
オリンピアンによるレスリング体験、ブラインドサッカー体験。

【対　象】 港区在住・在勤・在学者
【定　員】 100人（先着順）　　【費　用】 無料
【申込み】 港区スポーツセンター　☎03（3452）4151
【締切り】 3/8（日）
【問合せ】 生涯学習スポーツ振興課　スポーツ企画担当

☎03（3578）2751
【持ち物】 運動のできる服装、室内用運動靴
［主催］港区教育委員会　［主管］港区レスリング協会、株式会社ピーウォッシュ

リオ五輪レスリ
ング銀メダリス
ト・2019年世
界チャンピオン
太
おお

田
た

忍
しのぶ

さんとレ
スリング体験。

ブラインドサッカー女
子日本代表の国際親
善大会にて２年連続
MVP獲得の菊

きく

島
しま

宙
そら

さ
ん（写真中央）とブライ
ンドサッカー体験。

※12:00～13:00　ボッチャ体験もあります。（申込み不要）

TOKYO2020

3/14 土

13:00～15:30
港区スポーツセンター
５階  サブアリーナ

オリンピック・
パラリンピック
を応援しよう！

オリンピック・
パラリンピック
を応援しよう！

港区を拠点に創作活動を行っている方（アーティスト）なら、
どなたでも登録いただけます。また、港区内のギャラリー・
劇場・稽古場など施設（サポーター）のイベント・運営情報を
登録いただけます。アーティストの活動の場が広がります！
詳しくは、  みなとアートナビ  で検索！

観 て 聴 い て 参 加 し て 港区でアート＆イベントを発信！

文化芸術活動ポータルサイト
〈みなとアートナビ〉

Kissポート
財団の

今後のイベントについて
3月号でご紹介している各イベン
トにつきましては、今後新型コロ
ナウイルスの感染が拡大した場合
は、中止となる場合があります。
イベントの開催状況等については、
Kissポート財団ホームページまた
はイベント主催者にお問い合わせ
ください。

Kissポートカルチャー健康講座
「シネマと発酵の話」＆「日本酒ペアリング講座」中止のお知らせ
新型コロナウイルスの感染の状況を鑑み、不特定多数の方が、屋内において長時間に渡り同じ場所に集まる
状況は、現況では避けなくてはならないことから、誠に残念ですが、3/20（金・祝）の「Kissポートカルチャー
健康講座」は観客の皆さまの健康と安全を第一に考え、中止とさせていただきます。
参加費をお支払いされた方には、大変お手数ですが、Kissポート財団ホームペー
ジをご覧いただくか、下記までお電話でご連絡をお願いいたします。
　Kissポート財団　事業課　「Kissポートカルチャー健康講座」係
　☎03（5770）6837（平日9:00～17:00）

Kissポート財団への寄附のお願い
Kissポート財団では、寄附金を募っています。寄附金額に応じて、所得税・
住民税の控除があります。詳しくは当財団のホームページをご覧ください。
※寄附された方には、金額に応じて当財団キャラクターグッズを進呈中

【問合せ】 企画経営課 ☎03（5770）6831　Mail：k-kikakukeiei@kissport.or.jp
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港区立伝統文化交流館第10回

正面玄関の屋根には、曲線が美しい唐破風（からはふ）の装飾。威風堂々のたたずまいです。

2020

月号

〒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

次号4月号は4月5日（日）発行予定Kissポート財団ホームページ
https://www.kissport.or.jp

みなとアートナビ
https://www.minato-artnavi.jp

Facebookページ
https://www.facebook.com/kissport

【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。

旧協働会館が「伝統文化交流館」として新オープン！
昭和初期に「見

けん

番
ばん

」として建てられ、その後は港湾労働者の宿泊所として使われてきたこの
建物は、都内に現存する唯一の木造見番建造物。老朽化のため長らく閉鎖されていましたが、
2年に及ぶ改修工事を経て、新たに令和2年4月「港区立伝統文化交流館」として開館します。

港区立伝統文化交流館第10回

かつて芸者たちが踊りの稽古に励んでいた「百畳敷」と呼ばれる2階の大広間は、実際に畳部分が約70畳、舞台部分が約30畳。

ストーリーストーリー

正面玄関。見番時代にはここで芸
者の取り次ぎが、宿泊所時代には
宿代の精算が行われていました。
もともと使われていた窓ガラスや
一枚板のカウンターが現在も残さ
れています。カウンター上の引き
扉には、卍の字を崩した「卍崩し」
の模様がほどこされています。

1階廊下。見番時代にタイムスリッ
プしたかのような気分にひたれます。
左手の部屋は情報コーナー。

　江戸時代に漁場だった芝浦は、明治に入って鉄道
が走ると、発着地の近くだったことから活魚料理の
料亭が軒を連ねる行楽地へと姿を変えていきました。
大正から昭和にかけて、芝浦1丁目付近は多くの芸
者を抱える花街としてにぎわいました。
　その芝浦1丁目に建つ「伝統文化交流館」は、芝浦
花柳界が栄えていた昭和11年に、料亭・置屋・待合
茶屋を取りまとめる三業組合の事務所（見番）とし
て建てられたもの。出資したのは当時組合長だった
細川力蔵氏で、棟梁は目黒雅叙園も手がけた酒井久
五郎氏でした。ただし見番として使われた期間は短く、
戦後は港で働く労働者の宿泊所になり、地元の集会
にも利用され地域住民に親しまれてきました。その
後平成12年3月、老朽化により施設が閉鎖。取り壊
しが決まっていましたが、芝浦の歴史文化が詰まっ
た建物を残してほしいという地域の声を受け、平成
29年に保存整備工事がスタートしました。耐震化
やバリアフリー化が行われ、いよいよ今年4月1日
から「伝統文化交流館」として開館します。

　工事では、建物の歴史的価値を保存するため、使
用できる部分は極力そのまま残されたほか、エレ
ベーターなどのバリアフリー施設は増築部分にまと
めて設置されています。また、建物を丸ごと持ち上
げて西に8m移動する曳家（ひきや）工事も行われま
した。
　伝統文化交流館には、芝浦の歴史を写真や映像で
紹介する展示室や情報コーナー、軽食・ドリンクを
楽しめる「憩いの間」などが設けられています。見ど
ころは、舞台が設置された畳敷きの大広間「交流の間」。
ここでは落語など伝統文化に関する講座や公演が行
われるほか、貸室としても利用できます。子どもか
らお年寄りまで楽しめる施設ですから、ご家族で芝
浦の歴史と文化に触れに訪れてはいかがでしょうか。

