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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】

公益財団法人
港区スポーツふれあい文化健康財団

月号

（愛称 Kiss ポート財団）

Minato-city Commu n it y M a g a zin e

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

12月5日（土）
発行
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港区探訪◎
港区 祈りの聖地
今昔STORY

第3回

安藤記念教会

今後のイベントおよび
施設の利用について
本誌12月号および過去のキスポー
ト誌でご紹介している各イベントの
開催に際しては、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大防止に向けて、
ガイドライン等に沿った対策を講じ
ております。イベント開催時にはマ
スクの着用、手指のアルコール消毒
等にご協力をお願いいたします。イ
ベントおよび施設等の最新情報は、
Kissポート財団ホームページまたは
イベント主催者・各施設にお問い合
わせください。

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

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

https://www.facebook.com/kissport

【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 FAX 03-5770-6884 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

第 回 子どものびのび書展
作品募集
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形や色︑書き順を気にせず︑
好きな言葉を
のびのび書いてください︒
たくさんのご応募︑お待ちしています！
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︻ 作品展示︼応募作品を３／９︵火︶〜３／ ︵土・祝︶
の期
間︑赤坂区民センターに展示する予定です︒

70

※３／ ︵月︶
は赤坂区民センターが休館日︵予定︶
のため︑展示はご覧になれません︒

※団体で応募される場合は︑
お問い合わせください︒
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次号1月号は1月5日（火）
発行予定

︻対 象︼港区在住・在学の小学６年生以下︵保育園・幼
稚園児も応募できます︒
︶
︻ 応募作品︼最大で全紙︵ ㎝ １３６・３㎝︶
を縦か横に半
分にしたサイズまでの半紙または和紙に好き
な言葉を自由に書いて︑その作品の左側に学
年 保( 育園・幼稚園児は年齢 と) 名前を書き添
えてください︒
応募は︑１人１作品まで︒
︻ 応募方法︼１．作品
２．連絡用官製ハガキ︵宛名記入済みのもの︶
３．①氏名
︵フリガナ︶
②学校名・学年
︵保育園・
幼稚園児は年齢︶
③電話番号④郵便番号・
住所⑤書いた文字⑥作品についての一言
を書いたメモ︵用紙指定なし︒チラシの
応募用紙も利用できます︒
︶
を同封のうえ︑左記まで郵送してください︒
〒１０７ ー００５２ 港区赤坂４ ー ー
赤坂コミュニティーぷらざ２Ｆ
Ｋｉｓｓポート財団事業課﹁のびのび書展﹂
係
事業課窓口でも受け付けます︒

︻締切り︼１／ ︵金︶
必着
︻問合せ︼Ｋｉｓｓポート財団 事業課
☎０３︵５７７０︶
６８３７

■応募作品の中から︑審査のうえ︑
左記の３つの賞を授与します︒

︻ 賞の種類︼のびのび賞︑Ｋｉｓｓポート賞︑ふれあい賞

【問合せ】 学生応援プロジェクト担当
☎03（5770）6837

※入賞者のお名前は︑情報誌キスポート３月号に
掲載予定です︒
また︑展示期間中に表彰式を予定しています︒

Kissポートチャンネル
https://www.youtube.
com/channel/UC̲ryo̲
ismDWgrlDdSUX628Q

さ とうこうえん

12月25日（金）
まで公開!!

いま だ とくどう

新型コロナウイルス感染症により音楽活動
が制限されている大学生を応援するため、
12月7日からKissポートチャンネルで、演
奏風景を撮影した動画を公開します。皆さ
まの視聴回数等により、優秀賞を決定しま
す！ぜひご覧ください！
！

佐藤浩苑︵毎日書道会︶
内田 勝︵Ｋｉｓｓポート財団常務理事︶

大学生がつなぐ
未来の音楽

︻審査員︼今田篤洞︵産経国際書会副理事長・審査会員︶

〜Kiss ポート学生応援プロジェクト〜

Facebook ページ
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【発行部数】
130,000部

2020年12月号

2

港区 祈りの聖地

ストーリー

開かれたのは1917年のことでした。設計したのは銀座

教会（関東大震災で焼失）
を手がけた建築家、吉武長一。

礼拝堂はこれまでに繰り返し改修が行われてきたものの、

100年以上経った現在も建築当時の姿をそのまま残し

ています。その歴史的価値が認められ、2004年に東京

にキリスト教の洗礼を受けることを決めました。安藤

は帰国後も外務省などに勤務しながら敬虔な信仰生活
の総領事として活躍しました。ハワイ滞在中、日本か

今回のテーマ

くすりの上手な使い方︵２︶
のむタイミングで効果が高まる！
薬の効果も時間しだい

最近︑病気の発症や薬の効き目も時間の影響を受けてい
ることがわかってきました︒こうした﹁時間﹂
の概念を治療
にとり入れる﹁時間治療﹂
に︑いま注目が集まっています︒
今回の第２回では︑﹁のむタイミングで効果が高まる！﹂こ
とについて︑ご紹介したいと思います︒

