
みなと区民まつり記念バッジ！
今年のデザインは、ジョサイア・コンドルによって設計された「綱町三井倶楽部」の外観
がモチーフです。バッジ購入時についてくる抽せん券をまつり当日ご持参いただくと抽
せん会で景品が当たります。
※綱町三井倶楽部は会員制クラブのため、このバッジを購入されても
　会員以外の方のご利用・立入りはできません。
※抽せん券１枚と引き換えに、くじを１回引くことができます。

販売価格200円

【問合せ】 みなと区民まつり実行委員会事務局　☎03（5770）6837

《 記念バッジ 事前発売 》　9/13（金）～10/11（金）
《 芝 地 区 》 芝地区総合支所管理課（２階）、港区地域振興課（港区役所３階）、

生涯学習センター（ばるーん）
《麻布地区》 麻布地区総合支所管理課（１階）、麻布区民センター
《赤坂地区》 赤坂地区総合支所管理課（２階）、赤坂区民センター、

Kissポート財団事業課、青山生涯学習館
※健康増進センター（ヘルシーナ）では販売していません。

《高輪地区》 高輪地区総合支所管理課（４階）、高輪区民センター
《芝浦港南地区》 芝浦港南地区総合支所管理課（１階）、港区スポーツセンター、

芝浦港南区民センター、台場区民センター

《 記念バッジ 当日発売 》　10/12（土）～10/14（月・祝）
10/12（土）～10/13（日）  みなと区民まつり各案内所

※本部テントでは過去バッジのみ販売しています。
10/12（土）～10/14（月・祝）  港区スポーツセンター
従来ご利用いただいた施設利用特典はありません。

「MINATOシティハーフマラソン2019」
キスポートマラソン特集号を11月上旬に発行します。

当日のイベントや交通規制の詳細をご案内します。ランナーの応援、イベントにぜひお出かけください。
【日　時】 12/1（日） ハーフマラソン8:30  スタート

ファンラン8:50  スタート
【会　場】 コース： 区立芝公園周辺をスタート、東京タワーを

フィニッシュとするコース
イベント：増上寺、区立芝公園ほか（予定）

【問合せ】 港区マラソン実行委員会事務局  ☎03（5770）1400

メール送信時の誤りについて
令和元年8月21日（水）、案内メールを複数の方に送信する際、誤って、他
の方にもメールアドレスを読み取れる形でメール送信（本来は「BCC」で送
信しなければならないところ、114人中10人の方を「TO」で送信）してし
まいました。心よりお詫び申し上げます。財団は、二度とこのようなミス
を起こさぬよう、財団全職員に対し個人情報保護研修を実施するとともに、
メール送信する際には、他の職員と確認し合うことで、宛先の確認を徹底
するなど、再発防止に努めます。

【問合せ】事業課  ☎03（5770）6837  Eメール：fureai-info@kissport.or.jp

2019年みなと区民スポーツ・体育祭  《スポーツまつり》
「みなと区民スポーツ・体育祭《スポーツまつり》」が、港区スポーツセンターをメインにみなとパーク芝浦で開催されます！スポーツ体験コーナーや
水泳教室、綱引き、自由参加のイベントが盛りだくさん！ご家族、お友達と、港区スポーツセンターで秋の休日をお楽しみください！
【日　時】 10/14（月・体育の日）10:00～16:30（開会式9:15～）　　【会　場】 みなとパーク芝浦　　【注意事項】 ●ラクっちゃ、スポーツセンター
内で行われる種目には上履きが必要なものがございます。●プールでのイベント参加には水泳帽・水着が必要です。

［主催］2019年みなと区民スポーツ・体育祭実行委員会　【構成】港区、港区教育委員会、Kissポート財団、（一財）港区体育協会、港区スポーツ推進委員協議会、港
区自主クラブ連絡協議会、港区立スポーツ施設指定管理者、港区介護予防施設指定管理者　［協賛］森永製菓（株）、コカ・コーラ ボトラーズジャパン（株）、東京キ
リンビバレッジサービス（株）、（株）ジャパンビバレッジ東京、（株）ローソン　［協力］三田警察署

【スポーツまつり事前申込み一覧】

ゴルフプロによるワンポイントレッスン
【日時】 10/14（月・祝）10:00～12:00、13:00～16:00
【会場】 東京ポートボウルボウリング場　ＲＦ（屋上階）

住地ゴルフスクール　
【内容】 レッスン時間1名30分  プロ2名　
【対象】 港区在住・在勤・在学者  　【定員】24人（先着順）
【参加費】 600円 ※貸しクラブ・ボール無料
【申込み・問合せ】 9/13（金）～10/1（火）までに港区ゴルフ連盟事
務局へEメールまたはFAX（住所・氏名・電話番号）でお申込みください。
港区ゴルフ連盟事務局
Eメール：otoiawase@juchigs.com
FAX03（6866）9754
☎0120（101）495（平日9:00～17:30）

ジュニア水泳教室（初回）兼記録会
一定の泳力のある子供のレベルアップを目的とした内容です。
記録会は10/14のみ開催（クロール50m、平泳ぎ25mタイム測定）
【日時】 10/14（月・祝）10:00～12:30　
【会場】 港区スポーツセンター　プール
【講師】 港区水泳協会　指導員資格保有者
【対象】 港区在住・在学の小・中学生で25ｍを25秒以内に泳げる方
【定員】 60人（抽せん）　【費用】 無料
【申込み】 往復はがきの往信欄に住所・氏名・年齢・性別・電話番号・学校
名を、返信欄にご自分の住所・氏名を明記のうえ、〒105-0023 港区芝浦
1-16-1 港区スポーツセンター内 港区体育協会「ジュニア水泳教室」係まで。
【締切り】 9/24（火）必着
【問合せ】 ☎080（4334）2513（13:00～18:00）

無料体験
ボウリング教室
【日時】 10/14（月・祝）10:00～11:30
【会場】 東京ポートボウル　
【対象】 港区在住・在勤・在学者　
【定員】 60人（先着順） 【費用】 無料 
【申込み・問合せ】 
9/13（金）～10/1（火）までに直
接ボウリング場へお申込みくだ
さい。申込用紙はボウリング場
にあります。
東京ポートボウル
☎03（3451）9211 ［主催］（一財）港区体育協会、東京都、（公財）東京都体育協会  ［主管］港区水泳協会

港区探訪◎港区今昔STORY

9
9月5日（木）発行

高輪ゲートウェイ駅  外観イメージ図

高輪ゲートウェイ駅
第5回

～MINATOシティハーフマラソン2019　コース沿線特集～

2019

月号

次号10月号は10月5日（土）発行予定Kissポート財団ホームページ
http://www.kissport.or.jp

みなとアートナビ
http://www.minato-artnavi.jp

Facebookページ
www.facebook.com/kissport

〒107-0052 港区赤坂4-18-13
☎03（5770）6837  FAX03（5770）6884

【発行】
公益財団法人
港区スポーツふれあい文化健康財団

（愛称Kissポート財団）

Kissポート財団は平成8年
4月に港区が設立し、平成
22年4月に公益財団法人
になりました。Kissポート財団のマーク

【発行部数】130,000部

【お知らせ】Kissポート財団実施事業の取得した個人情報の取扱いについて
●取得した個人情報は、講座・教室・イベント等への申込み手続き、郵便物の発送及び事務連絡のために利用します(DMの送付を含みます。)。また、記録のための写真撮影、録音、録画の実施及び本人の同意のうえでの情報誌への掲載（ただし、本人
の同意がない場合でも写真を掲載する場合は、個人を特定できない状態のものを掲載する場合があります。）、アンケートのお願いをすることがあります。●取得した個人情報は前述の利用目的の範囲内で共催者等に提供することがあります。●取得
した個人情報を委託先等に外部提供するときは、委託先に対し適切な管理・監督を行います。●個人情報のご提供は任意です。ただし、必要な個人情報のご提供がない場合はご応募いただくことができない場合があります。●個人情報の利用目的の
通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を求めることができます。※以上について同意の上でご応募ください。応募した時点で前述の内容に同意したものとみなします。
個人情報の取扱いに関するお客様相談窓口…公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団　企画経営課　☎03-5770-6831　 FAX03-5770-6884　 Eメール：fureai-info@kissport.or.jp
個人情報保護管理者…公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 事務局次長



 

 

 

 

【広　告】　広告の内容については、それぞれの連絡先にお問い合わせください。

高輪橋架道橋（2019年7月撮影）。今後、こ
のガード下も再開発による工事がおこな
われ、新しい地下通路に生まれ変わる予定。

高輪大木戸付近は、海岸沿いで見晴らしがよく、月見の名所
としても有名でした。浮世絵は、江戸後期に、月の出を待つ人々
で賑わう様子を描いた「東都名所 高縄廿六夜」（港区立郷土
歴史館所蔵）。手前の道は、東海道（国道15号）。

開業に向け、高輪ゲートウェイ駅の工事が進んでいます。

明治初期に、鉄道が海上の堤防を走っていた風景を描いた浮世
絵「高縄鉄道之図」（港区立郷土歴史館所蔵）。

高輪大木戸跡。日本で初めて日本
地図を作成した伊能忠敬が、測量
の起点とした場所でもあります。

　高輪ゲートウェイ駅は、山手線でおよそ50年ぶ
りの新駅として話題を呼んでいます。駅舎の建築デ
ザインを手がけるのは新国立競技場の設計でも知ら
れる建築界の巨匠、隈研吾さん。新駅は折り紙をモ
チーフにした大屋根など、和のテイストをふんだん
にとりいれたデザインになるようです。
　JR東日本はこの新駅を含めた周辺一帯の、約
13万㎡の再開発に着手しています。まず2020年春
に新駅が開業し、2024年に本格的な街開きとなる
予定。新駅を中核施設とし、羽田空港にアクセスし
やすい国際交流拠点の形成をめざしています。
　この再開発エリアは、古くから街道が通じ多くの
旅人でにぎわった地域。その歴史が垣間見えるスポッ
トが今も残されています。国道15号（第一京浜）沿
いには江戸時代につくられた「高輪大木戸」跡があ
ります。ここは東海道を通って江戸に出入りするた
めの玄関口で、江戸の治安を守るため夜は大木戸を
閉めて通行止めとしていました。現在は大木戸の両
側に築かれた石垣の片方だけが残されています。
　もうひとつユニークなスポットが「高輪橋架道橋」
というガード下通路です。大人は頭をぶつけそうな
ほど低く、高さはなんと一番低いところで1.66m。
明治初期に鉄道が開通した際、この付近の線路は海
上の堤防の上に敷かれました。いま高輪橋架道橋が
ある場所に、当時は線路の下を船が行き交うための
水路があったという説も。今回の再開発にともない
このガードも改修されるようです。
　新しく生まれ変わりつつある街並みを、歴史の名
残を感じながら楽しんでみてはいかがでしょうか？

