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サカス広場 イベントエリア
relax
お好み焼き のろ 赤坂本店
犬島ホッピーバー
ビストロQ
焼売スタンド しじみ
赤坂　まるしげ
赤坂焼鳥　鳳
鉄鍋ビストロ&ワイン デリカージュ赤坂
がブリチキン。赤坂店

銀座ふくよし赤坂店
箱庭
物産展「旭川」
物産展「南さつま市」
物産展「和歌山」
物産展「アオモリンク赤坂」
縁日
ランニング教室受付
総合案内所

SDGs PRブース
日本茜の里　赤坂を目指して
NPO法人　みなと子ども食堂
廣野清美先生と楽しむ脳トレ
母の日イベント ～ママをオシャレに～
クイズに挑戦！目指せ香り博士
/赤坂・青山共育情報局
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※アルコール類の販売は15時からとなります。
※イベントは予告なく変更・終了する場合が
　あります。予めご了承ください。

　「赤ベロ ―赤坂 yoimachi はしご酒―」は、2012年6 月に赤坂２丁
目で産声をあげ、12年の歴史をもつ「はしご酒イベント」です。コロナ
禍にも歩みを止めることなく、その歴史を着実に重ねて参りました。
　そして、来たる2023年６月、第５回（通算19回）
　「赤ベロ　- 赤坂yoimachi はしご酒 -」を開催致します！

　６月13日（火）・14日（水）は、あかねエリア（赤坂３丁目界隈）、
６月20日（火）・21日（水）は、イチョウエリア（赤坂２・６・７丁目界隈）
にて、伝統ある赤坂の飲食文化を支える約70店舗の飲食店の参加を
得て、開催予定です。

　茜まつり会場にて、前売りチケットを販売致します。
　（５枚つづり 前売り900円、当日1,000円）

「赤坂 yoimachi はしご酒 」yoi は、佳、宵、酔。machi 
は街。赤坂という街で、人×食、人×酒、人×店、人×
人など、ご参加頂く皆様に沢山の素敵な「マッチング」＝
「つながり」を得ていただきたいという思いが込められて
います。赤坂ならではの「佳、宵、酔」で幾重にも素敵に
つながってください！ご参加をお待ち申し上げます！！

Upcoming Events!

茜まつり　
駆け上がろう！赤坂　放たれる４歩目

主催：茜まつり実行委員会
後援：港区
協力：TBS、ホッピービバレッジ株式会社
 株式会社 ニッポン放送

　今すぐ曲が聞ける！
配信はこちら

7/26（水）・27（木） 赤坂浄土寺盆踊り大会

8/25（金）・26（土） 赤坂盆踊り2023

9/15（金）・16（土） 赤坂秋まつり

9/15（金）・16（土）・17（日） 赤坂氷川祭

10月予定 赤坂チャレンジマラソン

茜まつりの
テーマ曲が
できました

！
作詞：松本憲亮（モトブル） ・ 武田守弘（ＴＢＳスパークル）  
　　　赤坂の街のみなさま
作曲：松本憲亮（モトブル）　 編曲：モトブル 　
プロデュース：武田守弘（ＴＢＳスパークル）

赤坂の駅を出たなら　そこにサカス広場が見えます
かつて人と人繋いでた場所　それが一ツ木通りになります

夜になると黒塗りの渋滞　赤坂らしいこの光景！
（これぞ赤坂！）

ひとたび人集まれば　和の心でもてなすこの街

赤坂で飲もうよ
まずはみんなでホッピーハッピーイェーい！

（ホッピーハッピー！）
だから赤坂で飲もうよ

さぁご一緒に（せーの）『あかさ…乾杯！』

　　　飲むぞ　飲むぞ　もう一度飲むぞ　（×2）

姿変えつつも変わらぬ　人情に溢れる街　（粋だね～）
料亭　花街息づく　“大人の街” にようこそ！

きみもきみもきみもみんなおいでよ　拒むことなんてないよ
（みんなおいで～！）

『古きを温ね新しきを知る』　いつも時代先駆けるこの街

赤坂で飲もうよ
振り返れば　芸者さんもイェーイ

だから赤坂で飲もうよ
さぁご一緒に（せーの）『あかさ…乾杯！』

　　 飲むぞ　飲むぞ　まだまだ飲むぞ　（×3）
飲むぞ　飲むぞ　飲む飲む飲む飲む！

（かんぱ～い！！）

景色移ろいゆくけど　新たな出会いへの期待
全て抱え込んでく　共に創っていこうよこの街

赤坂で飲もうよ （赤坂で飲もうよ）
赤坂で飲もうよ （赤坂で飲もうよ）

赤坂で飲もうよ
TBS にゃビッグハットイェーイ！
だから赤坂で飲もうよ

　　　さぁご一緒に『あかさ…乾杯！』　（×4）

 2023年 ６月　第５回（通算 19回）
「赤ベロ ―赤坂 yoimachi はしご酒―」開催！

赤ベロ

公式サイト
は

こちら

公式サイト
茜まつりの

詳しい情報
は

こちら

放たれる４歩目放たれる４歩目
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TIME TABLE5.13SAT 17:00～

響宴談 Vol.2
～酒は愛にして人を繋ぐ～

今年も茜まつりに酒場詩人・吉田
類さんと倉嶋紀和子さんがやって
きます！
類さん＆倉嶋さんと乾杯ができる！
ふたりのトークと共に、夕暮れの
赤坂をお楽しみください。