時間を治療に用いる﹁時間治療﹂とは
どのようなものですか？

病気が起きやすい時間や薬が体に効きやすい時間に
治療を行うことです︒
食事時間以外に朝や就寝前などという服薬時間が示さ
れている場合があります︒これは︑
薬が作用する時間帯や︑
症状の出やすい時間帯が考慮されているためです︒
近年では︑症状が出やすい︑または悪化しやすい時間帯
があることがわかってきました︒たとえば︑気管支ぜん
そくは明け方に発作が起きやすく︑心筋梗塞は午前中に
発症しやすくなります︒こうした時間に合わせて治療を
行うことを﹁時間治療﹂
といいます︒
時間治療は︑時間を利用することによって薬の効果を
高め︑副作用の害を最小限にとどめることを目的として
います︒

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。

【広

時間や生体リズムを利用した治療には︑
どのようなものがありますか？

ぜんそくやがん︑脂質異常症など多岐にわたります︒
ぜんそくの発作は夜間から明け方にかけて起こりやすく︑
患者さんや看病するかたの負担が大きいものでした︒しかし︑
発作の起きやすい時間帯に効果を発揮する薬が開発され︑
治療が容易になりました︒
ぜんそくの薬は︑一見普通の錠剤ですが︑網目構造をし
ています︒これが体内で少しずつ分散するようになっており︑
明け方４時ごろに気道に届いて効果が発揮されるように
設計されています︒この薬を夕方にのむことで︑明け方
の症状をおさえることができます︒
抗がん剤治療にも効果
がん治療にも時間治療が利用されています︒抗がん剤
を用いたがんの化学療法の進歩は︑目覚ましいものがあ
りますが︑正常細胞も同時に攻撃してしまうため︑強い副
作用が起こることが問題とされています︒ある種のがん
については︑
抗がん剤の投与時間を適切に設定することで︑
副作用の害を軽減できることがわかってきました︒がん
細胞と正常細胞には︑増殖する時間帯にずれがあったり︑
抗がん剤への感受性が高まる時間帯にずれがあったりし
ます︒この時間帯のずれをうまく利用することで︑がん
細胞だけを攻撃する治療が可能になったのです︒

生体リズムとのかかわりから︑服薬に
ついて注意すべきことはありますか？

医師の指示に従って正しく服用し︑薬を過信しない
ことがたいせつです︒
時間治療は︑
ここ 年もの間で広まってきたものであり︑
すべての治療に適用されるには至っていません︒薬の治療は︑
現在の主治医による処方が最善であることを理解してお
いてほしいと思います︒たとえば︑服用時間の指示が変
更された場合は︑主治医が患者さんの特性と病気の状況
を診断した結果であると理解してほしいのです︒
時間治療は︑生体リズムの上に成り立つものなので︑ま
ずは生体リズムに合った生活スタイルを守るようにここ
ろがけることがたいせつです︒医療は進化し︑今後は︑遺
伝 子 診 断 による 治 療 や 人工臓 器 を用いる再 生 医 療 な ど︑
より根治に近づく方向に向かっていくと思います︒しかし︑
﹁時間﹂
の概念は残るでしょう︒
人間の生まれ持った機能を生かした治療や︑健康増進
の方法が発展していくことを願っています︒
20

1982年、北里大学大学院臨床薬学修了、北里大学病院薬剤部に勤務。85年、薬
学部講師として臨床薬学教育を担当。95年、共立薬科大学（現・慶應義塾大学
薬学部）
に臨床薬学講座を開講。2008年より北里大学薬学部教授として、臨床
薬剤師育成を担当。研究分野は臨床薬学、時間薬理学ほか。

吉山友二 先生

Kissポート財団と港区内の各大学との共催で開催している「みなと区民大学」
。
今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、さまざまな手法を取り入れながら、新しい展開を模索しております。
今回、その一環として、共催大学のひとつ、北里大学のご協力のもと「誌面みなと区民大学」
を本誌7月号から掲載しています。
今回のテーマは「くすりの上手な使い方（２）」
。健康に役立つ情報として、安全安心な生活に向けての一助としてくださいね。