江戸の玄関口から、新しい日本の玄関口に

モダンな新駅と歴史ある交通名所が
同居する国際都市へ

山手線の田町駅と品川駅の間に新設される「高輪ゲートウェイ駅」は、2020年春に開
業予定。「MINATOシティハーフマラソン2019」の折り返し地点に近い14km付近に
位置しています。開業前の今しか目にできない工事中の姿を眺めることができます。

高輪ゲートウェイ駅
～MINATOシティハーフマラソン2019　コース沿線特集～

第5回

高輪ゲートウェイ駅の内観イメージ図。照明デザインは、東京国際フォーラムや六本木ヒルズの照明を手がけた面
めん
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［主催］東京国際映画祭みなと委員会　［協賛］麻布十番 麻の葉

第32回東京国際映画祭の
開催期間に合わせて、開催
会場の六本木ヒルズに接す
る、けやき坂及び六本木材
木町商店会・六本木商店街・
麻布十番商店街を街頭フ
ラッグで彩ります。街全体
で映画祭を盛り上げていき
ますので、ぜひお出かけく
ださい。

参加者にはみなと委員会
オリジナル手ぬぐいと

カラー軍手を差し上げます

【日　時】  10/19（土） 10:00～11:30（9:30受付開始）   
【会　場】 六本木ヒルズ周辺（六本木66プラザ集合）
【内　容】 麻布十番駅、六本木駅方面へ向かう主要道路を中心にゴミ拾い。

参加者にはみなと委員会特製手ぬぐいとカラー軍手を差し上げます。
【対　象】 どなたでも
【申込み方法】 KissポートHP、FAX
【申込み必要事項】 氏名、電話番号
【問合せ】 東京国際映画祭みなと委員会事務局（Kissポート財団内）

☎03（5770）6837（平日9:00～17:00）  FAX03（5770）6884
【締切り】 10/6（日）必着  

みなとクリーンアップ参加者募集！ 第32回東京国際映画祭の開催前に、会場周辺のゴミを拾い、
国内外のゲストが気持ちよく滞在できるように街をきれいにしましょう！ 街頭フラッグ掲出

［主催］東京国際映画祭みなと委員会
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劇団俳優座
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がおすすめする お気に入りの
イベント、講座を
見つけてネ！
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港区スポーツセンター
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文  化
申込み必要事項はP.3の上部を
ご参照ください。

皆さんの日ごろの練習成果を思う存分発揮してください！

１
ス
ポ
ー
ツ

Kissポート
レディーススポーツ大会

◎各種目共通項目
【日　時】 10/27（日）9:00～16:30 
【会　場】 港区スポーツセンター  
【対　象】 港区内の女性または家庭婦人チーム 
【定　員】 バレーボール8チーム、バドミントン25ペア、

卓球25ペア（先着順）
【費　用】 バレーボール1チーム：4,000円

バドミントン１ペア：2,000円
卓球１ペア：1,800円 

【申込み】 所定の申込用紙に必要事項を明記し、FAXまたは直
接スポーツ事業課までお申込みください。HP可
※FAXでお申込みされる場合は、送信後必ず受信確
認のお電話をおかけください。
※開催要項・申込用紙はスポーツセンター、区内関
連施設にあります。Kissポート財団ホームページか
らもダウンロードできます。
Kissポート財団  スポーツ事業課「レディーススポー
ツ大会」係　 FAX 03（5439）6224

【締切り】 10/2（水）必着

１
ス
ポ
ー
ツ

「港区キスポートテニス」
テニスを無料でたのしみませんか。利用前
日までにに申込。当日は参加証を提示して
参加。

「今月の募集」の使い方
会場の場所：マップ上にある
番号と連動しています。

Kissポート財団ホームページ 
http://www.kissport.or.jp

郵送（ハガキまたは申込用紙など）
電話
FAX
Eメール
直接来場

お申し込み方法

Ｅ
直

FAX

〒
☎

HP

【日　時】 平日　15:00～17:00
【会　場】 キスポートテニスコート
 港区赤坂4-18-13
【対　象】 港区在住・在学の小・中学生
【申込み】 ハガキまたはFAXに
 申込み必要事項を明記のうえ、
 〒107-0052 港区赤坂4-18-13
 キスポート財団
 「キスポートテニス」係まで。

スポーツ 健　康 文　化 共通
左記の

の申込み必要事項

サンプ
ル

WebKissポートWebチケット

【スポーツ】にお申し込み時の注意事項
【申込み】 申込み必要事項と、各申込み欄にある特記事項を明記のうえ、〒105-0023  港区芝浦1-16-1  みなとパー

ク芝浦  ３階  Kissポート財団  スポーツ事業課「○○○○」係まで。
【問合せ】 スポーツ事業課　☎03（5439）6201（平日8:30～17:15）

申込み必要事項

お申込みの際は以下を明記してください。
①郵便番号②住所③氏名（フリガナ）④年齢⑤性別⑥電話番号（⑦在勤者は会社名・所在地、在学者は学校名）

スポーツ 健　康 文　化 共通

● 「今月の募集」の参加対象者は港区在住・在勤・在学者です（一部を除く）。　
● 特に注釈のないものは税込み料金です。　
● チケット購入時には、チケット代金のほかに各種手数料がかかります。
財団の事業にご応募いただく際は、必ず表紙下段に記載されている「Kissポート財団実施事業の取得した個人情報の取扱い
について」をお読みください。

講　座

8

【問合せ】 Kissポート財団  スポーツ事業課
☎03（5439）6201　 FAX 03（5439）6224

［後援］港区教育委員会
［協力］港区卓球連盟、港区バレーボール連盟、港区バドミントン連盟
［協賛］クラシエホームプロダクツ（株）

【内　容】 9人制（家庭婦人ルール）
【参加費】 1チーム：4,000円
【抽せん会】 10/8（火）18:30～　スポーツセンター会議室

※各チームの代表者は必ずご出席ください。
抽せん会に欠席した場合は大会に出場できません。

【内　容】 ダブルス1部･2部･3部制（3部は初心者の部、線審・
得点は試合のないペアが行います）
※昨年度1部出場ペア（予選最下位ペア除く）は2部
に出場できません。
※昨年度2部優勝・準優勝ペアは、ペアを変えた場
合2部に出場できます。
※ペア変更は１名のみ当日まで受付けます。

【参加費】 1ペア：2,000円
※抽せん会は行いません。組合せは、主催者側で行
います。

【内　容】 ダブルス
※ペア変更は１名のみ当日まで受付けます。

【参加費】 1ペア：1,800円
※抽せん会は行いません。組合せは、主催者側で行
います。

●バレーボール

●バドミントン

●卓球

HP
FAX

4
講 

座
古典落語を通じて暮らしの知恵や人情など昔
の暮らしぶりを学ぶ講座です。最終回は落語
家による生の落語をお楽しみいただきます。

和の心～落語から学ぶ～
＜落語の国をのぞいてみれば＞

FAX
〒

内容一新

5
講 

座
オリンピックビレッジ（選手村）のワークショップ「小さな村
の大きな力」に参加して体験展示を楽しみます！

【日　時】 10/26（土）10:00～11:30
【会　場】 パナソニックセンター東京（江東区有明3-5-1） 　
【講　師】 パナソニックセンター東京　ナビゲーター
【対　象】 港区在住・在勤の保護者（家族）と小学生
【定　員】 20家族（抽せん）　　【費　用】 無料　
【申込み】 ハガキまたはFAXに申込み必要事項と、お子さんの氏名

（フリガナ）・学年を明記のうえ、〒105-0004  港区新
橋3-16-3  生涯学習センター「オリパラ」係まで。HP可

【締切り】 10/10（木）必着  
【問合せ】 生涯学習センター（ばるーん）　☎03（3431）1606

FAX03（3431）1619
【その他】 現地集合・解散
［協力］パナソニック（株）

ばる～んゼミナール教養編 
「選手村のワークショップと
体験展示で楽しむ！」講座

FAX
〒
HP

運動が苦手な人でも気軽にできるエクササイズです。特に、姿
勢が悪い、肩こりや腰痛に悩んでいる方におススメです。

3
健 

康

姿勢改善BODY MAKE
エクササイズ

【日　時】 9/24（火）19:00～20:30
【会　場】 生涯学習センター（ばるーん）　305学習室
【講　師】 田中恵美
【対　象】 港区在住・在勤・在学者
【定　員】 20人（先着順）
【参加費】 無料
【申込み】 直接、会場までお越しください。
【問合せ】 Kissポート財団　スポーツ事業課

☎03（5439）6201
【用意するもの】 運動できる服装、タオル、飲み物

健  康

6
講 

座
港区から東京（江戸）市中へと範囲を広げ、近世の江戸の評判美人
と名所について、当時の文献や逸話、絵画などにより紐解きます。

【日　時】 10/26（土）14:00～15:30
【会　場】 赤坂区民センター　第一会議室 　
【講　師】 小澤 弘（江戸東京博物館名誉研究員・淑徳大学人文学部客員教授）
【対　象】 どなたでも（応募者多数の場合は抽せん、港区在住・在勤者優先）
【定　員】 50人（抽せん）　　【費　用】 500円　
【申込み】 ハガキまたはFAXに申込み必要事項を明記のうえ、