ステージ
プログラム 5.14 SUN ステージ

プログラムきょう  えん  だん

5.13SAT 18:00～
5.14SUN 18:00～

赤坂芸者の踊り
赤坂の歴史と伝統を紡いできた「赤坂芸者」は、赤坂の
シンボルの一つとなっています。
当日は、赤坂芸者の踊り
をご覧いただくとともに、
日本の芸者でただ一人、
旭日双光章を受賞された
赤坂育子氏のお話をお聞
きいただきます！

5.14SUN 17:00～

僕も毎年 6 月に SSFF & ASIA とい
う短編映画の「お祭り」を開催して
いるので、ここ数年の試練を思い返
すと、今回、茜まつりが盛大に開催
されることをとても嬉しく思います。
赤坂とショートフィルムの素敵な出会
いに乾杯！

5.13SAT 13:00～/ 16:00～
5.14SUN 13:00～/ 16:00～

ＴＢＳテレビスポーツ局は子供たちの「夢」が明るい未来に
向けて大きく育っていくための活動を行っています。今回は
2008年北京五輪4００ｍリレー銀メダリスト・髙平慎士さん
をゲスト講師に迎えてのランニング教室。少しでも速く走る
ためのワンポイントレッスン、オールスター感謝祭でお馴染
みの “心臓破りの坂”の体験、写真撮影など、メダリスト

と子供たちが楽しく触れ合う
企画です。

11:30  オープニング　和太鼓 和太鼓衆 鼓栄

11:50 主催者・来賓挨拶
 石渡実行委員長・武井港区長

12:00 青森ねぶた祭　囃子・跳人演舞 青森市

12:30  童謡唱歌ライブ ゆーきょん

13:00 髙平慎士 ランニング教室 TBSスポーツ局

13:45 キャラクター赤坂クイズ＆写真撮影

14:15  ラグビー教室

14:45  お囃子の演奏 赤坂茜囃子

15:30 乾杯イベント 茜まつりテーマ曲「AKASAKANPAI！」お披露目

15:35 LIVE モトブル

16:00 髙平慎士 ランニング教室 TBSスポーツ局

16:30  LIVE  一之瀬達也

17:00 響宴談Vol.2 ～酒は愛にして人を繋ぐ～
 （乾杯＆対談） 
 吉田類＆倉嶋紀和子

18:00  赤坂芸者の踊り 赤坂芸者衆

19:00  ゴスペル ＩＬＳＢ

19:30 みんなで歌おう！ 茜まつりテーマ曲 「AKASAKANPAI！ ～やみつき乾杯ソング～」

19:45 エンディング

11:30  オープニング　 青森ねぶた祭　囃子・跳人演舞
 青森市

12:00 フラダンス
 LEILANI

12:30 チアダンス HEROES

13:00 髙平慎士 ランニング教室 TBSスポーツ局

13:45 キャラクター赤坂クイズ＆写真撮影

14:15  ラグビー教室

14:45  ピアノ 弾きしゃべり！ in 赤坂サカス まなまる

15:30 乾杯イベント

15:45  万葉集の読み語り  一期一会

16:00 髙平慎士 ランニング教室 TBSスポーツ局

16:30 落語 立川志らら

17:00  ホッピーハッピーシアター ホッピーミーナ＆立川志らら

17:30  ゴスペル ＩＬＳＢ

18:00  赤坂芸者の踊り 赤坂芸者衆

19:00  合唱 赤坂氷川混声合唱団『弥栄』

19:30 みんなで歌おう！ 茜まつりテーマ曲 「AKASAKANPAI！ ～やみつき乾杯ソング～」

19:45 エンディング

命を唄うフォークデュオ モトブル
今回の目玉企画「茜まつり
の “オリジナルテーマ曲”
制作」を手掛けました！
会場にお集まりの皆様で
歌って乾杯しましょう！

5.13SAT 15:35～

当日はみんなのリクエストに
こたえたりもするかも、、！
ぜひ一緒に楽しみましょう！
私もとっても楽しみにしてい
ます！

1973年６月26日生まれ。
神奈川県出身。
1997年５月、立川志らく
に入門。一番弟子。
2015年10月に真打昇進。

俳優として歌やアクションが多く含
まれる舞台等を中心に活動すると
共に、現在はグローバルコンソー
シアムグループ「COLLAVOICE」
のメンバーとして活動中。

5.13SAT 16:30～ 5.14SUN 14:45～ 5.14SUN 16:30～

LIVE ARTIST 
ライブアーティスト

Pick
　UP!!

Pick
　UP!!

Pick
　UP!!

Pick
　UP!! TBSテレビスポーツ局

北京五輪４００ｍリレー銀メダリスト・
髙平慎士ランニング教室

吉田類さんからメッセージ

今年も赤坂の街で乾杯できるのが楽
しみです！

是非、みなさんで盛り上がりましょう
！！

髙平 慎士さん
【自己記録】 １００ｍ：10秒20 
 ２００ｍ：20秒22

一之瀬達也 ピアノタレント まなまる 落語　立川志らら

Photo

別所 哲也さん

（乾杯＆対談）

5.14 SUN 
17:00より

ビデオメッセージを
放映します！！