じ

よし やま ゆう

文子夫人が壊した酒樽から
作られたテーブル。

安藤記念教会：港区元麻布2-14-16

北里大学薬学部教授

北里大学 vol.4-2（最終回）

誌面みなと区民大学

建築当時の礼拝堂内部。かつては白く塗装され
ていたことがわかります。

英語が堪能だった安藤は、明治維新後に上海やハワイ

礼拝堂の外壁は栃木県大谷町で採掘された大谷
石を積み上げた組積造（一部は小松石）
。
日本初のステンドグラス作家といわれる
小川三知によるステンドグラス。
「復活」
を意味するユリや、十字架、ダビデの星
などがモチーフに。

姿に感銘を受け、文子夫人や領事館の仲間たちととも

安藤太郎・文子夫妻の肖像画。お酒好きの安藤をいさめるため、
文子夫人が酒樽を壊したことも。その後、安藤は禁酒を誓い、
禁酒運動に力を注ぎました。

都歴史的建造物に選定されました。

ハワイで領事
館の全員が受
洗したことを
記念し、ステ
ンドグラスに
は「布哇日本
人開拓伝道者
及初回受洗者
記念」の文字
が。

を送り、やがて自宅を寄付して教会を設立。礼拝堂が

今回ご紹介するのは、100年以上前に建造された安藤記念教会。毎週日曜に行われる
礼拝や教会学校には誰でも参加することができます。
木の香りが心地よい礼拝堂の内部。堅牢さでも知られる伝統工芸、
松本家具の長椅子には、
使い込まれた艶があります。

安藤記念教会
第3 回

震災や戦争を乗り越え現存する貴重な近代建築

ステンドグラスのアーチ窓が美しい
伝統あるプロテスタントの教会

国際色豊かな元麻布の一角に、瀟洒な石造りの安藤

記念教会がたっています。創立したのは、幕末から明

治にかけて現代日本の礎を築くため奔走した安藤太郎。

らの出稼ぎ移民の困窮した暮らしを改善するため苦心

していた安藤は、サンフランシスコから布教のために

やってきた日本人牧師が苦しむ人々を懸命に世話する

2020年12月号

お気に入りの
イベント、講座
を
見つけてネ！

がおすすめする

申込み必要事項
健 康

文 化

共通
⑤性別

● 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。

※ 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。

健 康

お申込みの際は、
P3の 申込み必要事項 をご確認ください。

健 康

スポーツ

「おうちでできる簡単からだケア」

4

慣れない在宅勤務や運動不足で体の不調を訴える方
が増えています。そこで、おうちでできるからだケア
について学びます。

【日 時】1/15・29、2/5・19、3/5（各金）19:00～20:00
Web 【会 場】自宅
【講 師】深澤英之（
（株）
ルート・ヴィガー代表） ほか
【対 象】港区在住・在勤・在学で18歳以上の方
【定 員】20人（先着順）
【費 用】2,500円
【申込み】KissポートWebチケット
【応募期間】12/10（木）
10:00～12/27（日）
23:59
※定員になり次第締切ります。
タオル、飲み物、
ヨガマット
（持っている方）
【用意するもの】運動できる服装、
【問合せ】Kissポート財団 スポーツ事業課 ☎03（5439）
6201
【その他】オンラインの参加方法については、次のメールアドレスか
らご案内いたしますので、あらかじめ受信できるように設
定をお願いします。 Eメール:sportsjigyo@kissport.or.jp
［後援］港区教育委員会 ［協力］
（株）ルートヴィガー

B

C
D

日程
1/23（土)
1/24（日)

時間
14:15～15:30
16:00～17:15
14:15～15:30
16:00～17:15

対象学年
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Web

第2回

芝浦港南区民センター

品川

10 12 19 21

上級睡眠健康指導士、ドクター・
オブ・カイロプラクティック

【会 場】生涯学習センター（ばるーん）101学習室
【講 師】第1回 三輪健彦、第2回 越野博文、第3回 赤石定典
【対 象】港区在住・在勤・在学で18歳以上の方
【定 員】30人（先着順）
【費 用】1,500円（全3回）
＊別途手数料がかかります。
【申込み】KissポートWebチケット
【応募期間】12/9（水）
10:00～1/15（金）
23:59
【問合せ】Kissポート財団 事業課「健康講座」
係 ☎03（5770）
6837
【その他】必ずマスクのご着用をお願いいたします。

Kissポートカルチャー健康講座

「新型コロナウイルス対策のこれまで
とこれから」
＆「免疫力があがる落語」

Kissポート財団ならではの、文化講演と
エンターテインメントの融合。ためにな
Web る健康講座と落語でお楽しみください。

身長
106cm～150cm以下
116cm～165cm以下

☎

【会 場】港区スポーツセンター アリーナ
【講 師】日本ラート協会指導員
【対 象】港区在住・在学の小・中学生
【定 員】各クラス12人（抽せん）
【費 用】2,500円（傷害保険料含む） 別途検定料1,000円（希望者のみ）
【申込み】KissポートHPからお申込みください。
【締切り】12/24（木）
必着
【問合せ】Kissポート財団 スポーツ事業課 ☎03（5439）
6201
【その他】抽せんの結果はメールでお知らせいたします。