〒107-0052　港区赤坂4-18-13　赤坂区民セン
ター「赤坂塾　歴史講座」係まで。HP可

【締切り】 9/27（金）必着  
【問合せ】 赤坂区民センター

☎03（5413）2711　 FAX03（5413）2714
【その他】 締切り後、当選・落選の通知は、ハガキでご連絡します。

赤坂塾　歴史講座
～評判美人と江戸名所～

FAX
〒
HP

パナソニックセンター東京 5

芝浦区民協働スペース

8

7
講 

座
専門家が、公的年金・個人年金を中心に、老後に向けた生命
保険の活用法などを、わかりやすく解説します。

【日　時】 10/28（月）19:00～21:00
【会　場】 生涯学習センター（ばるーん）　305学習室
【講　師】 （公財）生命保険文化センター
【対　象】 港区在住・在勤・在学者
【定　員】 20人（抽せん）　　【費　用】 無料　
【申込み】 ハガキまたはFAXに申込み必要事項を明記のうえ、〒105-0004  

港区新橋3-16-3  生涯学習センター「保険」係まで。HP可
【締切り】 10/15（火）必着  
【問合せ】 生涯学習センター（ばるーん）

☎03（3431）1606　 FAX03（3431）1619

ばる～んゼミナール実務編
令和時代を生き抜く
生命保険活用術

FAX
〒
HP

みなと保健所 14

16 17

２
ス
ポ
ー
ツ

台場で仲間と一緒にLet’s enjoy futsal !!
【日　時】 10/20（日）9:00～18:00

第20回Kissポート フットサル大会

【会　場】 大江戸温泉物語FUTSALDAIBA 
【対　象】 代表者が港区在住・在勤・在学者で、上記の条件を満た

すチーム。高校生以上で１チーム５人以上18人以下。
【費　用】 10,000円
【申込み】 所定の申込用紙に申込み必要事項、Eメールアドレスを明

記のうえ、〒105-0023 港区芝浦1-16-1 みなとパーク
芝浦3階スポーツ事業課「フットサル大会」係まで。HP可

【締切り】 9/24（火）必着
【問合せ】 Kissポート財団  スポーツ事業課  ☎03（5439）6201
［主催］Kissポート財団　［協賛］浦安スポーツネットワーク（株）、（株）ジャル
パック、大江戸温泉物語、ケイエム観光バス（株）　［後援］港区教育委員会

HP
〒

オープンクラス エンジョイクラス
募集チーム数（先着順） 22チーム 22チーム

試合形式
予選リーグ（10分1本  コートチェンジなしハーフタイムなし、
１チーム最低３試合）後、上位チームが決勝トーナメント進出
※参加チーム数により変更の可能性あり
※決勝トーナメントについては大会要項参照

編成 特に規定なし

①女性のみで構成されたチーム
② 男女混成チーム（ゴールキーパーを除き、

ピッチ内で女性が２人以上プレイしていること）
③ 登録選手全員が45歳以上の男性チーム
※ 女性および60歳以上の方は１ゴール２得点！

【日　時】 9/27、10/4・11・18（毎金・全４回）19:00～20:30
【会　場】 芝浦港南区民センター２F
【講　師】 伊藤昌一・富澤千里・佐藤俊雄 （芝落語会会員）

立川寸志（落語立川流 二つ目）
【対　象】 どなたでも 
【定　員】 35人（抽せん）　　【費　用】 1,500円
【申込み】 往復ハガキまたはFAXに申込み必要事項を明記のうえ、

〒108-0023　港区芝浦4-13-1　芝浦港南区民セ
ンター「落語の国をのぞいてみれば」係まで。

【締切り】 9/13（金）消印有効
【問合せ】 芝浦港南区民センター

☎03（3769）8864　 FAX03（3798）4553

２
大江戸温泉物語
FUTSALDAIBA 

〈区外の会場〉

直

その他のスポーツ情報は、5ページの「クリップボード」をご覧ください。

2019年9月号 ３

➡次のページにつづく。　　※各イベントに記載のある終演時刻は、すべて予定です。



体　験

【日　時】 9/22（日）14:00開演（13:30開場）
【会　場】 赤坂区民センター　区民ホール
【出　演】 濱乃志隆（ギター生演奏・落語）、

赤坂ウインドオーケストラ（吹奏楽）
【演　目】 第1部 音楽の宅配便（濱乃志隆） 

第2部 音楽の花束（赤坂ウインドオーケストラ） 
第3部 落語の宅配便（濱乃志隆）

【対　象】 どなたでも　
【定　員】 400人（先着順）　　【費　用】 無料
【申込み】 当日、直接会場にお越しください。
【問合せ】 赤坂区民センター　☎03（5413）2711

フリーマーケット

【日　時】 10/6（日）11:00～16:00 
※悪天候中止  

【会　場】 台場コミュニティーぷらざ広場３Ｆ（屋外）
住所：港区台場1-5-1  

【出　演】 20歳以上の港区在住・在勤・在学者 
（業者の方はご遠慮ください。）

【定　員】 44店舗（先着順）　　【費　用】 出店料 無料
【申込み】 9/14(土)10:00～

台場区民センター第1・第2集会室及び事務室にて
受付。電話受付はありません。代理申込は不可。在
住・在勤・在学の確認をいたしますので、港区の住
所が記載された身分証等をご持参ください。 

【問合せ】 お台場ふれあいフリーマーケット実行委員会事務局 
台場区民センター　☎03（5500）2355 

【日　時】 10/3・10・17（毎木・全3回）10:00～11:00
※11:30まで交流タイム（希望者のみ） 

【会　場】 赤坂区民センター　多目的室  
【講　師】 硲田 栄（さこださかえ） 「さこだ運動遊びクラブ」主宰
【対　象】 お子さんと保護者
【定　員】 20組（抽せん）　※港区在住・在勤者優先
【費　用】 1,500円（全3回分）
【申込み】 ハガキまたはFAXに申込み必要事項とお子さんの

氏名（フリガナ）、性別、参加時の月齢を明記のうえ、 
〒107-0052　港区赤坂4-18-13　赤坂区民セン
ター「親子で楽しい体幹遊び」係まで。 HP可

【締切り】 9/12（木）必着
定員に満たない場合は引き続き募集します。 

【問合せ】 赤坂区民センター
☎03（5413）2711　 FAX03（5413）2714

【その他】 締切り後、当選・落選の通知は、ハガキでご連絡します。

8
講 

座

2015年・５年計画でスタートの「ボラ
ンティア育成講座」のFinal。テーマ別
にボランティア必須マインドを分かり
やすく講義します。

【日　時】 11/2・9・23・30（各土）13:00～16:00
【会　場】 みなとパーク芝浦１F 〈芝浦区民協働スペース〉

みなとパーク芝浦３F 〈港区スポーツセンター多目的室〉
【講　師】 西山諒（弁護士・第一東京弁護士会所属）、

藤井文子（広島修道大学教授  きものを楽しむ会会長）  ほか
【対　象】 港区在住・在勤・在学の中学生からシニアまで 
【定　員】 20人（先着順）、別枠聴講生25人　　【費　用】 無料
【申込み・問合せ】 FAXまたはEメールに申込み必要事項を明

記のうえ、NPO法人ハート・コネクションズまで。
FAX03（3472）2775
E-mail： kei-p1@ab.auone-net.jp

【締切り】 定員になり次第 
【その他】 一時保育あり　数名
［主催］NPO法人ハート・コネクションズ　［特別共催］Kissポート財団
［協賛］尾西食品（株）　［後援］The Japan Times
［港区協働先］芝地区総合支所、麻布地区総合支所、赤坂地区総合支所、高
輪地区総合支所、芝浦港南地区総合支所、港区防災危機管理室、港区産業・
地域振興支援部

2019年Final講座
民間外交大使
MINATOに!!

FAX
Ｅ

9
体 

験「伝承遊び｣をしたり、ケンパーやバランスプ
レートを使って、バランス感覚作りをします。
遊びながら親子でカラダ作りしませんか。

2歳～3歳児向け
「親子で楽しい体幹遊び！」

FAX
〒
HP

【日　時】 11/6・13・20（毎水）13:30～15:30
【会　場】 青山生涯学習館　レクリエーションホール  
【講　師】 北

きた

崎
ざき

良
よし

子
こ

【対　象】 港区在住・在勤・在学者優先
【定　員】 20人（抽せん）　　【費　用】 1,000円（全3回分）
【申込み】 ハガキまたはFAXに申込み必要事項を明記のうえ、 

〒107-0062　港区南青山４-19-７　青山生涯学
習館「絵手紙体験教室」係まで。 HP可

【締切り】 10/23（水）必着
【問合せ】 青山生涯学習館  ☎03（3470）4584  FAX03（3470）0856

10
体 

験
様々なモチーフ（花、野菜など）の絵を描き、
言葉を添えた作品を制作します。全3回の講
座で、絵葉書（年賀状）や絵手紙作品を作成。

絵手紙体験教室

FAX
〒
HP

【日　時】 11/24（日）16:30～
【会　場】 赤坂区民センター　区民ホール  
【対　象】 アマチュアの方なら、どなたでも応募できます。（プ

ロ歌手およびCDを出された方、また、フランス語が
母語の方は応募できません）

【費　用】 審査料2,000円
【申込み】 一曲（のみ）を吹き込んだカセットテープまたはCDと、

返信用ハガキ、審査料2,000円の定額小為替（無記
入で）を下記の宛先へ郵送。学生は学校名と学年を
明記してください。
〒150-0013　渋谷区恵比寿3-9-25　日仏会館
「J'aime chanterコンテスト」係

【締切り】 10/11（金）必着
【問合せ】 ジェーム・シャンテ実行委員会　☎050(5884)0710

Eメール：jaimechanterjp@yahoo.co.jp
WEBサイト：https://jaimechanter.jimdo.com/

【審査方法】 ご送付いただいた一曲で第一次審査を行い、その
結果をハガキにてお知らせします。各部門8名、計
16名が11月24日の最終審査に進むことができます
（最終審査の審査料は無料、交通費は自己負担、伴奏
用の譜面かカラオケが必要となります）。

