ［カフェ＆バー］

PRONTO IL BAR
☎:03-3580-6525

東京倶楽部ビルディング1F
［ベルギービール カフェ］
Delirium Cafe

Tokyo
☎:03-3501-3181

霞が関ビルディング1F
［バール＆レストラン］
BARBARA market place
325 KASUMIGASEKI
☎:03-6206-1011

東京倶楽部ビルディング2F
［ジャパニーズ・バール］

食堂BAR
カスミガセキ

☎:03-3501-0877

東京倶楽部ビルディング2F
［和食］

鮮魚 銀シャリ ほっこり
☎:03-5511-6060

※1会計につきクーポンは1回ご利用いただけます。 アプリクーポンのご利用条件についてはクーポン画面をご確認ください。

※ディナータイムは、店舗により提供時間、ラストオーダーが異なります。別途お通し代のある店舗がございます。 ※参加店舗は変更になる場合がございます。 あらかじめご了承ください。
※掲載価格は、消費税（本体価格の8％）を含んだ総額の表示となっております。 店頭では税抜価格で表記している場合もございます。 
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ホームページでもご覧いただけます。

霞が関ビル内郵便局　 3F
［営］郵便窓口9:00～18:00
　　貯金窓口9:00～16:00
　　保険窓口9:00～16:00　
［休］土.日.祝
［TEL］03-3581-1716
［ATM］平日.
        土.
　　日.祝.
　　※預入及び硬貨対応の取扱は17:00まで。

霞

Kiraku 霞が関　 3F
［営］　　月.
　　火～金.　
［休］土.日.祝
［TEL］03-5512-1159

11:00～18：30（最終受付17：50）
11:00～21：00（最終受付20：20）

霞

極東証券 霞が関ビル支店　 3F
［営］9:00～17:15　
［休］土.日.祝
［TEL］03-3504-0211

霞

霞が関ビル診療所　 3F霞
［営］月～金.

           土.
［休］日.祝
［TEL］03-3581-6031

  9:00～12:30（受付  8：30～）、
14:00～16:30（受付13：30～）
  9:00～12:00（受付  8：30～）

吉田歯科医院　 3F霞
［営］月～金.

           土（第2・第4）.
［休］土（第1・第3・第5）.日.祝
［TEL］03-3581-7766

9:30～13：00（最終受付12：30）、
14:00～18：00（最終受付17：00）
　　　　  9:30～13:00

山口歯科室　 3F霞
［営］10:00～13:00（最終受付12：30）、
      14:00～19:00（最終受付18：30）
［休］土.日.祝
［TEL］03-3581-9191

三井のオフィス ビジネスラボラトリー　 1F霞
［営］9:00～17:30
［休］土.日.祝
［TEL］03-5511-1500

けやき［フランス料理&鉄板焼き］　 35F霞
［営］11:30～21:30 
［休］日.祝（貸切のみ営業可）
［TEL］03-3581-5200  席数：60  個室あり