（左）伝統文化交流館として再生された現
在の外観。（中）「協働会館」と呼ばれ宿泊
所に使われていた頃。（右）1995年に撮
影された写真。一番左が現在の伝統文化
交流館。並びの建物も宿泊所として使わ
れました。

1階から2階大広間へとつながる階段。床板がすり切
れて、多くの人が階段を上り下りしてきた年月がうか
がえます。

階段の親柱に装飾された玉ねぎのような形の擬宝珠（ぎ
ぼし）は建築的な見どころのひとつ。

見番として建てられた当時の意匠や装飾が
随所に残されており、歴史の残り香が漂う
近代和風建築を見て、触れて楽しめます。

【住　　所】 港区芝浦1-11-15（JR「田町」駅東口徒歩8分）
【開館時間】 10:00～21:00
【入 館 料 】 無料（貸室利用や催しは別途有料の場合も）

施設データ

芝浦の歴史や伝統を
次世代へと伝える施設に

花街だった頃の面影を色濃く残す
昭和初期生まれの近代和風建築

2020年3月号2



  

台場コミュニティーぷらざ

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！

会
場
マ
ッ
プ

今
月
の
募
集 六本木ヒルズ

東京
ミッドタウン

東京タワー

青山霊園

東宮御所・
赤坂御用地・迎賓館

新橋

浜松町

田町

品川

赤坂区民センター

生涯学習センター

麻布区民センター
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「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 
https://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。
※ 2019年10月より郵便料金が一部値上げになりました。郵送でのお申込みの場合、郵便料金不足の際には原則として受付・返信はいたしかねます。
　あらかじめご了承のほどお願いします。
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。

スポーツスポーツ

１
ス
ポ
ー
ツ

2020 Kissポート
港区小学生サッカー大会
～J:COM港･新宿カップ～
【日　時】 4/12・19・26（毎日曜）、5/10（日）予備日
【会　場】 芝給水所公園運動場及び区立青山中学校

（学校行事の都合で変更になる場合もあります）
【対　象】 港区在住・在学及び港区内のクラブチームに所属す

る小学3～6年生で編成されたチーム。クラス分け
は以下の通りです。
・Ａクラス： 
  小学5・6年生で編成
・Bクラス： 
  小学4年生で編成
・Cクラス： 
  小学3年生で編成
※ B・Cクラス該当者の上位クラスへの参加は可で
すが、その逆は不可です。
※試合は全クラス8人制で行います。
※ 各学校・クラブ単位で、各クラス2チームまでエン
トリー可能です。詳細は大会要項をご覧ください。

【定　員】 約30チーム
【費　用】 1チーム2,000円（監督会議で徴収します）

※ 登録選手は各チーム内で必ずスポーツ安全保険
（傷害保険）に加入してください。

【申込み】 所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、スポーツ
事業課「小学生サッカー大会」係まで。

【締切り】 3/24（火）16:00必着
【問合せ】 Kissポート財団　スポーツ事業課

☎03（5439）6201
sportsjigyo@kissport.or.jp

【その他】 監督会議・抽せん会：3/26（木）19:00～　
会場：港区スポーツセンター　会議室
＊ 監督またはコーチのいずれかが必ず出席してくだ
さい。
Excel版用紙をご希望のチームは、ご連絡ください。

［主管］港区小中学生サッカー連合会
［協賛］（株）ジェイコム東京 港･新宿局
［後援］港区教育委員会

1413
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芝浦港南区民センター
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令和２年度 春期 みなと区民大学
東海大学「ジャズを聴くー女性ジャ
ズ・パイオニアたちの軌跡ー」

『Ciao! チャオ』から始める
イタリア語講座
音楽のように美しい言葉、イタリア語。　
楽しく会話練習しながら、イタリア文化に
親しみましょう。

FAX
〒
HP

【日　時】 5/12～6/30（毎火・全８回） 
 18:30～20:00 
【会　場】 麻布区民センター　会議室
【講　師】 D

デ ィ エ ゴ

iego B
ブ ラ ム ッ ツ ォ

ramuzzo（イタリア語講師・べネツィア大学卒）
【対　象】 港区在住・在勤・在学の初心者の方限定    
【定　員】 12人（抽せん）　　
【費　用】 6,000円（全8回分・テキスト含む）
【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、〒106-0032  港区六本木5-16-45  麻布区
民センター「チャオから始めるイタリア語講座」係まで。
※FAXでお申込みの場合は、必ずご自身のFAX番号を明記。

【締切り】 4/15（水）必着
【問合せ】 麻布区民センター
  ☎03（3583）5487　 FAX03（3583）5547

6
講 

座

7 9

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・在学の方に広く公開する「みなと区民大学」。
本年度の春期講座は東海大学・※北里大学（※は４月号でお知
らせ）で開講します。

回 日時 内容

第1回 4/22（水）
18:45～20:15

メイミー・スミス、マ・レイニー
ベッシー・スミス

第2回 5/13（水）
18:45～20:15

エセル・ウォーターズ、リー・ワイリー
メアリー・ルー・ウィリアムス

第3回 5/27（水）
18:45～20:15

ヘレン・ヒュームズ、ビリー・ホリデイ
エラ・フィッツジェラルド

第4回 6/10（水）
18:45～20:15

アニタ・オデイ、ジュディ・ガーランド
ダイナ・ワシントン

第5回 6/24（水）
18:45～20:15

サラ・ヴォーン、ジュリー・ロンドン
クリス・コナー

第6回 7/8（水）
18:45～20:15

穐吉敏子、アリス・コルトレーン
カーラ・ブレイ

7年目の人気講座！ 20世紀のアメリカ社会を力強く生き抜
いた、女性ジャズ音楽家たちの軌跡をたどります。 

【日　時】 （水曜日・全6回）

【会　場】 東海大学　高輪校舎
【講　師】  田丸智也（東海大学 高輪教養教育センター 准教授）
【対　象】 港区在住・在勤・在学者
【定　員】 200人（抽せん）　 【費　用】 2,500円（全6回分）
【申込み・問合せ】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
 Kissポート財団事業課 「区民大学　東海大学」係まで。
  可  　 ☎03（5770）6837　 FAX03（5770）6884
【締切り】  3/25（水）必着　
［共催］東海大学

東海大学 高輪校舎

4 5

文  化
申込み必要事項はP.3の上部をご参照ください。

講　座

港区で楽しめる学びのアイデアを気軽に出し合い、交流する
イベントです。一緒に学びを作り出すワークショップ体験を
してみませんか？

「はじマルシェ」ワークショップ開催！
（みなと学びの循環事業「まなマルシェ」）

4
体 

験

【日　時】 4/25（土）13:30～16:00 
【会　場】 生涯学習センター（ばるーん）
【対　象】 港区在住・在勤・在学者　
【定　員】 50人（先着順）　　【費　用】 無料　
【申込み】 所定の用紙に必要事項を記入し、直接持参または