【賞】 東京―パリ航空券（1名）　ほか
［主催］ジェーム・シャンテ実行委員会　［特別共催］Kissポート財団
［協賛］日仏文化協会　［後援］在日フランス大使館/アンスティチュ・フラ
ンセ日本、（公財）日仏会館、港区国際交流協会

11
体 

験
一曲でパリへ、参加者大募集！学生（中・高・大）部門、
社会人部門。ジャンルを問わず、オリジナル曲も大歓迎！

第19回フランス語で歌うコンテスト
J'AIME CHANTER 2019

〒

13
鑑 
賞

誰でも知ってるあの曲を歌って♪吹奏楽の演
奏を楽しんで☆落語で思う存分笑って！日曜
午後のひと時を赤坂区民センターでお楽し
みください。

音楽と落語の玉手箱

直

【日　時】 10/3（木）19:00開演―21:00終演
10/4（金）14:00開演―16:00終演

19:00開演―21:00終演
10/5（土）14:00開演―16:00終演

18:00開演―20:00終演
※開場は開演の30分前

【会　場】 麻布区民センター　区民ホール
【演　目】 「くちづけ」作：宅間孝行　演出：石塚幹雄
【定　員】 175人（先着順）
【チケット】 前売り：2,000円（当日2,500円）

中学生以下：1,000円
※港区在住・在勤・在学の方は土曜昼以外の公演を
無料でご覧いただけます。

【申込み・問合せ】 
Eメール：info@tsuchikure.net
☎050（5309）1579（平日昼間は留守電になります。
出来るだけメールでご連絡ください）
劇団HP：http://tsuchikure.net

［共催］麻布演劇市実行委員会、麻布区民センター

15
鑑 

賞

知的障がい者のためのグループホーム「ひまわり荘」。みんな
で力を合わせて暮らす中、厳しい運命がおとずれる…。

麻布演劇市第238回公演
演劇集団土くれ第68回公演
「くちづけ」
☎
Ｅ

【日　時】 10/14（月・祝）
14:00開演（13:30開場） ※16:30終演予定

【会　場】 赤坂区民センター　区民ホール
【定　員】 400人（先着順）　　【費　用】 無料（全席自由）
【申込み】 当日、直接会場にお越しください。
【問合せ】 赤坂区民センター　☎03（5413）2711

16
鑑 

賞
「オールナイトニッポン」初代パーソナリティ、
アンコーこと齋藤安弘氏選出の懐かしの映画を、
アンコーさんのお話とともにお届けします。 

懐かしの映画会 本木雅弘主演
「おくりびと」

直

【日　時】 10/26（土）14:00開演（13:30開場） ※15:45終演予定
【会　場】 愛育病院　9階会議室ホール　港区芝浦1-16-10
【出　演】 洗足学園音楽大学　学生・学院生
【演　目】 エルガー「愛の挨拶」、プーランク「愛の小径」、音楽絵

巻『かぐや姫』　ほか
【対　象】 女性のための健康にまつわるお話にご興味のある方やそのご家族
【定　員】 80人（先着順）　　【費　用】 無料
【申込み】 当日、直接会場にお越しください。

※お車での来場はご遠慮ください。
［主催］Kissポート財団

18
鑑 

賞一部は愛育病院による女性のための健康にまつわるお話、二
部は深秋にふさわしい名曲コンサートをお楽しみください。

音楽のさんぽ道
～バイオリン・チェロ・ピアノ・フルートのコンサート～

直

19
フ
リ
マ毎年恒例、秋のフリーマーケットを開催

します。ご家庭で未使用になっている物、
不用品、手芸品等をフリーマーケットに
出してみませんか？ 

直

【日　時】 10/26（土）・27（日） 
10:00～15:00
※雨天中止（順延なし）  

【会　場】 芝浦港南区民センター前広場
※駐車場はありません  

【対　象】 20歳以上の港区在住・在勤・在学者
【定　員】 各日50店舗（抽せん）　　【費　用】 出店料 無料
【申込み】 希望日ごとに1枚の往復ハガキでお申込みください。

往復ハガキの往信には、必要事項（住所・氏名《ふり
がな》・電話番号等）の他に「出品内容の詳細」を、復
信の宛名面には、郵便番号、住所、氏名を明記のうえ、
〒108-0023  港区芝浦4-13-1  芝浦港南区民セン
ター「フリーマーケット10/26」係、
または「フリーマーケット10/27」係まで。
＊応募の際には、必ず、希望日を明記してください。  

【締切り】 10/3（木）必着
【問合せ】 芝浦港南区民センター　☎03（3769）8864 
【その他】 食品、化粧品、生き物、電化製品の出店はできません。

重複申し込み、必要事項の記入不備は無効になります。
出店スペースはこちらで指定させていただきます。

20
フ
リ
マご家庭で休眠している品物をリユース

していただけるチャンスです！

芝浦港南フリーマーケット出店者募集！
“芝浦港南ふれあいまつり”同時開催！

お台場ふれあいフリーマーケット
出店者募集＆開催案内

〒

鑑　賞

【日　時】 9/13（金）～15（日）
①13日18:30開演　②③14日14:00／18:30開演
④15日14:00開演
※30分前開場／２時間で終演予定

【出　演】 劇団俳優座演劇研究所31期生

12
鑑 

賞

井上ひさしさんの平和を願う心を研究生1年生が今ある力を
振り絞って伝えます。

劇団俳優座演劇研究所公演
第31期生中間発表

少年口伝隊 一九四五・子どもに伝える日本国憲法
☎

【日　時】 9/20（金）～22（日）
①20日18:30開演　②③21日14:00／18:30開演
④22日14:00開演
※30分前開場

【出　演】 劇団俳優座演劇研究所29期生、30期生

安部公房の名作が今研究生によって蘇ります！乞うご期待！！

【会　場】 劇団俳優座5階
【対　象】 どなたでも（乳幼児はご遠慮ください）
【定　員】 100人（先着順）
【費　用】 一般2,000円　俳優座後援会会員の方は1,000円

港区在住・在勤・在学の方は無料（各回15人・先着順）
【申込み・問合せ】 劇団俳優座

☎03（3470）2888（10:30～18:30、日・祝を除く）
［主催］ 劇団俳優座演劇研究所　［特別共催］Kissポート財団

〈共通事項〉

第29・30期生中間発表
友達

令和元年度港区文化芸術活動サポート事業助成
La Gemma Autumn Concert

【日　時】 9/24（火）13:00～14:00
（12:30開場）　

【会　場】 みなと保健所8階　大会議室
【出　演】 木田和寿（テノール）、宮﨑千恵（ソプラノ）、

中島香（ピアノ）、田尻かをり（ヴァイオリン）、
中島真里（チェロ）、金城泰子（ナレーション）

【演　目】 となりのトトロより“さんぽ”、サウンド・オブ・ミュー
ジック、アラジン“ホール・ニュー・ワールド”  ほか

【定　員】 100人（先着順）
【チケット・入場料】 入場無料・申込不要
【申込み】 当日、直接会場にお越しください。
【問合せ】 ラ・ジェンマ代表  豊島千恵  ☎080（1168）3608
［主催］La Gemma　［特別共催］Kissポート財団

ディズニーやミュージカルなどの素敵な音
楽を親子でお楽しみください。乳幼児歓迎！

14
鑑 

賞

直

女流義太夫の人間国宝・竹本駒之助が語る「封印切」と、義太夫の魅
力を知るワークショップで、初めて聴く方にも楽しんでいただけます。

17
鑑 
賞「義太夫を聴く会」 

【日　時】 10/19（土）14:00開演（13:30開場）
【会　場】 赤坂区民センター　区民ホール　
【出　演】 太夫：竹本駒之助、竹本朝輝、竹本京之助

太棹三味線：鶴澤津賀寿、鶴澤賀寿
【演　目】 「冥途の飛脚」より「封印切の段」　ほか 
【定　員】 400人（先着順）　　【チケット】 500円
【申込み】 要予約

赤坂区民センター窓口または電話・Kissポートホームペー
ジにて受け付けます。

 ＊事前予約のお客様は、当日13:30までにチケットの引き
換えをお願いします。HP可

【問合せ】  赤坂区民センター　☎03（5413）2711

2019年度第2回赤坂区民センター
ふれあいコンサート

HP
☎

今月の募集 申込み必要事項はP.3の上部をご参照ください。
2019年9月号４

お申し込み方法のマーク Eメール 直接来場FAX郵送（ハガキまたは申込用紙など） 電話Kissポート財団ホームページ http://www.kissport.or.jp Ｅ 直FAX〒 ☎HP KissポートWebチケットWeb
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スポーツ・健康

合気道教室
未経験者でも体力に合わせて丁寧に指導致しま
す。経験者の方もお気軽にお越し下さい。
【日　時】 （毎金）19:00～20:30
【会　場】 港区スポーツセンター　4F　武道場1
【講　師】 菅原繁　本部道場指導部師範（月1回）

藤城清次郎師範
【対　象】 どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
【定　員】 10人（先着順）
【費　用】 参加費：3,000円（初回体験無料）
【申込み】 メール、または直接道場まで
【問合せ】 info@minatoku-aikikai.com

http://www.minatoku-aikikai.com/

パドルテニス後期講習会
【日　時】 9/8（日）14:00～16:00
【会　場】 港区スポーツセンター  サブアリーナ（5階）
【対　象】 港区在住・在勤・在学者
【費　用】 大人：500円  小人：300円（傷害保険

含む）
【申込み】 当日、直接会場へお越しください。
【問合せ】 港区パドルテニス協会

☎090（8113）2882（担当：志賀）
【その他】 ①当日は運動のできる服装で、体育館

シューズのご用意をお願いします。
②競技中の事故は、応急処置のみ行い
ますが、その後の責任は負いかねます。
③ラケットはご用意いたします。
④受付カウンター（３階）で「パドルテ
ニス」と言ってチケットを受け取って
入場してください。