かちどき薬局 霞が関店［薬局、化粧品］　 3F霞
［営］月～金.
           土.
［休］日.祝
［TEL］03-3581-7776

9:00～18:00 
9:00～13:00

生活彩家 霞が関ビル店［コンビニ］　 3F霞
［営］月～金.
［休］土.日.祝
［TEL］03-3581-7783

7:00～21:00 

ダイヤモンドカメラ［写真・印刷］　 3F霞
［営］9:00～18:00
［休］土.日.祝
［TEL］03-3581-7068

ナチュラルローソン 新霞が関ビル店［コンビニ］　 LBF新
［営］月～金.
［休］土.日.祝
［TEL］03-3539-3320

7：30～22：30

屋台DELi［弁当販売］　 1F新
［営］11:00～13:30
［休］土.日.祝

霞ダイニングの店舗情報はホームページをご覧ください。

http://www.kasumi-d.jp
※2018年9月現在の情報です。
　詳しくは霞が関ビルディングホームページをご覧ください。

霞霞が関ビルディング 新新霞が関ビルディング 虎虎の門三井ビルディング

播磨屋本店 東京本店［おせんべい］　  1F虎
［営］10:00～19:00
［休］無休
［TEL］03-5512-4747  席数：114

8:00～21:00
8:00～21:00※
8:00～20:00※

初つぼみ［日本料理］　 1F新
［営］ランチ　11：30～14：00（LO13:30）

ディナー17:00～22:00（LO21:30） 
［休］土.日.祝
［TEL］03-5521-6001  席数：148  個室：13

Presented by OTOKO NAIL 適正休憩所　 1F霞
［営］月～金.
　　　  土.
［休］日.祝
［TEL］0120-662-880

11:00～20:00
11:00～18:00

店
長   

菊
地  

崇 

さ
ん

店長の 押し！一イチ
カフェ

宮越屋珈琲 霞が関店
○霞が関ビルディングLB階

［☎］03-6457-9950

［営］月～金：7時～21時（L.O.20時30分）

　　土：8時～18時

　　※一部変更の場合があります。

［休］日・祝　

［席］120席（テラス20席）

http://www.miyakoshiya-coffee.co.jp/

Data

※価格はすべて税込みです。

どなたにとっても最高のコーヒーを
宮越屋珈琲は札幌発祥の珈琲専門店で、

コーヒー通をうならせる究極のコーヒーで

はなく、たくさんの人々が日常の生活の中

で楽しむことのできる“どなたにとっても最

高においしいコーヒー”の提供を目指して

います。

当店では上質なコーヒー豆を長時間じっく

り深く焼いた自家焙煎豆を使っています。

ご注文を受けたあとに挽き、ネルドリップ

で抽出します。そうしてご提供するコーヒ

ーは、深く、濃く、強い味わいになっている

のが特徴です。

コーヒーは、フレンチとマイルドの2種のブ

レンドと、単一豆を使うストレートをご用意。

抽出方法については、基準となる「スタンダ

ード」、すっきり軽めの「粗挽き」、より濃厚

な「デミタス」の3つから選べます。ご自分の

お好みの1杯を見付けるお手伝いもいたし

ますので、気軽にお声がけください。

霞が関店では、広い空間の中でゆっくりコ

ーヒーを楽しめます。テラス席や完全分煙

席もご用意しています。電源

も完備し、気分を変えての

仕事や打ち合わせにもご利

用いただけます。早朝からオ

ープンしているので朝の1杯に

もぴったりです。

お好みの味をご自宅でも
コーヒーといっしょに楽しんでいただきた

いのが自家製ケーキです。ベイクドチーズ

ケーキが人気で、シンプルで昔懐かしい味

わいです。オリジナルのクッキーもおすす

めで、プレーン、シナモン、ヘーゼルナッツ、

チョコチップの4種類から選べます。

店頭ではコーヒー豆の販売も行っており、ご

自宅で当店のコーヒーの味を楽しめます。

豆の選び方だけでなく、淹れ方についても

アドバイスさせていただきます。当店のコー

ヒー豆で、まずお試しいただきたいのは濃

厚な味を楽しめるフレンチブレンドです。一

般的にブレンドコーヒーは、その店の顔とな

る特徴的なものになるといわれます。ちな

みに淹れ方のちょっとしたアドバイスを。一

般に1杯分に対して10～13グラムといわれ

ますが、30グラムと多めの量を使うと当店

の味に近づけることができると思います。

また、テイクアウトのコーヒーもドリップコ

ーヒー 240円～ご用意しておりますので、

あわせてご利用ください。

クッキー（3枚324円、5枚432円）

プレーン、シナモン、ヘーゼルナッツ、チョコチップ
の4種類から組み合わせて選べます。

チーズトースト（432円）

シンプルながらもくせになると人気の一品。コー
ヒーとの相性も抜群。

rom 
KASUMI DINING

今回の
お店

店頭ではコーヒー豆の販売も行っています。季節
の限定品なども並びます。10月から毎月第1・3金
曜日はコーヒー豆をお試し価格で販売する即売
会と三井ショッピングパークカードのポイントアッ
プ（＋5ポイント）を開催します。

ケーキセット（1,080円）

写真はベイクドチーズケーキとコーヒーのセット。
ケーキはこのほかにブラウニーと本日のシ
フォンがあります。飲み物はフレンチブレ
ンド、マイルドブレンド、アイスコーヒー
から選べます。単品はブレンド702

円～、ケーキ540円。霞が関ビルディング1F
 ［カフェ＆バー］

PRONTO IL BAR
☎:03-3580-6525

東京倶楽部ビルディング1F
［ベルギービール カフェ］
Delirium Cafe

Tokyo
☎:03-3501-3181

霞が関ビルディング1F
［バール＆レストラン］
BARBARA market place
325 KASUMIGASEKI
☎:03-6206-1011

東京倶楽部ビルディング2F
［ジャパニーズ・バール］

食堂BAR
カスミガセキ

☎:03-3501-0877

東京倶楽部ビルディング2F
［和食］

鮮魚 銀シャリ ほっこり
☎:03-5511-6060

※1会計につきクーポンは1回ご利用いただけます。 アプリクーポンのご利用条件についてはクーポン画面をご確認ください。

※ディナータイムは、店舗により提供時間、ラストオーダーが異なります。別途お通し代のある店舗がございます。 ※参加店舗は変更になる場合がございます。 あらかじめご了承ください。
※掲載価格は、消費税（本体価格の8％）を含んだ総額の表示となっております。 店頭では税抜価格で表記している場合もございます。 

0506



三
井
不
動
産
ビ
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
    発

行： 三
井
不
動
産
ビ
ル
マ
ネ
ジ
メ
ント
株
式
会
社
  霞
が
関
オ
フ
ィ
ス
  TE
L:03-3580-0576  http://w

w
w
.kasum

igaseki3
6
.com

      こ
の
情
報
誌
は
古
紙
100％

再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

2O18  AUTUMN

78 I N F O R M A T I O N イベント情報

10月15日（月）～19日（金）の見どころをご紹介

「霞マルシェ2018」開催！

 第14回／OTOKO NAIL もっと適正休憩!