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。

越野博文

健 康

スポーツ

大きな輪の中で動くことで無重力に似た感覚を味
わえる安全なスポーツです。日本代表クラス講師
が丁寧に指導。ラート検定５級・４級を目指します。

［後援］
港区教育委員会

2/10（水）
「良い睡眠を学ぶ」
19:00～20:30

【日 時】2/11（木・祝）
林家彦いち
和田耕治
14:00～15:30（13:30開場）
【会 場】赤坂区民センター 区民ホール
【講 師】和田耕治（国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教授）
林家彦いち（落語家）
【対 象】どなたでも
【定 員】175人
【費 用】1,000円 ※別途手数料がかかります。
【申込み】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
（月）
10:00～1/29
（金）
23:59 ※定員になり次第締切ります。
【応募期間】12/7
【問合せ】Kissポート財団 事業課「健康講座と落語」
係
☎03（5770）
6837

※各イベントに記載のある終演時刻は、すべて予定です。

台場区民センター

国立能楽堂 8

18 22 26

「港区キスポートテニス」

１

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。

サン

プル

【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
HP 【申込み】ハガキまたはFAXに
Web
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。
FAX

Ｅ
直

左記の
スポーツ

健 康

文 化 共通
の申込み必要事項

初心者ヨガ教室（夜間）
【第3期】

～無理なく、楽しく、健康に～

【日 時】1/7・21、2/4・18、3/4・11（各木）19:00～20:00
【会 場】東麻布区民協働スペース１
【講 師】齋藤久己子
【対 象】港区在住・在勤・在学で18歳以上の方
【定 員】10人（先着順）
【費 用】3,000円＊別途手数料がかかる場合がございます。
【申込み】KissポートWebチケット
【締切り】12/21（月）
23:59
【用意するもの】
運動できる服装、
マスク、
タオル、
飲み物、
ヨガマット、
マッ
トをご持参しない方はマットを拭く布、室内用上履き（ス
リッパなど）
【問合せ】Kissポート財団 事業課
☎03（5770）
6837
【その他】運動を止められている方や妊婦の
方はご遠慮ください。

文 文
化 化
お申込みの際は、
P3の 申込み必要事項 をご確認ください。

講 座
8

能楽入門
～能楽鑑賞の達人になろう！～

第一線で活躍する人気能楽師が「巴」
を例に取り、体験を盛り込んで
講座を進め様々な角度から能楽鑑賞に役立つ基本的な知識を学ぶ
講座です。

講師

東京慈恵会医科大学附属病院
2/17（水） 「“チョイ足しやこれだけは”を学んで、
第3回
赤石定典 栄養部 管理栄養士
19:00～20:30 簡単便利においしい食事」

6

【日 時】1/27、2/3・10・17・24（毎水・全５回）

HP

【日 時】1/27、2/10・17（各水・全3回）19:00～20:30

高学年（小学４～６年生）

ラート定期教室

時間
15:45～16:40
16:50～17:45

何となく体調が悪い、良く眠れないから朝がつらい、外食や市販のお弁当
が多いせい？そんなあなたにお勧めの自分の不調は自分で治す講座です。
テーマ

リーブラホール 30

白金台区民協働
スペース 4

セルフメディケーション講座
日時

2 3

田町

働くあなたに

低学年
（小学１～３年生）

［後援］港区教育委員会

クラス
Ａクラス
Ｂクラス

会場とオンラインをつなげた事業！ 運動が苦手な方でも
できる「やせる筋肉」を重点的に鍛えて、効率よくダイエット！

東京カレッジ･オブ･カイロ
1/27（水）
第1回
「プチ不調に向き合う」 三輪健彦 プラクティック外来部長
19:00～20:30

【会 場】港区スポーツセンター アリーナ
【講 師】日本体操協会公認普及指導員
【対 象】港区在住・在学の小学生
【定 員】各クラス8人
（抽せん）【費 用】500円
（傷害保険料含む）
【申込み】KissポートHPから 申込み必要事項 と希望クラスを明記
のうえお申込みください。
【締切り】12/31（木）
必着
※当落通知は1/15（金）
頃の発送を予定しています。
【問合せ】Kissポート財団 スポーツ事業課「トランポリン体験教室」
係
☎03（5439）
6201