電話・FAX等で生涯学習スポーツ振興課「まなマル
シェ」係まで。港区HP（https://www.city.minato.
tokyo.jp/shougaigakushu/map.html）からも可。

 ☎03（3578）2741　 FAX03（3578）2759　
【問合せ】 港区教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ

振興課（港区芝公園1-5-25）
［主催］港区教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課 
［協力］生涯学習センター

これから期待される産業・・私たちの生活を支える商品・サー
ビスはどうかわるのか？私たちの未来の生活と産業を展望
します。

ばる～んゼミナール実務編
新時代の産業展望
～時代を支える未来の産業
と日本を考える～

5
体 

験

【日　時】 4/27（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】 福永英夫（野村證券投資情報部証券学習開発課）
【対　象】 港区在住・在勤・在学者　
【定　員】 30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
「金融」係まで。HP可

【締切り】  4/16（木）必着
【問合せ】 生涯学習センター（ばるーん）
 ☎03（3431）1606　 FAX03（3431）1619

FAX
〒
HP

FAX
〒

赤坂塾
「そうだったのか！生物学」
～進化～誤解していませんか？
聞けば納得する生物に関する謎、聞いて得し
た気分になる生物の知識。赤坂塾教養講座
第１弾は昨年好評だった生物学です。

【日　時】 5/24、6/7（各日曜・全2回）13:00～14:30 
【会　場】 赤坂区民センター　第１会議室
【講　師】 鈴

すず

木
き

健
けん

史
じ

：NHKテレビ高校生物学を20年担当、現
在専門学校で指導

【対　象】 どなたでも（応募者多数の場合、港区在住・在勤・在
学者優先）  

【定　員】 40人（抽せん）　　【費　用】 1,000円（全2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、

〒107-0052　港区赤坂4-18-13　赤坂区民セン
ター「そうだったのか！生物学」係まで。HP可

【締切り】 4/30（木）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・落選をハガキでご連絡します。

7
講 

座

FAX
〒
HP

1
芝給水所公園運動場

区立青山中学校
1

FAX
☎

〒
直
Ｅ

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。

2020年3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。



「旅するヨーロッパ」　ⒸMino Inoue 「チーズを探せ！くいしんぼうネズミ！」
ⒸMino Inoue

ジャンルを超えた音楽の楽しさを、親子で体験しながら創造
性や協調性を育むワークショップです。

8
体 

験

ふれあい親子ワークショップ  0～3歳児向け
見つけよう、
音楽で広がる新しい世界

【日　時】 

※開催日当日の月齢とします。
※各ワークショップは対象年齢向けに作られています。ワークショップを
スムーズに進行させるため、対象年齢以外のお子さまの入場はお断りし
ております。ご了承ください。

【内　容】 東京文化会館ミュージック・ワークショップ
 3/13 :「旅するヨーロッパ」 
 　列車で行こう！名曲でめぐるヨーロッパの旅 
 3/14：「チーズを探せ！くいしんぼうネズミ！」
 　いろんな音楽、すきな食べ物、みんなで一緒に
 　いただきま～す！
【会　場】 芝浦港南区民センター　区民ホール　
【出　演】 東京文化会館ワークショップ・リーダー
【対　象】 6か月～3歳児と同伴者

（同伴者は中学生以上で2名まで） 
【定　員】 各回20組（先着順） 
【費　用】 幼児１名＋同伴者1名：1,500円 
 幼児１名＋同伴者2名：2,500円 
 ※入金後のキャンセル・変更はできません。
【発売日】 3/11（水）23:59まで
【申込み】 インターネット予約：KissポートWebチケット

（別途手数料がかかります）
【問合せ】 Kissポート財団　事業課　☎03（5770）6837
［主催］Kissポート財団　［協力］（公財）東京都歴史文化財団 東京文化会館

日 に ち 時　間 お子さんの対象月齢

3/13(金) 
第１回 11:00～12:00 ６～23か月

第２回 13:30～14:30 24～47か月

3/14（土)
第１回 11:00～12:00 ６～23か月

第２回 13:30～14:30 24～47か月

Web

鑑　賞体　験

フリーマーケット

『春の芝浦港南フリーマーケット』
開催します！
毎年恒例！春のフリーマーケット開催です。
お散歩がてらに掘り出し物を探してみませんか？

【日　時】 3/22（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
【申込み】 当日、直接会場に

お越しください。
【問合せ】 芝浦港南区民センター

☎03（3769）8864

15
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麻布アクターズスクール
第12期生試演会
メーテルリンク「青い鳥」ほか
麻布アクターズ受講生が4ヶ月間学んだ、歌やダンス、朗読、
そしてお芝居のステージ発表です。心温まる本格的演劇公演
をお楽しみください。

【日　時】 3/22（日）14:00～16:00（13:30開場）
【会　場】 麻布区民センター　区民ホール
【出　演】 麻布アクターズスクール受講生の皆さん
【総合監督】 冨田正久　　【演技指導】 坂田純子
【演　目】 メーテルリンク作「青い鳥」から…
【朗　読】 ベルトルト・ブレヒト作「子どもの十字軍」　ほか
【対　象】 どなたでも 
【定　員】 170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】 麻布区民センター　☎03（3583）5487
［主催］麻布区民センター　［協力］麻布演劇市実行委員会

12
鑑 

賞

直

昨年度（2019.3）試演会より

技能養成講座
「はじめての能楽」
【春の名曲『熊

ゆ

野
や

』を謡ってみよう！舞って
みよう！】能の謡

うたい

と舞
まい

を体験頂ける初心者
向けの講座です。全5回

【日　時】 4/25、5/9・23、6/6・20（各土）
10:00～11:30  
6/20のみ ～12:00

【会　場】 赤坂区民センター　4階　多目的室
【講　師】 シテ方金

こん

春
ぱる

流能楽師　柏
かしわ

崎
ざき

真
ま

由
ゆ

子
こ

【対　象】 中学生以上（応募多数の場合は港区在住・在勤・在学者優先） 
【定　員】 20人（抽せん）
【費　用】 受講料5,000円（全5回分）、テキスト（謡本）代2,750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
「おためし体験講座　はじめての能楽」係まで。HP可

