
 誌面で紹介したお店やスポットに
ターリーターキーの２人がおじゃまします！

あらぶんちょ散歩［竹橋駅］
8月2日（月）～8日（日）
地デジ10ch 15：00～

11：00～、14：00～、
17：00～

地デジ11ch 
23：00～地デジ102ch 

YouTube
「あらぶんちょ! チャンネル」
でも公開中!

テレ
ビも見てね！

  10：00～17：00
※金・土は開館時間を延長します。
 月（祝日の場合、翌平日）
  一般500円、大学生250円
 https://www.momat.go.jp/

  https://www.
gakushikaikan.co.jp/

ビーフカレー（900円）はルーから作り生クリームで仕上げる欧風のやさしく懐かしい味。
カツスパゲティー（1,000円）など、お客様の注文に応えてきたら今のメニューになったとか。

  千代田区一ツ橋1-1-1
パレスサイドビルB1F
 03-3214-2520
  11：15～14：30、16：00～19：00
 土・日・祝

江戸の庶民の一膳飯屋、
今ではカレーと洋食の店へ

3   カレーの店 
タカサゴ

始まりは慶安3年（1650）、神田橋の一
膳飯屋として繁盛した店は時を経て竹
橋へ。51年目の今では、界隈のビジネ
スマンたちで賑わうカレーと洋食の店と
なりました。老舗洋食店アラスカで修業
した料理は、美味くて気軽で手軽。長
く通うファンが多いのも納得の味です。
◀ 12代目店主 熊谷 浩晃 さん

刺身盛り合わせ（鱧、イサキの炙り、太刀魚、水たこ）1,600円、突出し（磯ツブ貝、万願寺
唐辛子の炙り）570円。酒は全国から取り寄せた希少な銘柄揃い。ランチの焼き魚も人気です。

（写真上）2階「ワクエコ・
モーターランド」。クルマや
バイクの楽しさ、安全、環
境技術などを学べます。
（写真下）3階「くすりの部
屋―クスリウム」。薬の歴
史や新薬の開発、安全な
使用方法を学べます。

2    神田錦町 酒菜家
かずいち

旬の肴と全国の銘酒に酔う
竹橋界隈の食通御用達の銘店
肴も料理も、こだわるのは旬。和食一筋
の亭主が、毎朝目利きした素材を腕と
心で逸品に仕立てます。定番はもちろ
ん、顧客の好みを聞き覚えあつらえる
“おまかせ”も絶品。「お客様に鍛えられ
た」という言葉通り、近隣に勤める食通
たちが足繁く通うこの界隈の銘店です。
◀  亭主 大川 裕和 さん

 千代田区神田錦町3-17 
 03-3296-7177
  11：30～14：00、17：30～23：30
（L.O.22：30、飲物23：00）
 土・日

※営業時間は状況により変更となる場合があります。

江戸城と内堀を眼前に、高速道路が延び、いまも次々と新しいビルが建つ竹橋駅界隈。
ここは江戸から明治維新、そして現代に至るまで発展し続ける日本の姿を表しているまちなのです。

竹橋駅

江戸を礎に、近・現代
日本の発展をしるすまち
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 千代田区神田錦町3-28 学士会館1階 
 03-3292-3960
  11：30～15：00（L.O.14：00）
17：00～20：00（L.O.19：00）　  日
  https://www.gakushikaikan.co.jp/

※営業時間は状況により変更となる場合があります。

渋沢栄一特別コース「国産和牛すき焼き懐石」10,000円。※～7月31日（土）、要予約（8月以降は応相談）
学士会館の建築費を渋沢が1万円（現在の1,700万円）寄付し助けた事にちなみ、渋沢ゆかりの素材で構成。

5   旬菜寿司割烹
二色  にしき

古い洋館に根づいた
新たな、まちの馴染み店
きめ細かな心配りを大切にする料理長
が、手間を惜しまずつくる繊細な味の
美しい料理。その味わいは地元・錦町
の人 か々ら愛され、晴れの日、日常の会
食にと重用されます。街のシンボル学士
会館に開店して18年目。神輿も担ぐ料
理長共 、々錦町に根づいた“にしき”です。
◀  料理長 鈴木 彰 さん

※価格はすべて税込です。
※データは取材時のものです。内容が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※掲載店舗は通常マスク着用で営業していますが、撮影のため特別に外していただいています。

1  科学技術館
子供も大人も知的感動体験を！ 科学技術のテーマパーク
2階から5階までの4つのフロアにある、約20の展示室。そこで繰り広げられる、
身近なところで活躍する科学技術の数 を々、見るだけでなく、実際に触れ、動
かすなど五感を使って体験的に理解できる“ハンズオン展示”が特徴のユニー
クなミュージアムです。さらに実験ショーや工作教室など、工夫を凝らした体
験型プログラムもあり、子供も大人もワクワクする、いわば科学技術のテーマ
パーク！ 夏休みの一日、宿題対策も兼ねて親子で訪れてみては？
※感染症拡大防止のため、プログラムや展示に休止・変更があります。詳細はホームページ
や館内表示でご確認ください。

 千代田区北の丸公園２-１　  03-3212-8544
 10：00～16：30（入館15：30まで）
  水曜不定休（祝日の場合、翌平日）
  大人880円、中・高生500円、子ども（4歳以上）400円
  http://www.jsf.or.jp/

