News Release
2021 年 2 月 12 日
関係各位
平和不動産株式会社

「渋沢栄一が興した街」
「渋沢栄一の赤石がある街」
平和不動産が地域と共に興す兜町・茅場町の歴史的価値

期間限定「渋沢栄一・赤石フェスタ」開催
観て・願い・味わい・学んで・映える祭典
当社は、
「日本橋兜町・茅場町再活性化プロジェクト」の一環として、NHK 大河ドラマ「青天を衝け」
や新一万円札への採用で注目を集める渋沢栄一が職住の拠点とした兜町・茅場町で街の方々と共に、期
間限定の「渋沢栄一・赤石フェスタ（シブアカ・フェスタ）」を開催します。

■「渋沢栄一・赤石フェスタ」概要
開催期間：2021 年 3 月 9 日(火)～4 月 4 日(日)
開 催 地：日本橋兜町、茅場町エリア
各イベントの開催場所や詳細は、各項目および
「兜 LIVE!」サイトをご参照ください。
URL

１．『観る』

https://kabuto-live.com/

渋沢栄一の特別展と映画を観る

日証館（平和不動産本店）1 階に、渋沢栄一が遺した歴史的に貴重な資料を、渋沢栄一の偉業を解
説したボードと共に特別展示します。普段は公開していない資料を間近で目にすることができます。
あわせて、渋沢栄一が創業に力添えした富岡製糸場を題材にした映画「赤い襷」を特別上映します。
また、会期中の毎週末に、渋沢栄一を感じる兜町・茅場町の街歩きも開催いたします。
（日時等の詳
細は下表をご参照ください。）
開催内容
特別展

開催日時

会場

3 月 9 日(火)～4 月 4 日(日) 10 時～18 時

日証館（平和不動産本店）1 階

※入場無料

住所：東京都中央区日本橋兜町 1-10

※開催期間中、展示品は一部変更となる場合もあります。

映画

①3 月 20 日(土)14 時～16 時

「赤い襷」 ②3 月 30 日(火) 18 時～20 時

特別上映

※1 ドリンクオーダー制（会場にてご購入ください。）

CAFE SALVADOR BUSINESS SALON
住所：東京都中央区日本橋茅場町 1-5-8
東京証券会館 1 階
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街歩き

①3 月 14 日(日)11 時～13 時

集合場所：

②3 月 21 日(日) 11 時～13 時

CAFE SALVADOR BUSINESS SALON

③3 月 27 日(土) 11 時～13 時
④4 月

3 日(土) 11 時～13 時

※③④の回は街歩きの最後に長寿庵にて渋沢栄一特別
メニューを味わいます。
（飲食費実費）

※詳細は、上記 URL または QR コードでアクセスし、「兜 LIVE！」のサイトをご参照ください。
２．『願う』

渋沢栄一の縁起石「赤石」に願う

日証館 1 階エントランスに、渋沢栄一が生涯大切にした縁起石「赤石」を展示しております。渋沢
栄一は、この赤石を触り、自ら起業・創設に関わった会社の成功、日本の近代的経済発展を願いまし
た。来館者は、この縁起石「赤石」に触れて、願いをかけることができます。
開催日時
3 月 9 日(火)～4 月 4 日(日) 10 時～18 時

会場
日証館（平和不動産本店）1 階エントランス

※普段は平日の開館時間のみで土日祝日は公開しておりませんが、開催期間中に限り土日祝日も 10
時～18 時の間、特別公開します。
３．『味わう』

渋沢栄一の好物を味わう

兜町・茅場町の名店で、渋沢栄一特別料理、和菓子、スイーツ、フルーツ、飲み物が味わえます。
店名（五十音順）
Ao

渋沢栄一特別メニュー
・特製カクテル

東京都中央区日本橋

営業時間
14:00～翌 1:00

兜町 3-5 K5 1F

（アオ 青淵）

焼肉あかぎ

住所

・深谷牛と深谷ねぎの渋沢焼き

東京都中央区日本橋

[月～金]

17:00～23:00 のみ提供

茅場町 1-3-9

[土]

17:00～22:00 のみ提供

MY ビル 1F

定休日：日曜・第 1 土曜・祝日

IMANO

・あまおうシュークリーム

東京都中央区日本橋

[月～金]

8：00～20：00

FROUTS

・あまおうロール ケーキ

茅場町 1 丁目 4-7 1F

[土]

10：00～15：00

FACTORY

☆上記２つは火曜、木曜限定

定休日：日曜・祝日

・カット フルーツ
・フルーツ サンド
☆ シブアカ・フェスタ開催期間中に
限り

渋沢栄一特製シール付き

CAFE

・コーヒー

東京都中央区日本橋

9:00～20:00

SALVADOR

・コーヒーバッグ

茅場町 1 丁目 5-8

定休日：年末年始

BUSINESS

☆ シブアカ・フェスタ開催期間中に

東京証券会館 1F

SALON

限り

渋沢栄一特製シール付き
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割烹辰巳

・渋沢会席コース（要予約）

東京都中央区日本橋

・渋沢 天ぷら

茅場町 2-1-9

・渋沢 けんちん汁

茅場町長寿庵

・明治時代風

牛鍋

・純米大吟醸

栄一翁

・渋沢

天ぷら蕎麦・うどん

[月～金]
要

17:30～22:00 のみ提供

事前予約

定休日：土曜・日曜・祝日

東京都中央区日本橋

[月～金]

11:00～15:00

17:00～21:00

茅場町 1-9-4

[土]

11:00～15:00

17:00〜20:00

定休日：日曜・第三土曜・祝日

ときわ木

・渋沢栄一 上用饅頭

東京都中央区日本橋

[火～金]