【締切り】 4/5（日）必着
【問合せ】 赤坂区民センター

☎03（5413）2711  FAX03（5413）2714
【その他】 汚れてもよい白足袋持参（必須）
［主催］赤坂区民センター

9
体 

験

FAX
〒
HP

初心者のための囲碁の会
この機会に囲碁を始めてみませんか！みんなで楽しめる囲碁
の会にしていきたいと思います。

【日　時】 4/27～7/20（5/4を除く毎月曜・全12回）
10:00～12:00 

【会　場】 麻布区民センター　会議室
【対　象】 港区在住・在勤・在学の囲碁初心者

（ルールを知らないレベル）
【定　員】 15人（抽せん）
【費　用】 無料
【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、〒106-0032  港区六本木5-16-45  麻布区民
センター「初心者のための囲碁の会」係まで。
※FAXでお申込みの場合は、必ずご自身のFAX番号を明記。

【締切り】 4/15（水）必着
【問合せ】 麻布区民センター

☎03（3583）5487
FAX03（3583）5547

10
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FAX
〒

ロシアの劇作家チェーホフの珠玉の名作「三人姉妹」を研究生
たちが力の限りを尽くして挑戦いたします。

【日　時】 ①3/17（火）18:30開演
②③3/18（水）14:00/18:30開演
④3/19（木）12:00開演
※30分前開場/2時間30分で終演予定

【会　場】 赤坂区民センター　区民ホール
【出　演】 劇団俳優座演劇研究所　2年、3年生（30期、29期生）
【対　象】 中学生以上　　【定　員】 各回400人（先着順） 
【費　用】 一般：2,000円　劇団俳優座後援会：1,000円 
 港区在住・在勤者：無料
【申込み】 電話、FAXまたはEメールに申込み必要事項を明記

のうえ、劇団俳優座演劇研究所「三人姉妹」係まで。
【締切り】 3/15（日）必着
【問合せ】 劇団俳優座演劇研究所

☎03（3470）2888（10:30～18:30 日・祝を除く）
FAX03（3470）2053 
Eメール：soumu@haiyuza.net

［主催］劇団俳優座演劇研究所　［特別共催］Kissポート財団

11
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賞

劇団俳優座演劇研究所公演
第29期生第30期生修了公演
三人姉妹

☎
FAX
Ｅ

2019年度研究生29期、30期生中間発表「友達」より

13
鑑 

賞

直 地区予選を勝ちぬいた年中から中学2年生まで
の子どもたちが、審査委員長に青島広志先生を
迎えた赤坂区民ホールでの本選に臨みます。

【日　時】 3/30（月）本選 11:15開演
3/31（火）本選 10:00開演
開場は開演の30分前
※ 地方予選通過者の人数により30日一回の開催と
なる場合があります。

【会　場】 赤坂区民センター　区民ホール
【演　目】 ピアノ（ソロ・連弾）・弦楽器・管楽器
【定　員】 400人　　【チケット】 無料
【申込み】 当日、直接会場にお越しください。
【問合せ】 NPO法人日本ルーマニア音楽協会

☎03（6869）9621
［主催］NPO法人日本ルーマニア音楽協会　［特別共催］Kissポート財団
［後援］ルーマニア大使館、港区教育委員会、港区国際交流協会

～第4回赤坂ジュニア
音楽コンクール～

ルーマニア国際音楽コンクールジュニア版

青島広志
Ⓒ学研

14
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母国の文化などと比較しながら、約20人の大使館員の方が
流暢な日本語で熱心に楽しくスピーチします。あなたも各国
の外交官と日本語で交流してみませんか？

【日　時】 4/25（土）13:00開演（12:30開場）
【会　場】 赤坂区民センター　区民ホール
【対　象】 どなたでも　　【チケット】 無料
【申込み】 当日、直接会場にお越しください。
【問合せ】 各国大使館員日本語スピーチコンテスト実行委員会
 ☎070（3529）4069（担当：金子）
［主催］各国大使館員日本語スピーチコンテスト実行委員会　
［特別共催］Kissポート財団
［共催］赤坂地区総合支所、アオバジャパン・インターナショナルスクール
［後援］外務省、文部科学省、文化庁、東京都、港区、各国大使館、NHK、
国際交流基金、港区国際交流協会 ほか

第23回　各国大使館員
日本語スピーチコンテスト2020

直

お台場ふれあい
フリーマーケット出店者募集
＆開催案内
台場恒例、春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？

【日　時】 4/26（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
【対　象】 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】 ４/12（日）10:00～台場区民センター第1・第2集会

室にて説明会および受付（申込用紙は9:30配布）。
電話受付なし、代理申込は不可。在住・在勤・在学
の確認をさせていただきますので、港区の住所が記
載された証明書等をご持参ください。

  ※説明会以降は、事務室にて受付。　
【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
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3月施設休館日のお知らせ
施 設 日にち

麻布区民センター 3/28（土）
赤坂区民センター 3/9（月）、3/15（日）、3/29（日）
高輪区民センター 3/9（月）
芝浦港南区民センター 3/23（月）
台場区民センター 3/20（金・祝）
生涯学習センター（ばるーん） 3/16（月）
青山生涯学習館 3/9（月）
健康増進センター（ヘルシーナ） 3/15（日）

港区スポーツセンタープールの休止のお知らせ

【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 理　由
4/13（月）～17（金） 水抜きによる安全点検・清掃等のため

【日　時】 3/8（日）10:30～15:30（雨天中止）
※ 12:00～13:00はどうぶつたちのお昼休みです。

【会　場】 青山公園・北地区　こども広場（港区南青山一丁目）
【対　象】 幼児・小学生とその保護者、中学生
【費　用】 無料
【申込み】 当日、直接会場までお越しください。
【問合せ】 Kissポート財団　事業課　☎03（5770）6837
【お知らせ】 会場は「草地広場」から「こども広場」に変更になり

ました。
［主催］Kissポート財団　［協力］都立青山公園

ポニーやモルモットにふれあえるどうぶつえんが
1日だけ青山公園にオープン。

中学生以下はポニーにも乗れるよ。

【日　時】

直

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。
2020年3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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なぎなた始めてみませんか！
スポーツ・健康

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】 3/9・16・23・30（毎月曜）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

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】 3/5・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

音の響き
自然界の石笛と薩摩琵琶弦の響き
【日　時】 4/18（土）14:30～16:30（14:00開場）
【会　場】 高輪区民センター　区民ホール
【出　演】 横澤和也（石笛）、水島結子（薩摩琵琶）
【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】 1,000円（事前申込み要・当日支払）