【持ち物】 体育館シューズ・飲み物・タオル
［主管］港区パドルテニス協会  ［協力］東京都パドルテニス協会

ゲートボールを
始めてみませんか？
中学生からシニアまで誰でも出来るゲートボー
ルを始めてみませんか？
【練習日】 （火・水・木・土・日）
【会　場】 火：芝浦公園

水・木・土・日：東京タワー
【対　象】 どなたでもご参加いただけます。
【申込み】 下記担当者に直接、お電話下さい。
【問合せ】 港区ゲートボール連合会

☎080（1142）2215（高橋）
☎080（1104）8403（鈴木）

【その他】 詳しい内容等はお電話でお問い合わせ
ください。

子ども・日本泳法・
健康増進・成人水泳教室

【会　場】 港区スポーツセンター・プール
（みなとパーク芝浦内３階）

【対　象】 港区在住・在勤・在学者（在勤者の子どもは対象外）
健康に問題ない方

【費　用】 1回1,000円×回数分（保険料・帽子代等含む）
【申込み】 往復はがきの往信面に①郵便番号・住

所②電話番号③参加者氏名（フリガナ）
④生年月日⑤申込教室名（子ども教室
はBCDEの別を記入）⑥在勤者は会社
名・所在地（在学者は学校名）を記入、
返信面に郵便番号、住所、氏名を記入し、
〒105-0023  港区芝浦1-16-1  港区
体育協会内  港区水泳協会「水泳教室
新規受付」係まで申し込んでください。

教室 日時・定員
①初心者成人教室
（18歳以上）

10/3～12/19（毎木・10回）
9:30～11:30 小プール若干名

②子ども教室
（3歳～小学生、水なれ･4泳法）
※小学生歓迎

10/2～12/18（毎水・10回）
B 15:45～16:45 若干名
C 16:50～17:50 若干名
10/4～12/20（毎金・10回）
D 15:45～16:45 幼児 若干名

小学生 若干名
E 16:50～17:50 若干名

③日本泳法教室
（18歳以上、4泳法泳げる方）

10/1～12/24（毎火・10回）
9:30～11:30 若干名

④健康増進教室
（30歳以上、腰痛・肥満等解消）

10/1～12/24（毎火・10回）
9:30～11:30 若干名

⑤成人教室
（18歳以上、4泳法）

10/1～12/24（毎火・10回）
9:30～11:30  若干名
10/3～12/19（毎木・10回）
9:30～11:30  若干名
10/4～12/20（毎金・10回）
15:45～16:45  10人

【日　時】 10月～12月（10/8～10/11：ラグビー
W杯の関係で休み。10/21～10/25：
水替えのため休み。11/5（火）休み）

※年齢は初回時点。また、応募者多数の場合は
抽せんになります。

【抽せん結果】 申込者へ返信（当選者は参加費を振込んでくだ
さい。入金後の返金はできませんのでご了承ください。）

【締切り】 9/11（水）必着
【問合せ】 港区水泳協会　☎080（4334）2513

※13:00から18:00までの間にお願いします。

水泳教室指導員養成講習会
実技、講義、救助法等
【日　時】 10/10～11/28（毎木・全８回）

13:00～15:00　全日程参加のこと
【会　場】 港区スポーツセンター・プール　ほか

（みなとパーク芝浦内）
【対　象】 本協会が実施する水泳教室にて指導が可能な方、

当水泳協会教室指導、大会等に協力して頂ける方
100ｍ個人メドレーを完泳できる方
年齢：20～60歳までの健康な方

【定　員】 10人（先着順）　　【費　用】 10,000円
【申込み】 往復はがきの往信面に①郵便番号・住

所②氏名③電話番号④生年月日、返信
面に郵便番号・住所・氏名を記入のうえ、
〒105-0023  港区芝浦１-16-１  港区体育
協会内  港区水泳協会「指導員養成」係まで。

【締切り】 9/13（金）必着
【問合せ】 港区水泳協会　☎080（4334）2513

※13:00から18:00までの間にお願いします。

ジュニア水泳教室
一定の泳力のある子供のレベルアップを目的とした内容です。
【日　時】 10/14～2/10（10/14・28、11/4・11・

18・25、12/3・9・16・23、1/7・14・
20・27、2/4・10）15:30～17:30
10/14のみ午前中（全16回）

【会　場】 港区スポーツセンター　プール
【講　師】 港区水泳協会　指導員資格保有者
【対　象】 港区在住・在学の小・中学生で25ｍを25秒

以内で泳げる方（初回に選考テストを実施）
※マンツーマンでの個別指導はできません。

【定　員】 60人（抽せん）　　【費　用】 無料
【申込み】 往復ハガキに①教室名②郵便番号・住所

③氏名（フリガナ）④年齢⑤性別⑥学校
名・学年⑦連絡先電話番号⑧保護者氏名
を記入のうえ、〒105-0023  港区芝浦
1-16-1  港区スポーツセンター内  港区
体育協会「ジュニア水泳教室」係まで。

【締切り】 9/24（火）必着
【問合せ】 港区水泳協会　☎080（4334）2513

※13:00から17:00までの間にお願いします。
【その他】 初回の選考会ではクロール50ｍ・平泳

ぎ25ｍのタイムを測定します。
［主催］（一財）港区体育協会、東京都、（公財）東京都体育協会
［主管］港区水泳協会

第1回港区陸上競技大会
（兼）第73回都民体育大会・
2020都民生涯スポーツ大
会派遣選手予選会

【出場制限】 
①一人1種目までとします。但し、リレーは除く。
②リレーは1校（チーム）から3組以内とします。
【日　時】 11/3（日・祝）9:00～16:00
【会　場】 大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
【対　象】 港区在住･在勤･在学の小学生、中学生、

高校生、一般
一般は日本陸上競技連盟登録者であること。

【定　員】 500人（先着順）
【費　用】 ①小学生・中学生　1種目500円

　リレー　1チーム1,000円
②高校生・一般　1種目1,000円
　リレー　1チーム2,000円

【申込み】 東京陸上競技協会ホームページ（http://
www.toriku.or.jp）より「第１回 港区陸
上競技大会」の要項（Ward）、申込書式
（Excel）をダウンロードして入力し申し込む。
minatoku.entry@gmail.com宛てに参
加申込書を添付し、メールにて申し込み。
必ず返信メールを確認してください。

【申込み期間】 9/17（火）～24（火）
【問合せ】 港区陸上競技協会　藤野

minatoku.rikkyo@gmail.com（問合せのみ）

小学生 100ｍ・800ｍ（小5・小6のみ）・走幅跳・
ジャベリックボール投・4×100ｍＲ

中学生 100ｍ・1500ｍ・走高跳・走幅跳・砲丸投・
4×100ｍＲ

高校生／一般 100ｍ・3000ｍ・走高跳・走幅跳・砲丸投・
４×100ｍＲ

【競技種目】 

武道空手親子ふれあい体験
礼法とミットトレーニング
第21回RF武道空手道選手権大会内にて、親子
空手体験セミナーを開催いたします。
【日　時】 10/13（日）13:00～14:00
【会　場】 港区スポーツセンター　武道場1
【講　師】 中

なか

島
じま

康
やす

喜
よし

　指導員
【対　象】 港区在住のお子様が3歳以上の親子
【定　員】 20人（先着順）　　【費　用】 無料
【申込み】 kyosukenishikawa@gmail.com

メールにてお願いいたします。
【締切り】 10/5（土）必着
【問合せ】 ☎042（380）4367
［主催］NPO法人日本武道総合格闘技　［後援］Kissポート財団

スポーツボランティア・
リーダー養成研修会
楽しく充実した活動をするためのリーダーシッ
プを学ぶプログラムです。
【日　時】 10/2（水）10:00～16:30
【会　場】 赤坂区民センター　4階　第1会議室
【対　象】 高校生以上、スポーツボランティア活動の経

験者、スポーツボランティア研修会修了者
【定　員】 60人（先着順）　　【費　用】 3,000円
【申込み】 スポボラ.netにて申込（https://spovol.net）
【締切り】 9/17（金）9:00
【問合せ】 Eメール：info@jsvn.or.jp
［主催］日本スポーツボランティアネットワーク
［特別共催］Kissポート財団

第3期健康教室・健康づくり教室
お申込みスタート
ヨガやピラティスなど各種教室の申込みを開始
します。詳細はお問合せください。
【日　時】 10月中旬より順次開始
【会　場】 健康増進センター ヘルシーナ

第1トレーニングルーム
【対　象】 18歳以上の方　【定　員】 各30人（抽せん）
【費　用】 5,040円～7,200円（お問合わせください）
【申込み】 電話または直接受付へ
【締切り】 9/30（月）
【問合せ】 健康増進センター ヘルシーナ

☎03（5413）2717

アスラボフットボールアカデミー
芝浦中央公園運動場
現役フットサル選手によるお子様対象のフット
サル教室です。スキル向上を目指します。
【日　時】 ①4歳～小学1年生：

9/6・13・20・27（毎金）15:30～16:30
②小学2～4年生：
9/6・13・20・27（毎金）16:45～17:45

【会　場】 芝浦中央公園運動場
【講　師】 バルドラール浦安所属　本多亘選手
【対　象】 ①港区在住・在学（優先）の4歳～小学1

年生のお子さん
②港区在住・在学（優先）の小学2～4年
生のお子さん
①、②とも初心者の方でもOKです。

【定　員】 ①各15人　②各15人（先着順）
【費　用】 ①利用当日に1日分2,000円

②利用当日に1日分1,500円
【申込み・問合せ】 芝浦中央公園運動場

☎03（3450）6343
【締切り】 開催日前日の17:00まで

氷川武道場  ヨガスクール
初心者向けのリラックスヨガクラスです。バラ
ンスよく身体に刺激を与えていきます。
【日　時】 9/5・12・19・26（毎木）11:00～12:00
【会　場】 氷川武道場
【講　師】 ヨガインストラクター：Misa（ミサ）
【対　象】 港区在住・在勤・在学（優先）の男性・女性  16歳以上
【定　員】 20人（先着順）
【費　用】 利用当日に1日分1,000円
【申込み・問合せ】 アクアフィールド芝公園