・渋沢・赤石 最中（もなか）

1-15-4

定休日

・生菓子 各種

9:30～17:30
月曜・土曜・日曜・祝日

※定休日は変更となる場合があります。

☆ シブアカ・フェスタ開催期間中に
限り、渋沢焼印または渋沢栄一特
製シール付き

鳥徳

・鰻重

東京都中央区日本橋

[月～金]

茅場町 2-5-6

定休日

11:00～13:30 17:00～22:00
土曜・日曜・祝日

※営業時間・定休日は変更となる場合があり
ます。

BISTRO

・ビーフシチュー グラタン

SABLIER
渋沢栄一
特別展示室内
お土産コーナー

・渋沢栄一グッズ各種
特製湯呑、お箸セット、寄付金付き
・特製バッチ、特製リングノート

東京都中央区日本橋

［月〜土（ただし第一土曜を除く）]

11:00〜17:00

茅場町 1-4-7

定休日：第一土曜・日曜・祝日

東京都中央区日本橋

3 月 8 日(月)～4 月 3 日(土) 10:00〜18:00

兜町 1-10
日証館（平和不動産

・渋沢栄一ドリップバッグ式コ
ーヒー

本社）1 階

・渋沢栄一関連書籍

渋沢栄一特別展示室

・榮太樓飴各種

内

☆ シブアカ・フェスタ開催期間中に
限り渋沢栄一特製シール付き

マルシェ

・渋沢栄一グッズ各種

東京都中央区日本橋

3 月 12 日(金) 12:00~17:00

茅場町 1 丁目 5-8

3 月 26 日(金) 12:00~17:00

東京証券会館 1F

※商品がなくなり次第終了します。

CAFE SALVADOR
BUSINESS SALON
テラス部分

※詳細は、
「兜 LIVE！」のサイトに掲載します。店舗の営業時間や提供メニューについては変更・品切
れになる場合がございますので、ご了承ください。
また、渋沢栄一の雅号を冠した純米吟醸「青淵郷」を醸す滝澤酒造（埼玉県深谷市）の蔵元滝澤氏
をゲストスピーカーに、
「蔵元トークとテイスティングで味わう」イベントを開催します。
3

News Release
開催日時

会場

3 月 13 日(土) 16 時 30 分～18 時 00 分

①会場で参加
FinGATE KAYABA

1階

住所：東京都中央区日本橋茅場町 1-8-1
②オンライン参加(zoom)
※お申込み方法等、詳細は、「兜 LIVE！」のサイトに掲載します。
４．『学ぶ』

渋沢栄一の教えを学ぶ

渋沢栄一の玄孫である渋澤健氏、渋沢栄一が創設した日本初の銀行「第一国立銀行」の頭取を務め
た佐々木勇之助の子孫である佐々木勇氏、渋沢栄一が創設した日本初の証券取引所の社員で渋沢栄一
東証特別展をご担当の石田慈宏氏を講師にお迎えし、開催期間中に特別セミナーを兜町・茅場町で開
催します。
講師
渋澤健氏

開催日時
3 月 9 日(火) 16 時～17 時

①会場で参加

①3 月 11 日(木) 18 時～19 時半

FinGATE KAYABA

②3 月 13 日(土) 10 時 15 分～11 時

住所：東京都中央区日本橋茅場町 1-8-1

③3 月 16 日(火) 18 時～19 時半
佐々木勇氏

会場

1階

②オンライン参加(zoom)

④3 月 27 日(土) 13 時半～14 時半
⑤4 月 3 日(土) 16 時半～18 時
※②④の回は小学校中学年以上のお子様にも
理解しやすい内容となっています。

石田慈宏氏

①3 月 12 日(金) 12 時～13 時
②3 月 16 日(火) 12 時～13 時
③3 月 24 日(水) 12 時～13 時
④4 月 2 日(金) 12 時～13 時

※演題、お申込み方法等、詳細は、
「兜 LIVE！」のサイトに掲載します。
また、渋沢栄一著『論語と算盤』
（現代語訳版）から切り取った、テーマ別のトークイベントをオン
ライン配信します。
※お申込み方法等、詳細は、「兜 LIVE！」のサイトに掲載します。
テーマ

開催日時

①資本主義

3 月 11 日(木)・12 日(金) 14 時半～15 時半

②SDGs

3 月 18 日(木)・19 日(金) 14 時半～15 時半

③お金

3 月 25 日(木)・26 日(金) 14 時半～15 時半

④働き方

4月

会場
CAFE SALVADOR BUSINESS
SALON 会場よりオンライン配信

1 日(木)・ 2 日(金) 14 時半～15 時半
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５． 『映える』

渋沢栄一と映え写真を撮る

日証館 1 階に、兜町・茅場町で活躍した年頃の若々しい渋沢栄一の等身大写真と記念撮影が出来る
コーナーを開催期間限定で設けます。渋沢栄一と一緒に映える写真を撮ることができます。
開催日時

会場

3 月 9 日(火)～4 月 4 日(日) 10 時～18 時

日証館（平和不動産本店）1 階
住所：東京都中央区日本橋兜町 1-10

新型コロナウイルス感染症の影響により、本イベントの開催が中止または変更となる場合がございま
す。政府策定の「開催ガイドライン」に従い、感染拡大防止策を徹底した上で開催いたします。
なお、プレスリリース時点の情報であるため、やむを得ない事情により予告なくイベント内容の変更
または中止となる場合もございます。予めご了承ください。
開催状況等については「兜 LIVE！」のサイトに掲載します。
以

上

【本件に関するお問合せ先】
平和不動産株式会社

地域共創部

TEL：03-3666-0323（平日 9：30～16：30）
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