※定員に達し次第受付を終了いたします。
【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

第73回都民体育大会（予選会）

＊ ボウリング競技は東京ポートボウルに直接お申
込みください。

【対　象】 港区在住・在勤者で東京都民（都内に住民
登録がある方）
※種目によっては、参加制限があります。

【申込み】 申込用紙（要項とともに港区スポーツセン
ター内　港区体育協会にあります）に必要
事項を明記のうえ、港区体育協会へ直接
お申込みください。

【問合せ】 （一財）港区体育協会　☎03（3452）2055

アクアフィールド芝公園
MIXフットサルスクール
（個サル）
現役Fリーガーによるスクールです。女性・初心
者の方も気軽に参加いただけます。
【日　時】 3/10・17・24・31（毎火）

10:00～11:30（90分レッスン）
【会　場】 アクアフィールド芝公園
【講　師】 担当コーチ：田中優輝（バルドラール浦安

所属）
【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
【締切り】 開催日前日の17:00まで

東京女子学園
スプリングコンサート
東京女子学園スプリングコンサート
【日　時】 4/29（水・祝）14:00～15:30（13:30開場）
【会　場】 高輪区民センター　区民ホール
【出　演】 東京女子学園吹奏楽部　ほか

指揮：立原寿亮
【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）
【入場料】 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］東京女子学園吹奏楽部

第10回港南ふれあい桜祭り
お花見会、イベント、模擬店、運河めぐり、フリー
マーケット、ボートレースほか
【日　時】 4/5（日）11:00～16:00（10:45から港南

小学校鼓笛隊演奏）
【会　場】 高浜運河東岸（御楯橋から楽水橋の一帯）
【出　演】 地域の有志
【対　象】 港区民全般
【入場料】 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】 港南ふれあい桜祭り実行委員会

☎080（3341）8090
［主催］港南地域連合会　［後援］港区　

アクアフィールド芝公園
ジュニアフットサルスクール
（小学1～6年生）
小学生を対象としたスクールです。基本スキルの
習得を目指し上達を楽しみましょう。
【日　時】 ①小学1～3年生：3/10・17・24・31（毎火）

　16:00～17:00（60分レッスン）
②小学4～6年生：3/5・12・19・26（毎木）
　16:00～17:00（60分レッスン）

【会　場】 アクアフィールド芝公園
【講　師】 赤坂隆史（JFA公認B級）（立川府中アスレ

ティックFCスタッフ）
【対　象】 ①港区在住・在学（優先）の小学1～3年生

②港区在住・在学（優先）の小学4～6年生
【定　員】 ①各15人　②各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
【締切り】 開催日前日の17:00まで

芝浦中央公園運動場
アスラボフットボールアカデミー
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：3/6・13・27（各金）

　15:30～16:30
②小学2～4年生：3/6・13・27（各金）
　16:45～17:45

【会　場】 芝浦中央公園運動場
【講　師】 アスラボ所属選手
【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

アクアフィールド芝公園
ヨガスクール
瞑想にポイントを置き、優しい静と動のヨガポー
ズでリラックスしていきます。
【日　時】 3/8・22・29（各日曜）10:30～11:30
【会　場】 アクアフィールド芝公園
【講　師】 ヨガインストラクター：mamie（マミー）
【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

アクアフィールド芝公園
フウガドールフットサル教室
23区唯一のFリーグ所属「フウガドールすみだ」
からコーチをお招きし指導します。
【日　時】 ①4歳～小学1年生：3/11・18・25（毎水）

　16:00～16:50

※運動しやすい服装でご参加ください。
　親子でのご参加も歓迎します。
【申込み・問合せ】 港区なぎなた連盟

☎090（3222）8370（西郷）
☎090（4703）3093（八木）

日時（毎週） 会場 対象
水曜日
10:00～11:00

港区スポーツセンター4Ｆ
武道場２ 一般

水曜日
18:30～19:30

港区生涯学習センター4Ｆ
レクルーム 一般

木曜日
15:45～17:45

港区スポーツセンター4Ｆ
武道場２ 小・中学生

金曜日
18:30～19:30 港区立高松中学校 体育館 一般

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」係までお申込みください。

【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】 3/10（火）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。

教室 日時・定員

①初心者成人教室
（18歳以上）

4/2～4/30（毎木・4回）
5月はありません
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

4/1～5/27（毎水・6回）
B 15:45～16:45 若干名
C 16:50～17:50 若干名
4/3～5/29（毎金・8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）

4/7～5/26（毎火・6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）

4/7～5/26（毎火・6回）
9:30～11:30 若干名

⑤成人教室
（18歳以上、4泳法）

4/7～5/26（毎火・6回）
9:30～11:30 若干名
4/2～5/28（毎木・7回）
9:30～11:30 若干名
4/3～5/29（毎金・8回）
15:45～16:45 10人

【日　時】 4月～5月（祝日は休み、4/13～4/17水
替えの為休み、5/7木曜日休み）

※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。

会場 開催日 申込み締切日
剣道

港区
スポーツセンター

3/20（金・祝） 3/8（日）
バレーボール 3/22（日） 3/14（土）
バドミントン 3/29（日） 3/19（木）
卓球 3/29（日） 3/21（土）空手道

ボウリング 東京ポートボウル 3/20（金・祝）3/16（月）

2020年度　港区民
春季ゴルフ大会開催のご案内
18ホールストロークプレー(新ぺリア方式)。キャ
ディー付によるプレー。
【日　時】 4/23（木）
【会　場】 泉カントリー倶楽部

〒270-1617　千葉県印西市456
☎0476（99）1211

【講　師】 高橋純一プロ
【対　象】 港区在住・在勤・在学者

＊港区ゴルフ連盟会員優先 

【定　員】 10組40人（先着順）
【費　用】 ①参加費5,000円

②プレー費16,000円（キャディー付・食事別）
【申込み】 EメールまたはFAXにて①氏名（ふりがな）

②住所③連絡先（携帯電話、FAX、Eメー
ル）④生年月日を明記のうえ、お申し込み
ください。
〒105-0023  港区芝浦1-13-10  第三東
運ビルRF  住地ゴルフスクール内「港区
ゴルフ連盟事務局」（担当：高橋）
☎0120（101）495
Eメール：otoiawase@juchigs.com
FAX03（6866）9754

【締切り】 4/8（水）必着
【問合せ】 港区ゴルフ連盟事務局あて
【ＷＥＢ】 https://juchigs.com/minato
［主催］（一財）港区体育協会
［後援］港区教育委員会、Kissポート財団
［主管］港区ゴルフ連盟（会長：高橋純一）