3

港区スポーツセンター

9 11

東麻布区民協働
スペース 7

講 座

跳んで楽しく、見ても楽しいトランポリンに
チャレンジ！宙に浮いているようなドキドキ感
を味わってみませんか。

ウェルカム“プレイスポーツ”

【日 時】1/8・22、2/12・26、3/12（各金・全5回）
19:00～20:30
【会 場】白金台区民協働スペース ６階会議室２
【講 師】山野上 優（パーソナルトレーナー）
【対 象】港区在住・在勤・在学で18～49歳までの方
【定 員】会場参加：10人、オンライン20人（各先着順）
【費 用】会場参加の場合：5,000円 オンライン参加の場合：2,500円
【申込み】KissポートWebチケット
10:00～12/27（日）
23:59
【応募期間】12/9（水）
※定員になり次第締切ります。
運動できる服装、
タオル、飲み物、
ヨガマット
（持っている方）
【用意するもの】
【問合せ】Kissポート財団 スポーツ事業課 ☎03（5439）
6201
【その他】オンラインの参加方法については、次のメールアドレスか
らご案内いたしますので、あらかじめ受信できるように設
定をお願いします。
Eメール：sportsjigyo@kissport.or.jp

健 康

スポーツ

冬期小学生トランポリン体験教室

Web

「はじめてのやせ筋トレーニング」

Web

16 17 20

ヨガで心身をリラックスさせ、心と体の健康を手に入れましょう。

お申込みの際は、
P3の 申込み必要事項 をご確認ください。

オンラインスポーツ

5 13 14 15 25 31

伝統文化交流館

浜松町
東京タワー

麻布区民センター

生涯学習センター

健 康

スポー ツ

新橋

六本木ヒルズ

Kissポート財団ホームページ
https://www.kissport.or.jp
KissポートWebチケット
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

7

赤坂区民センター 6 23 27 28

東京
ミッドタウン

青山霊園

お申し込み方法

⑥電話番号

※港区以外にお住まいの方が、
＜【対象】
港区在住・在勤・在学者＞と記載されたイベントにお申込みの場合は、
⑦もご記入ください。

【日 時】
クラス
Ａ
HP

24

会場の場所：マップ上にある
番号と連動しています。

（⑦在勤者は会社名・所在地、在学者は学校名）

2

青山生涯学習館

「今月の募集」
の使い方

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

1

東宮御所・
赤坂御用地・迎賓館

スポーツ

スポーツ

今
月
の
募
集
会
場
マ
ッ
プ

３

HP
〒

【日 時】ワークショップ：1/13・27、2/3・24、3/10（各水）
能舞台体験と公演鑑賞：3/13（土）
【会 場】国立能楽堂 大講義室
ただし、3/13（土）
は国立能楽堂 研修能舞台・能舞台
日時

テーマ

講師

1/13（水）
概論～能とはどのような芸能
19:00～21:00 なのか～

氷川まりこ

1/27（水）
シテとワキの対話で読み解く
19:00～21:00 能の世界

観世流シテ方 川口晃平
下掛宝生流ワキ方 御厨誠吾

伝統文化ジャーナリスト

2/3（水）
面・装束を知る（着付け実演あり） 観世流シテ方 味方玄
19:00～21:00
2/24（水）
アイ狂言を知る
19:00～21:00

和泉流狂言方

3/10（水）
囃子を知る
19:00～21:00

幸流小鼓方

深田博治

成田達志

能舞台体験と公演鑑賞

3/13（土）
伝統文化ジャーナリスト
演目：狂言「墨塗」
、能「巴」
11:00～15:30
※希望者のみ予約制（別途チケッ 氷川まりこ
（予定）
ト料金）

【対 象】港区在住・在勤・在学者
【定 員】50人（抽せん）
【費 用】10,000円（3/13は別途チケット代）
【申込み】ハガキに 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
「能楽入門」
係まで。 HP 可
【締切り】12/10（木）
必着
【問合せ】Kissポート財団 事業課
☎03（5770）
6837
FAX 03
（5770）
6884
［協力］
国立能楽堂

能「巴」
（シテ／味方 玄、
撮影／渡辺真也）

➡次のページにつづく。

４

2020年12月号

今月の 募集

初めてでも大丈夫。ゆったりとした動き
のハワイアンダンスでリフレッシュしませ
んか。初心者向けの講座です。

【日 時】1/12・19・26、2/2・9・16（毎火・全6回）13:30～14:30
〒 【会 場】麻布区民センター ２F和室／ホール（1/26のみ）
【講 師】庚 曜子
FＥ
AX
【対 象】港区在住・在勤・在学の女性（初心者）
  