☎03（5733）0575

氷川武道場  ピラティス教室
ほぐし伸ばし整えながら必要な所を締め直す、お
子様とご一緒に参加出来るクラスです。
【日　時】 9/9・23・30（各月曜）13:00～14:00
【会　場】 氷川武道場
【講　師】 フィットネストレーナー：都平えり
【対　象】 港区在住・在勤・在学（優先）の男性・女性  16歳以上
【定　員】 15人（先着順）
【費　用】 利用当日に1日分1,000円
【申込み・問合せ】 アクアフィールド芝公園

☎03（5733）0575

姿勢改善トレーニング＆
ストレッチ教室
筋トレとストレッチ、マッサージなどで代謝をあ
げ肩こり・腰痛に効果的なクラスです。
【日　時】 9/9・23・30（各月曜）10:30～11:30
【会　場】 麻布運動場
【講　師】 フィットネストレーナー：都平えり
【対　象】 港区在住・在勤・在学（優先）の男性・女性  16歳以上
【定　員】 12人（先着順）
【費　用】 利用当日に1日分1,000円
【申込み・問合せ】 麻布運動場 ☎03（3446）6879

麻布運動場  ピラティス教室
ほぐし伸ばし整えながら必要な所を締め直し、スッ
キリした体づくりをするクラスです。
【日　時】 9/5・12・19・26（毎木）11:00～12:00
【会　場】 麻布運動場
【講　師】 フィットネストレーナー：都平えり
【対　象】 港区在住・在勤・在学（優先）の男性・女性  16歳以上
【定　員】 6人（先着順）
【費　用】 利用当日に1日分1,000円
【申込み・問合せ】 麻布運動場 ☎03（3446）6879

歌え！！シャンソン
シャンソン好きの仲間が織りなす聴きなじみの
曲と和製ポップス。石井慶子さんと共に。
【日　時】 10/6（日）14:00～16:30（13:30開場）
【会　場】 高輪区民センター　区民ホール
【出　演】 KAZUMI、KATSUKO、片岡道子、

小松早苗、木村節子、重茂達、藤井春樹
ゲスト：石井慶子   ピアノ：山白恭二 
バイオリン：吉久亜紀 
パーカッション：小山大凱

【対　象】 どなたでも
※未就学児の入場はご遠慮ください。

【定　員】 250人（先着順）
【費　用】 無料
【申込み】 不要。当日直接会場までお越しください。
【問合せ】 高輪区民センター  ☎03（5421）7616
［主催］高輪区民センター　［共催］音楽のゆかいな仲間たち

「詩歌と能」
人間国宝・大倉源次郎師による能楽の言葉（謡）
や音（小鼓）の世界をお楽しみください。
【日　時】 9/29（日）13:00～15:00（12:30開場）
【会　場】 高輪区民センター　区民ホール
【講　師】 能楽囃子方大倉流小鼓方　十六世宗家

重要無形文化財　大倉源次郎師
【対　象】 どなたでも
【定　員】 250人（先着順）
【費　用】 入場料：1,000円（要 事前申込・当日払い）

港区内学生招待（小中学生含む）
【申込み】 NPO法人歴史の駅  ☎080（5013）3355

Eメール：info@rekishinoeki.org
【問合せ】 高輪区民センター  ☎03（5421）7616
［主催］高輪区民センター　［共催］NPO法人歴史の駅

イベント

東京華楽坊芸術学校
2019年楽器発表会
いろいろな中国民族楽器と西洋楽器の演奏がご
覧いただけます。
【日　時】 10/12（土）13:00～15:00（民族楽）

15:00～17:00（西洋楽）（12:30開場）
【会　場】 高輪区民センター　区民ホール
【出　演】 東京華楽坊芸術学校生徒・講師
【対　象】 どなたでも

※未就学児の入場はご遠慮ください。
【定　員】 250人（先着順）
【費　用】 無料
【申込み】 不要。当日直接会場までお越しください。
【問合せ】 高輪区民センター  ☎03（5421）7616

東京華楽坊芸術学校  ☎03（5715）1063
［主催］高輪区民センター　［特別共催］HYH東京華人国際
英語学校　［共催］東京華楽坊芸術学校

無料不動産相談会
不動産に関する法律、税金、その他一般のご相談
に専門家が無料でお答えいたします。
【日　時】 9/17（火）

12:00～16:00（最終受付15:30）
【会　場】 港区役所１階ロビー
【相談員】 弁護士・税理士・宅地建物取引士
【対　象】 どなたでも
【費　用】 無料
【申込み】 不要。当日直接会場までお越しください。
【問合せ】 （公社）東京都宅地建物取引業協会港区

支部　
☎03（3593）2241  FAX03（3593）2245

［主催］（公社）東京都宅地建物取引業協会港区支部
［後援］港区

芝浦運河まつり
運河の中には夢がいっぱい、運河の街「芝浦」へ
【日　時】 9/29（日）10:00～17:00

◆カナルコンサート・オープンカフェ
9/30（月）17:00～21:00
◆運河クルーズのみ（当日申込み受付）
※雨天の場合は当日8:30に決定

【会　場】 芝浦運河（新芝橋・新芝浦運河）沿い
【問合せ】 ☎03（3451）4010（担当：松吉）

※月～金 10:00～12:00、13:00～15:00
FAX03（3451）2961

［主催］芝浦商店会、芝浦一丁目商店会、芝浦二丁目商店会

「三田で朗読を楽しむ会」
港区の視覚障害者が晴眼者と共に朗読を聴いて
交流を深める会です。
【日　時】 9/14（土）10:00～11:30
【会　場】 東京都障害者福祉会館  港区芝5-18-2
【協　力】 みなと図書館（声の図書係）
【演　目】 石原裕次郎 ほか  「運命を変えた手紙」

から
【対　象】 港区民および勤労者、視覚障害者優先
【定　員】 70人（定員になり次第締め切ります）
【会　費】 無料
【申込み・問合せ】 港区で明るく共に楽しむ会

代表  小柴恭男（こしばやすお）
☎090（1202）9090

2019年9月号 ５

※各イベントに記載のある終演時刻は、すべて予定です。



令和元年度 秋期 みなと区民大学
【申込み】 ハガキまたはFAXに、申込み必要事項と希望大学名を明記のうえ、〒107-0052 港区赤坂4-18-13 Kissポート財団 事業課「みなと区民大学・希望大学名」係
まで。 HP可　【問合せ】 Kissポート財団 事業課  ☎03（5770）6837  FAX03（5770）6884　【締切り】 明治学院大学：9/20（金）、戸板女子短期大学：10/10（木）、芝浦
工業大学：10/11（金）必着　※ 定員はKissポート財団による募集人数です。各大学とも定員に満たない場合は、締切り後も受付。

港区内のキャンパスで各大学の特色を活かした講座を、春と秋に港区在住・在勤・
在学の方に公開する「みなと区民大学」。本年度の秋期講座は３大学で開講します。

近現代の作家らは独学に近い形で語学を学び、新たな言語
表現、造形表現の可能性を切り開いていきました。その過
程を明らかにします。
日にち テーマ・講師

10/1
（火）

大手拓次とボードレール
畠山 達（明治学院大学文学部フランス文学科准教授）

10/3
（木）

宮沢賢治の作品のなかのキリスト教 
富山英俊（明治学院大学文学部英文学科教授）

10/8
（火）

中上健次、または伝聞形式による物語の享受 
ジャック・レヴィ（明治学院大学文学部フランス
文学科教授）

10/10
（木）

瀧口修造とシュルレアリスム
―関東大震災から太平洋戦争まで 
巖谷國士（明治学院大学名誉教授）

10/15
（火）

翻訳は文学の栄養素
―谷崎潤一郎と井伏鱒二をめぐって
野崎 歓（放送大学教養学部教授）

10/17
（木）

芥川龍之介と精神分析
篠崎美生子（明治学院大学教養教育センター教授）

【時間】 18:45～20:15（10/1・17は20:30まで）
【会場】 明治学院大学　白金キャンパス
【対象】 港区在住・在勤・在学者 
【定員】 50人（抽せん）
【費用】 2,500円（全6回分）
［共催］ 明治学院大学

明治学院大学
～日本近現代の作家と西洋～

【時間】 18:30～20:30
【会場】 芝浦工業大学　芝浦キャンパス
【対象】 港区在住、在勤、在学者で、初級～中級の方
【定員】 15人（抽せん）
【費用】 2,500円（全4回分）
［共催］芝浦工業大学

日にち テーマ・講師

11/8
（金）

「語彙と表現の確認」
・講座の目的、授業ごとの内容の確認
・基本的語彙・表現の意味や用法の学習
市井直子（芝浦工業大学講師）

11/15
（金）

「語彙と表現の確認、ロールプレイ」
場面を設定し、その場面にふさわしい表現が出て
くるようになるまで練習を繰り返します。この回
の授業は、説明も英語へと移行していきます。
市井直子（芝浦工業大学講師）

11/22
（金）

「実践編 1」
Native speakerの講師を迎え、練習した表現が
確実に伝わることを確認します。
Simon Evans（芝浦工業大学講師）

11/29
（金）

「実践編 2」
最後のクラスでは、テキストやノートを見ないで
説明ができるようになることを目指します。各
自のお勧めの場所や身近な日本文化を紹介する
機会を設けます。
Simon Evans（芝浦工業大学講師）

初回から留学生が参加しますので、片言でも英語で積極的
にコミュニケーションを取ろうとする意欲のある方は奮っ
てご応募ください。

芝浦工業大学
目指そう！語学ボランティア
in 芝浦キャンパス
～英語で伝えよう！日本の魅力～

【講師】 豊島裕子（食物栄養科教授）
【時間】 19:00～20:30
【会場】 戸板女子短期大学　三田キャンパス
【対象】 港区在住・在勤・在学者 
【定員】 50人（抽せん）
【費用】 2,500円（全５回）
［共催］戸板女子短期大学