2020年度
フィットネスプログラム
お申込みスタート！
ヨガ・ピラティス・気功・太極拳等、多様なプログ
ラム☆お気軽にお問合せください！
【日　時】 4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（先着順）
【費　用】 5,040円～7,200円（全7～10回）
【申込み】 電話または直接受付へ
【締切り】 3/25（水）
【問合せ】 健康増進センター　ヘルシーナ

☎03（5413）2717
【ＷＥＢ】 https://www.momohanokai.jp/minato-

kenkozoshin/
［主催］医療法人財団　百葉の会

麻布運動場  モビバン健康体操
3つの輪が特徴のエクササイズバンドを使用します。
握る必要が無いので初心者もOK！
【日　時】 3/10・17・24・31（毎火）

10:30～11:30（60分レッスン）
【会　場】 麻布運動場
【講　師】 モビバンインストラクター：mamie（マミー）
【対　象】 港区在住・在勤・在学（優先）の男性・女性  

16歳以上
【定　員】 各10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  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】 3/9・16・23・30（毎月曜）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】 3/5・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

麻布運動場　ヨガスクール
筋トレと瞑想にポイントを置き、静と動のポーズ
を連続で行う脂肪燃焼の高い教室です。
【日　時】 3/8・22・29（各日曜）13:00～14:00
【会　場】 麻布運動場
【講　師】 ヨガインストラクター：mamie（マミー）
【対　象】 港区在住・在勤・在学（優先）の男性・女性

16歳以上
【定　員】 10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

②小学2～4年生：3/11・18・25（毎水）
　17:00～18:00

【会　場】 アクアフィールド芝公園
【講　師】 フウガドールすみだの選手やコーチ
【対　象】 ① 港区在住・在学（優先）の4歳～小学1

年生のお子さん
※ コーチの話がきちんと聞ける事、ドリ
ブル10m以上出来る事。
② 港区在住・在学（優先）の小学2～4年
生のお子さん

※ リフティングが5回位出来る事（目安です）。
【定　員】 ①各15人　②各20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】 アクアフィールド芝公園

☎03（5733）0575
【締切り】 開催日前日の17:00まで

アクアフィールド芝公園
キッズフットサルスクール
（2～5歳）
保護者様一緒でもご参加頂けます。みんなでボー
ルを使う楽しい運動が出来る教室です。
【日　時】 ①2～3歳：3/11・18・25（毎水）

　15:00～15:50（50分レッスン）
②3～5歳：3/5・12・19・26（毎木）
　15:00～15:50（50分レッスン）

【会　場】 アクアフィールド芝公園
【対　象】 ① 港区在住・在学（優先）の保護者様と2

～3歳のお子さん
② 港区在住・在学（優先）の保護者様と3
～5歳のお子さん

【定　員】 ①各15人　②各20人（先着順）
【費　用】 利用当日に1日分1,500円
【申込み・問合せ】 アクアフィールド芝公園

☎03（5733）0575

フリーマーケット参加者募集
【受　付】 3/28（土）10:00～12:00
【受付場所】 港南いきいきプラザ（ゆとりーむ）

ロビー
【出店料】 500円
【問合せ】 
https://bit.ly/2G2qmgi
港南ふれあい桜まつり
実行委員会
☎080（3341）8090
インターネットでも
参加者を募集します。

2020年3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。



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

♠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 2000円 2000円 
090-6949-9808 広滝

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

きもの着付け（初心者歓迎）
一人できものを着てみましょう！ 月3回（水）または（土）
10時～12時 男女 4000円 3443-3375 りんず会
中島（20時以降）

琥流　吟詠教室
私たちは古今東西の名詩、和歌、短歌、俳句、今様などを、
お腹から声を出して吟じます。ストレス解消に最適・最高
の健康法です 月２回（木）13時半～16時 麻布・生涯、見
学可 2000円（教材費） 2000円 3224-0687 細田

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 お花代3700円/回 5640-8745 
maki-sky2@docomo.ne.jp

その他のサークル

フラワーアレンジメント等のサークル

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

吟詠・小唄のサークル

作品 名前 学校・園名 学年
ゆめ 山口 彩愛 芝浦アイランドこども園 6歳
にわとり 山本 惟達 麻布小学校 2年生
令和 高野 遥 青南小学校 2年生
挑戦 鈴木 麻央 東町小学校 3年生
自立 保坂 メイサ 芝浦小学校 3年生
花だより 徳髙 美優 青南小学校 3年生
令和五輪 寺内 慶悟 赤羽小学校 4年生
の年（ねの年） 生天目 啓太 笄小学校 4年生
全力 西田 朱里 芝浦小学校 5年生
夢の実現 増島 萌々 麻布小学校 6年生

第23回 子どものびのび書展
受賞者発表

のびのび賞 この書展の趣旨にふさわしい、形・書き順等にとら
われない自由でのびのびした作品、味のある作品

作品 名前 学校・園名 学年
元気な子 小柳 希颯 港南小学校 1年生
ほん 林 美衣咲 芝浦小学校 1年生
あおぞら 小田島 未来 慶應義塾幼稚舎 2年生
つよい体 田中 凜緒 慶應義塾幼稚舎 2年生
ねずみ 増島 菜々 麻布小学校 2年生
笑顔 長峰 凜子 白金小学校 3年生
伸びる力 江澤 栞怜 白金の丘小学校 4年生
青い空 浜崎 崇志 芝浦小学校 4年生
決心 増島 心々 麻布小学校 5年生
緑の地球 生天目 沙良 笄小学校 6年生

Kissポート賞 上手な作品、秀作 ふれあい賞 のびのび賞、Kissポート賞に準ずる作
品、佳作

審査員よりひとこと  審査会状況 2020年1月24日（金）

今田篤洞 先生（産経国際書会 副理事長）
　今年も多くの作品を出していただき、実力も上がっているので、三
賞合わせて30作品を選ぶのが大変でした。賞に入らなかった作品
にも素晴らしいものがあり、選別するのがつらい審査を経験しました。
　のびのび賞に入った作品とともに、字の形や、筆づかいの優れた
Kissポート賞も高いレベルで感心しています。
　子どもたちの感性を養うための良い展覧会の企画に、主催者に敬
意を表します。

佐藤浩苑 先生（毎日書道会）
　たくさんの出品作品の中からそれぞれの賞
を選ぶのは大変でした。楽しい作品には思わ
ず笑顔になりました。子どもたちが“何という
字を書こうかな”と書く文字を考えていること
を想像して、楽しく審査させていただきました。
　次回も、審査をする私たちを楽しくさせて
くれる作品を書いてください。