【定 員】10人（抽せん）
【費 用】2,000円（全6回）
【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
「楽しいハワイアン」係まで。
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】12/22（火）
必着
【問合せ】麻布区民センター
5547
☎03（3583）
5487 FAX 03（3583）

14

ばるーんゼミナール 教養編

～昭和21年創業『新橋亭』
総調理
長が伝える『中国料理60年間の
料理の世界』～

HP 戦後まもなく新橋で創業された新橋亭。その総調理長である田中氏

の料理人としての歩み、
安心・安全の料理について話していただきます。

〒

FAX 【日 時】1/23（土）14:00～15:30

伝わる・つながる英会話
（五輪で英会話2020）

講 座

10

【日
【会
【講
FＥ
AX 【対

証券投資入門講座～だれでもわかる
株式投資の基礎知識～
No.

HP
〒

第1回

FAX

FＥ
AX

【日 時】1/25〜3/8（2/15を除く毎月曜・全6回）
14:00～15:30 ※初回のみ14:00～16:00
【会 場】芝浦港南区民センター 第1・2集会室
おり も かずゆき

「おひとりさま」が明日から準備できる相続
相続・遺言の基本を知ることで将来起こる、また今起こっている相
続について正しく理解し、トラブルを未然に防ぐ方法を教えます。

【日 時】1/26（火）14:00～15:30

HP 【会 場】生涯学習センター（ばるーん）  205学習室
〒 【講 師】横倉 肇（スタートライン行政書士事務所）
FAX

【対 象】港区在住・在勤・在学者
【定 員】15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
「相続」
係まで。 HP 可
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】1/14（木）
必着
【問合せ】生涯学習センター（ばるーん）
☎03（3431）
1606 FAX 03（3431）
1619

2/1（月） 「株式ってなあに？どのようにして買うの？」

【日 時】1/23・30、2/6・13・20（毎土・全5回）14:00～15:30
〒 【会 場】芝浦港南区民センター 第1和室（和室用の椅子あり）
 雲 仁（琉球古典音楽「照喜名朝一・朝國研究所」
歌・三線
【講 師】南
FＥ
AX
師範、沖縄県指定無形文化財「沖縄伝統音楽安冨祖流」
伝
承者） ほか
【対 象】どなたでも（三線をお持ちの初心者）
  
【定 員】6人（抽せん）
※応募者多数の場合、港区在住・在勤・在学者を優先。
【費 用】4,500円（全5回分）
、別途教則本代：1,100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
「三線講座」
係まで。
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】1/8（金）
必着 ※定員に満たない場合は締切り後も受付。
【問合せ】芝浦港南区民センター
4553
☎03（3769）
8864 FAX 03（3798）
【持ち物】三線と撥 ※三味線および玩具楽器での受講はできません。

【会 場】生涯学習センター（ばるーん）
  305学習室
【講 師】NPO法人金融と証券を学習する会 カウンセラー
【対 象】港区在住・在勤・在学者
【定 員】30人（抽せん）
【費 用】各回500円
【申込み】ハガキまたはFAXに 申込み必要事項 ・希望日を明記のうえ、
〒105-0004  港区新橋3-16-3   生涯学習センター
「証券」
係まで。 HP 可
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】1/21（木）
必着
【問合せ】生涯学習センター（ばるーん）
☎03（3431）
1606 FAX 03（3431）
1619

親子ワークショップ

【日 時】1/30（土）15:30～17:00

【対 象】港区在住・在勤・在学で中学生以上の方

FAX 【定 員】25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、
〒105-0023 港区芝浦１‐11‐15 伝統文化交流館「浮
世絵」
係まで。 HP 可
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】1/14（木）
必着
【問合せ】伝統文化交流館
☎03（3455）
8451 FAX 03（3455）
8453
【その他】汚れてもよい服装でご参加ください。

未就学児を対象に音（歌・リズム）
・視覚（絵・
文字等）
・体（体操・動作等）
を使いながら、
おもちゃや絵も活用し、英語を身につけます。

しめ飾りを作ろう！

【日
【会
HP 【講
〒 【対

時】12/26（土）15:00～16:30
場】伝統文化交流館
師】つつみ純子（和文化コンシェルジュ）
象】港区在住・在学の小学生までのお子さまとその保護者
（保護者は１名まで）
FAX 【定 員】10組（抽せん）
【費 用】1組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、
〒105-0023 港区芝浦１‐11‐15 伝統文化交流館「しめ
飾り」係まで。 HP 可
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】12/16（水）
必着
【問合せ】伝統文化交流館
☎03（3455）
8451 FAX 03（3455）
8453
【その他】汚れてもよい服装でご参加ください。