足のお手入れメニュー「健康コース」

 第27回／ちょこっと・霞・歴史さんぽ

帝国劇場から日本オペラの幕開けへ

 店長の一押し！

［カフェ］ 宮越屋珈琲 霞が関店

2001年の霞が関ビルディング

最高気温の記録を次々と塗り替えるなど、猛烈
な暑さだった今年の夏。やっと空気にも涼しさを
感じ、日に日に秋を感じることができます。

●
霞が関ビルディングの秋といえば、地域の産品
を紹介し秋の味覚を楽しむことができる「霞マル
シェ」です。今年も10月15日から19日の1週間
にわたり開催されます。特集記事では、「霞マル
シェ2018」の見どころについて紹介しました。今
年は、10月15日・16日の2日間を経団連との共
催による「東北復興応援マルシェ」、17日～19日
の3日間を6つの地域を紹介する「霞が関からま
ちおこし」です。

●
「東北復興応援マルシェ」については共催する経
団連にイベントのポイントをご案内いただき、
「霞が関からまちおこし」については6つの地域
から担当者が一押しの産品から秋におすすめの
レジャースポットまで紹介していただきました。
イベントの前の参考にぜひご覧ください。

●
リエゾンの誌面はみなさまの声によりできあ
がっています。右のアンケートにもぜひご協力を
お願いいたします。

VO I C E
三井不動産ビルマネジメントからのお知らせ

http://www.kasumigaseki36.com

霞が関ビルディング、新霞が関ビルディング、虎ノ門琴平タワー、虎の門三井ビルディング、東京倶楽部ビルディング、
虎ノ門ツインビルディングのテナント企業でお仕事をしているオフィスワーカーの方に限定させていただきます。

個人情報は厳重に管理します。個人情報を第三者に提供することはございません。取材等で撮影した写真やイン
タビュー記事は、リエゾン誌および霞が関ビルディングホームページでの掲載以外には許可なく使用いたしません。

＊＊ 大募集！

アンケート&全員プレゼント！

ご応募対象について

個人情報の取り扱いについて

質 問 リエゾンで取り上げてほしい記事は？

応 募
方 法

質問の回答とお名前、ご所属の会社名、プレゼントの送付先を
明記のうえ、下記のアドレスにメールをお送りください。

応募締め切り：2018年10月31日まで

応募はこちらから info@liaison-net.jp

下記の質問にお答えいただいた方全員に
図書カード500円分をプレゼントいたします。

みなさまの声がリエゾンの誌面づくりを支えています。

＊ご応募いただいた方は リエゾンモニターとして登録させていただきます。

2018 Summer EVENT REPORT
2018年7～8月の霞が関ビルディングで開催された夏を盛り上げた多彩なイベントの数々をレポートします。

霞が関ビルディングロビー階と1階
のインフォメーションスタッフとウエ
ルカムスタッフが、七夕にちなんで浴
衣を着てお客様をお迎えしました（写
真1）。ロビー階の七夕装飾（写真2）
と合わせて、ビルにいながら季節感
を感じることができたのではないで
しょうか。

七夕イベント
○7月6日開催

音楽に包まれる1週間をお届けする「霞
が関音楽祭」は5周年を迎えました。霞
が関ビルディングでは東京藝大プロデ
ュースによる各種コンサートを開催。
「アイルランド音楽の魅力」（写真5）、
「DREAM VIVO JAZZ ORCHES 

TRA」のスペシャルライブ（写真6）、「ア
カペラ四重唄の魅力」を開催しました。

霞が関音楽祭2018
○7月30日～8月3日開催

霞が関、夏の風物詩「霞の打ち水」が、

55団体300名超のご参加により行わ
れました。40℃を超える気温の中、「レ
ッツ、クールダウン」の掛け声とともに
一斉に打ち水スタート！（写真7）。打ち
水後の発表（写真8）では約5℃気温
が下がったところもあり、打ち水の効
果を実感できました。

霞の打ち水2018
○8月2日開催

小学生のお子様がいるご家族向けイ
ベント。消化VR体験（写真3）、AED

体験、防災ワークショップを行う「ツク
モル」による防災紙芝居、防災お守り
袋づくり（写真4）で、防災を楽しく学
んでいただきました。最後は東海大
学校校友会館のランチビュッフェで。

左：「霞の打ち水」で配布さ
れた手ぬぐいとうちわ。
下：「防災ツアー」の防災お
守り袋づくりの材料。

霞が関ビルディング
テナントファミリー防災ツアー
○7月28日開催
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