内田 勝（Kissポート財団 常務理事）
　今年も、昨年と同数の227点の作品の応募をいただきました。ありがとうございます。
　子どものびのび書展は、書き順やかたちにとらわれない、のびのびとした自由な作品を出展する、全国でも珍しい作品展です。
　今年も大人の発想では考えられない、子どもらしい、明るくのびのびとした作品と多数出会うことができました。また、上
手な作品や秀作、佳作に該当するKissポート賞やふれあい賞にも素晴らしい書が選出されました。
　書は、日本人の心を表す大切な文化です。今後も引き続き、書に親しんでいただきたいと思います。
　ご協力いただいた学校、関係機関の方々にも、この場をお借りしてお礼を申し上げます。また、来年もぜひ応募していた
だきたいと思います。

子どものびのび書展は、子どもたちの発想力を大切にした自由な書道作品展です。
力作ぞろいの応募作品227点すべてを展示します。ぜひ作品をご覧ください！
【日　時】 3/10（火）～3/23（月）9:00～21:00　3/15（日）は休館日

ただし、初日3/10（火）は13:00から、最終日3/23（月）は15:00まで
【会　場】 赤坂区民センター  ３階  文化情報コーナー
【問合せ】 Kissポート財団 事業課　☎03（5770）6837

 第23回 子どものびのび書展作品展開催

４月11日（土）14:00　　秩父宮ラグビー場KICK
OFF

「港区DAY」
港区民特別
ご招待!!

300組600名様

【日　時】 4/11（土）14:00 KICK OFF
【会　場】 秩父宮ラグビー場　　　　【対　象】 港区在住・在勤・在学者
【定　員】 300組600名（抽せん）　　【費　用】 無料
【申込み】 ハガキ、FAXまたはEメールに①郵便番号・住所②氏名（フリ
ガナ）③年齢④電話番号⑤Eメールアドレス⑥性別⑦在住・在勤・在学
の７項目を明記のうえ、〒107-0061  港区北青山2-8-35  日本ラグ
ビーフットボール協会「港区DAY港区民特別ご招待チケットプレゼン
ト」係まで。
FAX 03（5775）5034
Eメールの場合：minatoinfo@rugby-japan.or.jp 
件名「港区DAY港区民特別ご招待チケットプレゼント」係
※ ひとつのメールアドレスにつき1組様の応募に限らせていただきます。

＊ 当日の第1試合「キヤノンイーグルス 対 リコーブラックラムズ」（11:30
キックオフ）も観戦できます。
　※ 対戦チームの詳細は、ジャパンラグビートップリーグホームページをご覧ください。
　http://www.top-league.jp/
【締切り】 3/20（金・祝）必着
チケットプレゼントの当選発表は、3/27（金）以降Eメールでの発信ま
たは当選ハガキの発送をもってかえさせていただきます。
【問合せ】 ＜港区民特別ご招待チケットプレゼントに関する問合せ＞
（公財）日本ラグビーフットボール協会 港区まちづくり担当
☎03（3401）3289（受付10:00～17:00 火曜定休）
Eメール： minatoinfo@rugby-japan.or.jp
［主催］Kissポート財団、日本ラグビーフットボール協会 

NECグリーンロケッツ 対 東芝ブレイブルーパス

港区に本社をもつトップリーグ同士の試合に、港区在住・在勤・在学の皆様をご招待する日を「港区DAY」と呼んでいます。
勝利チームに「区長杯」が贈呈されます。

②花道キッズ参加（小学生～中学生／保護者１名）
　募集人員：40名（抽せん）　集合時間（予定）：13:30

スペシャルイベントも同時開催
下記の①②については「港区スポーツまちづくりプロジェクト」

ホームページをご覧のうえ、お申込みください。

①スペシャルスタジアムツアー
　募集人員：30名（抽せん）　集合時間（予定）：8:30

作品 名前 学校・園名 学年
おさる 深尾 櫻 しばうら保育園分園 3歳
じぶんのくつをあらう 野口 晃希 愛育幼稚園 5歳
へんじは「ハイ」 棚橋 遥香 芝浦小学校 1年生
いだてん 寺内 聡佑 立教小学校 1年生
夜の光 髙沖 天 赤坂小学校 2年生
勇気 小林 暖 港南小学校 3年生
海と光 山本 祐輝 笄小学校 3年生
鼠　ねずみさん、・・・ 山田 蒼乃 白金の丘小学校 4年生
夢 増田 紗綾 白百合学園小学校 5年生
子　 皿谷 光菜 港南小学校 6年生

【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PRESS　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。



 

 

プレゼント

K
Kissポート価格

港区在住・在勤・在学者および旧倶楽部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
Webチケットでのチケット購入の際には"Web港区
会員（在住・在勤・在学）"の会員登録が必要となります。

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

がおすすめする

公演情報３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。　※各イベントに記載のある終演時刻は、すべて予定です。　※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。

KissポートWebチケット 検 索

「オリンピア・オリンピア・オリンピア」

【日　時】 3/22（日）11:00開演 ※13:00終演予定
15:00開演 ※17:00終演予定

（各公演とも開演時間の45分前開場）
【出　演】 森下洋子、松山バレエ団
【演　目】 「NEWバレエ『ビバ・ホワイトスワン』」「ブラ

ンデンブルク協奏曲」「スマイル」「We are the 
world」「グランパクラシック」　など

【対　象】 どなたでも（0歳からご覧いただけます）
【チケット】 ①Kissポート価格：

　大人4,500円、子ども3,000円、乳幼児2,300円
②一般価格：
　大人5,000円、子ども4,000円、乳幼児2,500円
※子ども（３歳から小学校６年生）　乳幼児（０歳から２歳）

【申込み】 ①の取扱い：
　 KissポートWebチケットからお申込みください。
　 ※ 事前に「Web港区会員」登録〈無料〉が必要で
す。会員登録はKissポート財団ホームペー
ジ「KissポートWebチケット」から。

②の取扱い：松山バレエ団　☎03（3408）7939
【問合せ】 ①のチケットについて：

　Kissポート財団  事業課  ☎03（5770）6837
②のチケットについて：
　松山バレエ団  ☎03（3408）7939

［主催］（公財）松山バレエ団　［特別共催］Kissポート財団

販売中 赤坂区民センター　区民ホール K

春休みに０歳から入場できるバレエ
公演です。東京オリンピックに心を
寄せ、平和と命慈しむ時代への思い
を込めた小作品を上演します。

和太鼓パフォーマンス　暁天コンサート
新発売 赤坂区民センター　区民ホール K

【日　時】 5/23（土）15:00開演（14:30開場）※16:45終演予定
【出　演】 和太鼓パフォーマンス 暁

ギョウ

天
テン

【演　目】 「感謝（クンサー）」、「ミレニアム」、「アンコールワット」、「パプリカ」
ほか（予定）

【対　象】 どなたでも（0歳からご覧いただけます）
【チケット】 Kissポート価格：2,500円　一般価格：2,800円

中・高・大学生：1,000円　  子ども：500円（3歳～小学生）
※3歳未満は保護者1名につき1名まで膝上無料（ただし、席が必要な場合は有料）
※当日、学生証の提示をお願いする場合がございます。