HP

柿渋と和紙の“紙わざ”を
体験してみましょう

和紙を重ねて柿渋を塗るという伝統技法を学んで、自分だけの一閑
張りを作りましょう。

〒 【日 時】1/24（日）15:00～17:00
【会 場】伝統文化交流館
FAX 【講 師】國高ひでき（日本和紙造形研究所代表）
【対 象】港区在住・在勤・在学で中学生以上の方
【定 員】25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、
〒105-0023 港区芝浦１‐11‐15 伝統文化交流館「一閑張
り」
係まで。 HP 可
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】1/6（水）
必着
【問合せ】伝統文化交流館
☎03（3455）
8451 FAX 03（3455）
8453
【その他】持ち物：一閑張りにしたいもの（プラスチックや金属性の
スマホケース、手のひらサイズのカゴやザル、茶筒など）
、
手を拭くためのハンドタオル。
汚れてもよい服装でご参加ください。

Web KissポートWebチケット

〒
FＥ
AX
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一閑張りワークショップ

お申し込み方法のマーク HP Kissポート財団ホームページ https://www.kissport.or.jp

歌川広重『江戸名所百景』で描かれるなど、浮世絵とも縁のある芝浦で、
日本が世界に誇る浮世絵とその技法を体験しながら学んでみましょう。

21

稲わらでしめ飾りを作って家に飾り、新しい年を迎えましょう。

17

世界に誇る江戸の美の世界

「英語で遊ぼう!
（後期）」
うたって おどって 楽しくレッスン

体 験
16

浮世絵ワークショップ

HP 【会 場】伝統文化交流館
〒 【講 師】高橋由貴子（高橋工房 六代目代表）

【日 時】1/30～3/6（毎土・全６回）
14:00～14:40
【会 場】芝浦港南区民センター 講習室
 澤みちよ、ボランティア学生
【講 師】石
【対 象】H26〈2014〉
/4/2～H28〈2016〉
/4/1生まれの未就学児
(保護者が港区在住・在勤者)
【定 員】10人（抽せん） 【費 用】5,400円（全６回）
【申込み】往
 復ハガキまたはFAXに 申込み必要事項 と参加者（未就
学児）の生年月日、氏名は参加者氏名・保護者氏名を明記
のうえ、〒108-0023 港区芝浦4-13-1 芝浦港南区民
センター
「英語で遊ぼう!
（後期）」
係まで。
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】1/15（金）
必着
【問合せ】芝浦港南区民センター
4553
☎03（3769）
8864 FAX 03（3798）

体 験

講 座

生涯学習講座提供事業まなび屋

「和の楽器」
三線講座
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※時間はすべて19:00〜21:00

体 験

【講 師】織茂一行（歴史文化研究家）
【対 象】どなたでも
※応募者多数の場合は港区在住・在勤・在学者優先
【定 員】
 30人（抽せん）
※新型コロナウイルス感染予防の観点から
従来より募集人数を減らしています。
【費 用】1,800円（全6回分）
【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
「もう一度古典文学」
係まで。
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】1/12（火）
必着
【問合せ】芝浦港南区民センター
4553
☎03（3769）
8864 FAX 03（3798）

［協力］
東京クールジャパン

体 験

近江胡宮神社に秘蔵される淸盛白河院御落
胤伝承とその母、悲劇の英雄義経の実像と
平等院に散った武将歌人源三位賴政を中心
〒 に紹介します。

【会 場】台場区民センター 区民ホール
【講 師】東京クールジャパン講師
【対 象】港区在住・在勤・在学で中学生以上の方
【定 員】10人（先着順）【費 用】
3,500円（吹き込みオリジナルデータ付）
【申込み】FAXに 申込み必要事項 を明記のうえ、〒135-0091  港区
台場1-5-1   台場区民センター「アニメ声優チャレンジ！」
係まで。 可
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】1/8（金）
必着
【問合せ】台場区民センター ☎03（5500）
2355 FAX 03（5500）
2367

20

体 験

講 座

「もう一度古典文学」平家物語

テーマ

第4回 2/22（月）「日本・世界の経済・金融情勢」

13:30～15:10
【Place】Azabu Civic Center Lecture Room/Roppongi 5-16-45
【Lecturer】Noriko Taguchi (part-time university lecturer)
【Eligibility】①People who can read hiragana and katakana
②Foreign nationals aged 16 or over
【Capacity】12people (Lottery)    
【Tuition】¥6,000（8times in total）
【Application】Please apply on the website, by email or by fax to
Azabu Civic Center. The title of email : Azabu Japanese Class
・Name ・Email address ・Phone number ・How long and where
you have studied Japanese language
https://www.kissport.or.jp/sisetu/azabu/
Email: azabu@kissport.or.jp   HP available
【Due date】Must arrive by Jan. 9（Sat.）
【Inquiry】Azabu Civic Center
FAX 03
（3583）
5547