日にち テーマ

10/31
（木）

食欲を抑えるホルモンで
効率的なダイエット！  
～痩せホルモン  アディポネクチンとレプチン～ 

11/7
（木）

午後の活動で眠くならないための食事とは？ 
～健康ホルモン　オレキシンの力～ 

11/14
（木）

食事と筋トレで
マッスル身体をつくってみませんか！
～必須アミノ酸と必須脂肪酸～   

11/21 
（木）

血液サラサラは食事から 
～納豆と干物の定食～ 

11/28 
（木）

風邪をひいたらネギって本当？ 
～意識的な免疫強化は可能ですか？～ 

戸板女子短期大学
食事から手に入れる健康 
～これさえ知っていれば生活習慣病は
こわくない！～
健康に良い食事を科学・医学の視点から考えましょう。お
ばあちゃんの知恵には、「なるほど！」と思うこと、「えっ?!」
と思うことも含まれていました。 

9月施設休館日のお知らせ
施 設 日にち

麻布区民センター 9/21（土）、9/22（日）
赤坂区民センター 9/23（月・祝）
高輪区民センター 9/9（月）
台場区民センター 9/16（月・祝）
生涯学習センター
（ばるーん） 9/16（月・祝）

青山生涯学習館 9/9（月）
健康増進センター
（ヘルシーナ） 9/15（日）、9/23（月・祝）

港区スポーツセンター
休止のお知らせ

【問合せ】 
港区スポーツセンター　☎03（3452）4151
生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係
　☎03（3578）2753

休止期間 場　所 理　由

11/16（土）～
11/17（日） 全館

みなとパーク芝浦
全体の電気設備法
定点検のため

令和2年度港区立区民センター区民ホールの特例貸出日の予
約を行います。
【対象団体】① 港区に届出をした町会・自治会 ②港区が指定す

る福祉団体
③区民センター在住登録団体

【貸出日数】年間2日（応募多数の場合は抽せん）
【申込期間】①第1回抽せん 10/1（火）～11/30（土）20:00まで

②第2回抽せん（新規・落選団体・1日再予約）
　＊貸出日は、第1回抽せんで空いている日
　12/16（月）～1/10（金）20:00まで

【申込方法】所定の様式に必要事項を明記のうえ、各区民センター
の窓口に提出してください。

【問合せ】 各区民センターへ

特例貸出日の詳細については、キスポート誌10月号でお知ら
せいたします。

令和２年度
港区立区民センター 区民ホール

の特例貸出日について

プレゼント

【応募方法】 ハガキに①郵便番号・住所②氏
名（フリガナ）③電話番号④読
みたい記事・コラム等を明記の
うえ、
〒107-0052  港区赤坂4-18-
13  Kissポート財団  事業課
「ハプスブルク展」チケットプ
レゼント係まで。

【問合せ】 Kissポート財団　事業課「ハプ
スブルク展」プレゼント係
☎03（5770）6837

国立西洋美術館を会場に開催される「ハプスブルク展　600年にわたる
帝国コレクションの歴史」のチケットを、読者の皆さんの中から抽せんで

5組10名様にプレゼントします。
【開催日】 10/19（土）～2020年1/26（日）
【会　場】 国立西洋美術館
【締切り】 9/17（火）必着

「ハプスブルク展」チケットプレゼント

「新現役ネット」気配りデザインクラブ
若い人・シニアで困る事、戸惑いなど話し合い、出来れば
誰もが使い易い商品やサービスを提案。 第1（土）10時
～12時 生涯 どなたでも 年3000円 090-5763-
5610 村川

認定NPO法人プラチナ美容塾
『会員募集中』高齢者施設へ笑顔を届けませんか。男性ボラ
ンティアも活躍中！港区の施設でボランティア体験できま
す。内容：ハンド&ネイルケア・メイク＆フェイスケア。
体験前に入門講座あり。受講料：無料（材料費要） 070-
2187-8066 プラチナ美容塾で検索

♠マジック（手品）会員募集中♥
ボランティア、会社、学校等でマジックをしませんか 第
1・3（火）18時～ 三田いきプラ 1500円 090-6949-
9808 港マジック/広滝

ロゲイニングとは、子どもから大人まで自分のスタイルに
合わせて、地図をもとに時間内にチェックポイントを回り、
得点を集めるスポーツです

第1回港区観光ロゲイニング
inお台場

【日　時】 11/17（日）10:00～
【会　場】 集合：港陽中学校アリーナ

コースエリア：お台場周辺
【対　象】 港区在住・在勤・在学・その他
【クラス】 ・一般の部　・ファミリーの部

詳細は申込みWebサイトでご確認ください。
【定　員】 100人（抽せん）
【費　用】 大人（高校生以上）1,500円

子ども（中学生以下）無料
【申込み】 「スポーツエントリー」「e-moshicom」

Webサイトからの申込みのみの受付と
なります。

【締切り】 11/11（月） 
【問合せ】 Kissポート財団スポーツ事業課  ☎03（5439）6201
［協力］（一社）ポジティブスポーツ振興協会

芝浦港南区民センター
ご利用休止のお知らせ

①11月16日（土）から11月30日（土）まで：
　全館休館（電源設備入替のため）
②11月1日（金）から翌年2月29日（土）まで：
　区民ホール ご利用休止（ホール天井耐震化工事のため）
【問合せ】 
芝浦港南区民センター　☎03（3769）8864

ディエゴ・ベラスケス 《青いドレスの王
女マルガリータ・テレサ》1659年
油彩／カンヴァス ウィーン美術史美術館
Kunsthistorisches Museum, Wien

スポーツエントリー

e-moshicom

いつもお部屋に花のある生活を…
体験もできます
月３回（木）15時半～17時半・18時半～20時半 赤坂

いきプラ 無料 １回お花代3700円 5640-8745 
maki-sky2@docomo.ne.jp

シルバーパソコン倶楽部募集
ワード、エクセル、インターネット、メール、初心者歓迎何
度でも聞いて下さい。丁寧に教えます 月４回①毎（木）
10時～17時 高輪②毎（月）13時～17時 青山いきプラ １
回１時間半1500円、４回6000円 3440-6209又は090-
4006-2658 NPO法人オクトマン杉本※オクトマンの会員
も募集

パソコン等のサークル

フラワーアレンジメント等のサークル
朗読講座―近代文学研究会―
美しい文章を朗読することで自己表現をしてみませんか。
どなたでもできる奥深い朗読の世界。 毎（火） 高輪 
3000円 090-8092-1016

港区伝統文化体験日本舞踊教室
講師を招き日本舞踊の基本と表現を楽しく学びます。※
一部補助金で運営 月２回平日18時～21時 麻布 小
１～大人 小中学生無料・大人（分担割） 善乃木会090-
1506-0630 大井

その他のサークル

【広　告】　広告の内容については、それぞれの連絡先にお問い合わせください。

※キスポート（毎月1回・13万部発行）広告掲載のお問い合せは、日刊スポーツ印刷社　キスポート広告係まで　☎03-5550-8240　 FAX 03-5550-8255
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※各イベントに記載のある終演時刻は、すべて予定です。



 

K Kissポート価格 港区在住・在勤・在学者、および倶楽部Kissポー
ト会員の方を対象に設定している価格です

Kissポートチケットセンター

☎03（5413）7021
受付時間
9:00~17:15 平日（月～金）

Kissポート
Webチケット

会 倶楽部会員価格 倶楽部Kissポート会員の方を対象に設定してい
る価格ですがおすすめする

公演情報９月の 公演情報
おトクな情報満載！

※一度お申し込みいただいたチケットの変更・キャンセルはお受けできません。　※倶楽部Kissポート会員の方は、会員番号をお知らせください。　※区民ホールでの公演について　車椅子席をご希望の方は、事前にお申し出ください。なお、座数に限りがございます。

第４回みなとシネマフェスティバル

【申込み・問合せ】ハガキ、FAXまたはKissポート財団ホームページに鑑賞希望の作品名（①～⑤のいずれか）・住所・氏名・電話番号・鑑賞希望人数（3人まで）を明記のうえ、〒107-0052　港区赤坂4-18-13　Kissポート財団「シ
ネマフェスティバル」係まで。　☎03（5770）6837　 FAX03（5770）6884　　【締切り】10/29（火）必着　抽せん結果の連絡：当選された方にのみ招待状を郵送またはFAX、Ｅメールを送信します。
［主催］東京国際映画祭みなと委員会　［協賛］（株）BBB、尾西食品（株）

第32回東京国際映画祭の開催に合わせて、港区全体で映画祭を楽しむイベント「みなとシネマフェスティバル」を実施します。テーマは「食べる映画祭」。
「食べる」をキーワードに個性的な作品を揃えました。ミニトークやシネマ講座もあります！　この上映会に合計1,200人を無料ご招待します。

【上映スケジュール】
※開場は開演の30分前　※シネマ講座の内容とゲストは調整中により変更になる場合がございます。

日にち 会　場 開演時間 作 品 名 シネマ講座 登壇予定 ご招待

11/10
（日）

港区立男女平等
参画センター
リーブラホール

11:00 ①若おかみは小学生！ 200人

15:00 ② カンパイ！世界が恋
する日本酒 港区と日本酒 東京港醸造（代表取締役 

齊藤俊一氏） 200人

11/15
（金）

高輪区民センター
区民ホール 18:30 ③あん 港区とあん 株式会社新正堂（代表取

締役 渡辺仁久氏） 200人

11/23
（土・祝）

赤坂区民センター
区民ホール

13:00 ④大統領の料理人 300人

16:00 ⑤ カレーライスを一か
ら作る 港区とカレーライス ネツゲン（前田亜紀監督

＆大島新プロデューサー） 300人

①若おかみは小学生！
累計発行部数300万部を誇る人気児童文学シリーズ「若おかみは小学生！」を
アニメーション映画化。小学6年生の女の子おっこは交通事故で両親を亡くし、
祖母の経営する旅館「春の屋」に引き取られる。旅館に古くから住み着いているユー
レイ少年のウリ坊や、転校先の同級生でライバル旅館の跡取り娘・真月らと知り合っ
たおっこは、ひょんなことから春の屋の若おかみの修行を始めることに。失敗
の連続に落ち込むおっこだったが、不思議な仲間たちに支えられながら、次々とやっ
て来る個性的なお客様をもてなそうと奮闘するうちに、少しずつ成長していく。
声優：小林星蘭、水樹奈々、松風颯水、薬丸裕英、鈴木杏樹　監督：高坂希太郎
公開年：2018年　上映時間：94分