【発売日】 3/10（火）10:00～
【申込み】 インタ－ネット予約：Kissポ－トWebチケットセンター

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】 
※ 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

「和太鼓を通じて、笑顔を届けよう」日本文化をもっと身近に。もっと楽
しく。みんなで楽しめるファミリー向けコンサートです。

国立新美術館を会場に開催
される「古典×現代2020―
時空を超える日本のアート」
展のチケットを、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】 3/11（水）～6/1（月）
【会　場】 国立新美術館

企画展示室2E
【締切り】 3/16（月）必着

「古典×現代2020
時空を超える日本のアート」展

チケットプレゼント

葛飾北斎《冨嶽三十六景  神奈川沖
浪裏》
江戸時代・19世紀　大判錦絵
25.2×38.5cm
和泉市久保惣記念美術館
展示期間：5月8日～6月1日

しりあがり寿《ちょっと可笑しなほ
ぼ三十六景  太陽から見た地球》
2017年
和紙にインクジェットプリント
32.0×47.0cm
作家蔵
展示期間：5月8日～6月1日

【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
「古典×現代2020チケット
プレゼント」係まで。
【問合せ】 Kissポート財団
事業課「古典×現代2020」
プレゼント係
☎03（5770）6837

３月

販売中 俳優座劇場

イッツフォーリーズ公演　ミュージカル「ナミヤ雑貨店の奇蹟」

【日　時】 3/26（木）19:00開演 ※21:15終演予定
3/27（金）13:00開演／19:00開演
3/28（土）14:00開演／19:00開演
※開場は開演の30分前

【出　演】 一部Wキャスト　石鍋多加史／藤原 薫
《ミュージカルカンパニー イッツフォーリーズ》
吉村健洋、神澤直也、茂木沙月、森 隆二、大塚庸介、
吉田 雄、池田 和、水谷圭見  ほか

【演　奏】 田中和音（ピアノ）、石貝梨華（チェロ）
【スタッフ】 原作：東野圭吾（「ナミヤ雑貨店の奇蹟」角川文庫刊）　脚本・作詞：大谷美智浩

音楽：小澤時史　演出：磯村 純（青年座）　美術：根来美咲（青年座）
【演　目】 イッツフォーリーズ公演　ミュージカル「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
【対　象】 一般　※未就学児の入場は不可
【チケット】 前売：6,500円  当日：7,000円    初日割／土曜ソワレ割  前売：5,500円  当日：6,000円
Kissポート価格：5,500円（港区在住・在勤・在学者）  U25：3,500円 （25歳以下・座席当日指定）
S70：5,500円（70歳以上）　HC割引：3,000円（障がい者手帳をお持ちの方と介助者1名まで
割引、要事前予約）
Book付：7,000円（オリジナル帯原作文庫本の引き換え券付き、文庫本は公演当日ロビーにて
引き換え）
※Kissポートチケット、U25、S70、HC割引、Book付チケットはオールスタッフ電話受付のみ
※U25、S70は公演当日に年齢を証明する物を要持参
※U25は引き換え券を発行、公演当日に座席を割り当てさせて頂きます。座席は選べません。
【申込み】 オールスタッフ　☎03（5823）1055（平日11:00～19:00）

http://www.allstaff.co.jp
【問合せ】 オールスタッフ　☎03（5823）1055（平日11:00～19:00）
［主催］（株）オールスタッフ／ミュージカルカンパニー イッツフォーリーズ　［特別共催］Kissポート財団　［提携］俳優座劇場

全世界累計1,200万部突破、東野圭吾の人気小説「ナミヤ雑貨店の奇蹟」が
2020年3月、新演出で再びミュージカルに！

K

3/29（日）14:00開演 ※
3/30（月）19:00開演
3/31（火）14:00開演

アフターイ
ベントあり

「笑いと音楽のエンタテインメント☆
ミュージカル落語まつり！６」

【日　時】 4/18（土）・19（日）
15:00開演（14:30開場）※17:40終演予定

【出　演】 三遊亭究斗
18日ゲスト：ナイツ
19日ゲスト：三遊亭円丈、林家彦いち、たん丈改め三遊亭丈助

【演　奏】 ピアノ：山本愛香　オーボエ：桜田昌子　チェロ：諸岡由美子
【演　目】 18（土）「ミス・サイコン～所沢ラブストーリー～」

19（日）「エディット・ピアフ」
【対　象】 どなたでも　※未就学児を除く
【チケット】 ①Kissポート価格：3,600円　②一般価格：3,900円
【申込み】 ①の取扱い：（株）ヘルマン・マッカ―トニー　

　☎03（3812）9109（10:00～18:00）
　Eメール：hermann-mccartney@tcn-catv.ne.jp
　※ メールでお申込みの際は、お名前・チケット送付先のご住所・ご連絡
先の電話番号を必ずご明記ください。

②の取扱い：OFFICE究斗　☎04（2937）3915（平日10:00～18:00）
　チケットぴあ：☎0570（02）9999（Ｐコード499-358）

【問合せ】 ①のチケットについて：Kissポート財団　事業課　☎03（5770）6837
②のチケットについて：（株）ヘルマン・マッカートニー　☎03（3812）9109

［主催］（株）OFFICE究斗　［特別共催］Kissポート財団

“ミュージカル落語家”三遊亭究斗の赤坂２日間公演。
ゲストは18日：ナイツ、19日：円丈、彦いち。たん丈
改め丈助真打昇進披露口上あり。

販売中 赤坂区民センター　区民ホール K

みなと毎月落語会
「柳家三三独演会」

【日　時】 6/16（火）
19:00開演（18:30開場）
※21:00終演予定

【出　演】 柳家三三
【対　象】 Web港区会員

（港区在住・在勤・在学者）
【チケット】 Kissポート価格：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50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】 
3/9（月）10:00～4/27（月）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－ル K

柳家三三

Kissポ－トWebチケット
よりお申込みください。

【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。

2020年3月号8

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
倶楽部Kissポート会員制度は2019年12月末をもちまして終了しました。旧「倶楽部Kissポート会員」は全員「Web港区会員」に移行させていただきました。倶楽部Kissポート会員について
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