※入館には事前のネット予約が必要です。
※9月30日（木）まで北の丸公園周辺の立入規制により竹橋駅をご利用ください。

科学技術館  
学芸員 博士（工学）
中村 隆さん

東京メトロ
東西線

横山大観、菱田春草、岸田劉生らの重要文化財を含む、
13,000点を超えるコレクションは国内最大級。明治～現
代までの日本美術の名作から、海外作品も交え多数所蔵
する日本初の国立美術館です。会期ごとに選りすぐりの
約200点を展示する所蔵作品展や、様 な々テーマに基づ
いて国内外の美術作品を紹介する企画展が楽しめます。

東京国立近代美術館

当初は東京大学の、後に旧帝国
大学出身者の親睦と知識交流
の場として1886年に誕生した
学士会。その拠点として、1928
年に建設されたのが学士会館
旧館です。当時最新の耐震・耐
火の鉄骨鉄筋コンクリート造の
4階建て。その斬新、モダンで重
厚な雰囲気の館内は今も健在
で、2003年に国の有形文化財
に登録されました。現在もレス
トラン、会議室、結婚式場、宿
泊と、学士会会員以外、一般の
人 に々も利用されています（一部
施設を除く）。

学士会館

隈研吾展 新しい公共性をつくるための の5原則
ネコ

  ～9月26日（日）　
  月（7/26・8/2・9・30・9/20は開館）
8月10日（火）、9月21日（火）
  一般1,300円、大学生800円
※所蔵作品展 観覧料とは別途

江戸城の面影を残しつつ、
新しい自然の森を育む
北の丸公園から、進化する
東京の姿を眺めてみては？

1Fはショップ。2Fでは専門の相談員が用途やイメージを伺いアドバイスしてくれるほか、
紙とデザインにまつわる展示会を随時開催しています（展示予定などはTwitterで）。

  千代田区神田錦町3-18-3
 03-3292-3669
  11：00～18：00
（店頭注文最終受付17：30）　  土・日・祝　　
  https://www.takeo.co.jp/
Twitter @takeopaper

デジタルの時代だからこそ
やさしく豊かな紙の世界へ

4    株式会社 竹尾
見本帖本店

1899年創業の紙の専門商社「竹尾」
が、2000年に開店。独特の風合や豊富
な色数等が魅力のファインペーパー約
2,700種を、見て触れて購入できます。
デザイナーなどプロに限らず、趣味で本
や紙の創作をしたい人にもおすすめ。
紙のもつ豊かな世界に包まれてみては？
◀  アドバイザー 相田 奈緒子 さん

科学技術への感動を次代の子たちへ
産業技術の背景にある科学をテーマ
に、子供たちが見て触って体験する
ことによって自分で気づき考えながら
知識を深めてもらう。それが展示のコ
ンセプトのひとつとなっています。さら
に展示だけでは伝えきれない部分は、
実験ショーなどを行い補完しています。
じつは私自身も、その考えに魅せられ
た子供の一人なんです。学校の社会
見学で科学技術館を訪れた時、エジ
ソンのロボットが自らの発明を解説す
る様を見て驚きました。次に大きく影
響を受けたのが「つくば科学万博」で
す。科学技術もさることながら、見せ

方が凄かった。科学や技術を楽しく興
味を掻きたてながら分かりやすく伝え
る、という仕事をしてみたくなって、科
学技術館に入ったというわけです。今
はそんな私と同じ感動を伝えることで、
子供たちに科学技術やこの業界に関
心をもってくれたらと思っています。
当館では、身近なものを使って実験や
観察、工作などを体験するイベントも
行っていますので、夏休みの宿題にも
役立ちますよ。この夏、ここでの感動
を通して科学技術の面白さに目覚め、
日本の産業を担う人材が育つと嬉しい
ですね。

「青少年のための
科学の祭典」2021 全国大会
  8月13日（金）・14日（土）9：30～16：30
  科学技術館 1階展示・イベントホールなど
  無料（事前予約制）
※科学技術館2階以上の入館料は別途
  http://www.kagakunosaiten.jp/

全国から集まった演示講師による数多くの
ブースやステージ、屋外出展など多彩な展
示で、楽しく学べる夏休みを！

かつては江戸城北の丸。明治時
代に近衛師団の兵営地となり、
戦後、森林公園として改修され、
1969年、昭和天皇の還暦を記
念して一般公開されました。
約19ヘクタールの広大な敷地
には常緑樹、落葉樹が生い茂
り野鳥たちの姿が。春には200
本以上の桜、秋には紅葉と四季
折々の日本の美景が楽しめます。

北の丸公園 北の丸公園提供

オドゥンパザル近代美術館（トルコ）
2019©Erieta Attali

1F企画展ギャラリーにて開催中

ケ
ー
ブ
ル
ガ
イ
ド
８
月
号

ケ
ー
ブ
ル
ガ
イ
ド
８
月
号

折　　　（7）折　　　（6）

東
京
ケ
ー
ブ
ル
／P

.

●7

東
京
ケ
ー
ブ
ル
／P

.

●6

⑥ ⑦

あらふ�んちょ-006-007_散歩.indd   全ページあらふ�んちょ-006-007_散歩.indd   全ページ 2021/07/13   14:522021/07/13   14:52