©令丈ヒロ子・亜沙美・講談社／若おかみは小学生製作委員会

三遊亭白鳥 林家彦いち 桃月庵白酒

みなと毎月落語会
「白鳥・彦いち・白酒　三人会」

【日　時】 12/3（火）19:00開演（18:30開場）
※21:00終演予定

【出　演】 三遊亭白鳥、林家彦いち、桃月庵白酒
【対　象】 倶楽部会員、Web港区会員
【チケット】 ①倶楽部会員価格：3,200円

②Kissポ－ト価格：3,400円
（一般価格：前売り3,500円  当日4,000円）
※1公演につき2枚まで（限定102枚）

【申込み】 インタ－ネット予約：Kissポ－トWebチケット
電話予約：☎03（5413）7021

【申込み期間】 9/9（月）10:00～11/8（金）23:59
【問合せ】 チケットについて：Kissポート財団  事業課

　☎03（5770）6837
公演について：立川企画
　☎03（6452）5901

［主催］ 立川企画　［特別共催］ Kissポート財団

新発売 赤坂区民センター
区民ホール

KissポートWebチケットよりお申込みください。

会K

②カンパイ！世界が恋する日本酒
海外での日本酒への関心が高まっていることを背景に京
都の木下酒造に勤める初の外国人杜氏のフィリップ・ハー
パー氏、岩手の酒蔵・南部美人の5代目蔵元・久慈浩介氏、
神奈川・鎌倉の米ジャーナリストのジョン・ゴントナー
氏に密着したドキュメンタリー。

出演：ジョン・ゴントナー、フィリップ・ハーパー、久慈浩介
監督：小西未来
公開年：2015年　製作国：アメリカ・日本　上映時間：95分

©2015　WAGAMAMA MEDIA LLC.

③あん
「私達はこの世を見る為に、聞くために、生まれてきた。この世は、た
だそれだけを望んでいた。…だとすれば、何かになれなくても、私た
ちには生きる意味があるのよ。」縁あってどら焼き屋「どら春」の雇わ
れ店長として単調な日々をこなしていた千太郎（永瀬正敏）。そのお
店の常連である中学生のワカナ（内田伽羅）。ある日、その店の求人募
集の貼り紙をみて、そこで働くことを懇願する一人の老女、徳江（樹
木希林）が現れ、どらやきの粒あん作りを任せることに。 
出演：樹木希林、永瀬正敏、内田伽羅、市原悦子、水野美紀　監督：河瀬直美
公開年：2015年　製作国：日本・フランス・ドイツ　上映時間：113分

©2015 映画「あん」製作委員会/COMME DES CINEMA/TWENTY TWENTY VISION/ZDF-ARTE

④大統領の料理人
片田舎で小さなレストランを営むオルタンス・ラボリがスカウトを
受け、連れて来られた新しい勤務先はエリゼ宮。そこはなんとフラ
ンス大統領官邸のプライベートキッチンだった。堅苦しいメニュー
と規律と縛られた食事スタイル、嫉妬うずまく官邸料理人たちの中
で、彼女が作り出すのは「美味しい」の本当の意味を追求した料理の
数々。当初、値踏みするような目で遠巻きに眺めていた同僚たちも、
いつしか彼女の料理の腕と情熱に刺激され、彼女のペースに巻き込
まれ、官邸の厨房には、少しずつ新しい風が吹き始める。やがて、大
統領のお皿に食べ残しがなくなってきたある日、彼女に直接声をか
けてきたミッテラン大統領の口から意外な話が飛び出す―。

出演：カトリーヌ・フロ、ジャン・ドルメッソン、イポリット・ジラルド
監督：クリスチャン・ヴァンサン
公開年：2013年　製作国：フランス　上映時間：95分

Les Saveurs du Palais 
©2012 ‒Armoda Films- 
Vendome Production ‒Wild 
Bunch ‒ France 2 Cinema

⑤カレーライスを一から作る
探検家・関野吉晴が武蔵野美術
大学の課外ゼミとして行った活
動を追ったドキュメンタリー。
関野は、学生たちに色々なこと
に気づいてもらうべく、野菜や
肉、米、スパイス、塩、さらには
器やスプーンに至るまで、カレー
ライスに必要なすべての材料を
一から自分たちの手でつくる。

出演：関野吉晴　監督：前田亜紀
公開年：2016年　上映時間：96分

©ネツゲン

新発売 赤坂区民センター　区民ホール

式
し き

町
ま ち

水
み ず

晶
き

バイオリン
クリスマス・コンサート
脳性まひと闘いながらも人々に笑顔と感動を届ける奇跡のポップバ
イオリニスト式町水晶。特別ゲストによるトークもお楽しみください。

【日　時】 12/14（土）16:00開演（15:30開場）
※18:00終演予定

【出　演】 式
し き

町
ま ち

水
み ず

晶
き

カルテット・邊見美帆子（ハープ）・
奥脇泉（ソプラノ）　特別出演：斉藤倫

【演　目】 オリジナル楽曲「孤独の戦士」、「リベルタンゴ」、
ジブリ映画テーマ曲、ディズニーメドレー　ほか
“TSUNAMI VIOLIN”による演奏など（予定）

【チケット】 倶楽部会員価格：2,000円　Kissポ－ト価格：2,300円
一般価格：2,500円　学生価格：1,000円
※当日、学生証の提示をお願いする場合があります。

【発売日】 9/10（火）10:00～
【申込み】 インタ－ネット予約：Kissポ－トWebチケット

電話予約：☎03（5413）7021
※電話予約の場合、お席は選べません。

【問合せ】 Kissポート財団　事業課　☎03（5770）6837
【その他】 ※未就学児の入場はご遠慮ください。
※車椅子で鑑賞される方は、
Kissポートチケットセン
ターへお電話でお申込みく
ださい。
※出演者、曲目等に変更の
生じる場合がありますので
あらかじめご了承ください。
［主催］  Kissポート財団

会K 販売中 サントリーホール　大ホール

フレッシュ名曲コンサート　第28回Kissポートクラシックコンサート

【日　時】 9/30（月）19:00開演（18:30開場）
【出　演】 指揮：大友直人　管弦楽：東京交響楽団　

ヴァイオリン：髙木凜々子　メゾ・ソプラノ：林美智子　
バリトン：三原剛　混声合唱：ミナトシティコーラス

【演　目】 第一部  千住明：Our Home Port（Kissポート財団設立20周年テーマ曲）
　　　　チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲
第二部　デュリュフレ：「レクイエム」

【チケット】 《全席指定・フレッシュ名曲コンサート特別料金》
①倶楽部会員・Kissポート価格（港区在住・在勤・在学）　Ｓ席：3,200円（130枚限定）
　〈①の申込〉 インターネット予約：KissポートWebチケット
　　　　　　 電話予約：☎03（5413）7021
　※上記の購入には事前にインターネットでの利用登録が必要です。
②一般販売　Ｓ席：3,600円　Ａ席：2,600円　Ｂ席：1,400円
　シルバー割引Ｓ席：3,200円（エリア指定あり）
　※シルバー割引はお申込み時に65歳以上の方が対象です。
　　65歳未満の方と並び席でお申込み可能です。
　　コンサート当日に会場で年齢確認をさせていただく場合があります。
　〈②の申込〉 ●サントリーホールチケットセンター（http://suntoryhall.pia.jp/）

　☎0570（55）0017（休館日除く10:00～18:00）　 
●チケットぴあ（http://t.pia.jp/）
　☎0570（02）9999  Ｐコード：146-348

※ 車椅子で鑑賞される方はKissポートチケットセンター
　☎03（5413）7021へお電話にてお申込みください。
※ 未就学児の入場はご遠慮ください。
※出演者、曲目等に変更が生じる場合がありますのであらかじめご了承ください。
【問合せ】 Kissポート財団　事業課　☎03（5770）6837
［共催］Kissポート財団、（公財）東京都歴史文化財団（東京文化会館）
［企画協力］東京オーケストラ事業協同組合

チャイコフスキーの絢爛たる華やかさと、デュリュフレの透明な美しさをぜひご堪能ください！

会K

大友直人
ⒸRowland Kirishima

髙木凜々子

林美智子
ⒸToru Hiraiwa

三原剛

ご好評につき
座席追加しました

【東京2020応援文化オリンピアード】

式町水晶 Ⓒ斉藤倫／講談社

合計1,200人 無料ご招待！

【広　告】　広告の内容については、それぞれの連絡先にお問い合わせください。
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このコーナーではKissポート財団主催等のコンサート・文化鑑賞会などの販売中のチケット情報・イベントをご案内しています。

［KissポートWebチケット］にてお申込み時の注意事項 チケット購入時には、チケット代金のほかに各種手数料がかかります（消費税率変更に伴い、各種手数料も変更されます）。電話予約の場合、お席は選べません。
港区コミュニティ情報誌「キスポート」の郵送サービスを開始しました。ご希望の方はKissポートWebチケットのWebサイトよりお申込みください。（有料）「キスポート」郵送サービスのご案内
2018年末をもちまして、新規会員の募集は終了しています。倶楽部Kissポート会員について ※各イベントに記載のある終演時刻は、すべて予定です。


	1.pdf
	2
	3
	4