12

FAX 【日 時】1/23（土）13:00～17:00

第3回 2/15（月）「知っておきたい経済の基本と経済指標」

Japanese Language Classes for Foreign
Residents
(外国籍の方を対象とした日本語講座)

私のビタミン講座

日にち

第2回 2/8（月） 「株式投資のための会社情報の調べ方、読み方」

Azabu Japanese Class

FAX 【Date & Time】1/24・31、2/7・14・21・28、3/7・14（Sundays）

13

ばる～んゼミナール 実務編

（麻布ジャパニーズクラス）

HP

本格的な指導を受けながらアニメのアフレコ
体験ができます。自身の声を吹き込んだオリ
HP ジナルデータ贈呈の特典付！

体 験

講 座

11

15

講 座

時】１/13～３/３（毎水・全８回）10:30～11:30
場】芝浦港南区民センター１階 講習室
 澤みちよ
師】石
象】港区在住・在勤・在学者/学習レベル：中学英会話程度の
基礎的レベル［過去開催同講座の学習内容と同様］
【定 員】10人（抽せん）
【費 用】2,400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、
〒108-0023 港区芝浦4-13-1 芝浦港南区民センター
「伝わる・つながる英会話」
係まで。
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】12/25（金）
必着
【問合せ】芝浦港南区民センター
☎03（3769）
8864 FAX 03（3798）
4553
 中で外国の方に気軽に声をかけて道案内や観光のお手伝
【その他】街
いができるように、少しずつ英会話を身につけましょう。

～東京クールジャパン オープン
キャンパス in お台場～

三線をお持ちの初心者対象の講座です。三線の基本
（楽譜の読み方、撥の持ち方等）
を習い、沖縄民謡を
1～2曲演奏できることを目指します。

楽しく英語を学びながら、
コミュニケーションの輪を広げてみませんか。

〒

アニメ声優チャレンジ！

体 験

【会 場】生涯学習センター（ばるーん）
  101学習室
【講 師】田中 喬（新橋亭総調理長）
【対 象】港区在住・在勤・在学者
【定 員】30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、
〒105-0004   港区新橋3-16-3   生涯学習センター
「新橋
亭」
係まで。 HP 可
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】1/7（木）
必着
【問合せ】生涯学習センター（ばるーん）
☎03（3431）
1606
FAX 03
（3431）
1619

18

体 験

楽しいハワイアン

講 座

講 座

9

申込み必要事項は P.3 の上部をご参照ください。

令和2 年度 台場区民センターコミュニティ・カレッジ

『マジックで和気愛愛』参加者募集！
～マジックを体験してみませんか～

身の廻りの道具、ロープ、シルク、カードなど
を使ったマジックを楽しく体験して習得し、
FAX ご家族やお友達に披露してみませんか？
Ｅ

【日 時】第１回 2/7（日）13:00～17:00
第２回 2/21(日) 13:00～17:00
【会 場】台場区民センター 区民ホール
【対 象】港区在住・在勤・在学の小学４年生以上の方で年齢上限なし
【定 員】各回25人（先着順） 【費 用】無料
【申込み】F
 AXまたはEメールに 申込み必要事項 とEメールアドレス、
参加希望日（1回目と2回目の内容は異なるため、2回とも
参加可。どちらか一方でも参加可）
を明記のうえ、港マジッ
ク同好会「マジックで和気愛愛」
係まで。
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】第1回：2/3（水）
第2回：2/17（水）
※第1回、第2回とも定員になり次第締切り
【申込み・問合せ】
港マジック同好会 FAX 03（3452）
2111
（受信専用）
Eメール： thekond@clock.ocn.ne.jp
 事業は、コミュニティ・カレッジの台場区民センター企画
【その他】本
として採用された事業です。
［主催］
港マジック同好会 ［共催］
台場区民センター

〒 郵送（ハガキまたは申込用紙など） ☎ 電話

FAX FAX

Ｅ Eメール

直 直接来場

2020年12月号

赤坂区民センター コミュニティ・カレッジ

鑑 賞

「叩いてみよう！八丈太鼓」
和太鼓を叩いてみませんか？東京都の郷土芸能・
八丈太鼓は、ベースのリズムに合わせて自由に叩
くもので、誰でも楽しめます。初心者歓迎！

鑑 賞
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Bクラス 16:30～17:30
Cクラス 19:30～20:30
【会 場】赤坂区民センター 区民ホール
み しまてるたみ

直 【日 時】12/19（土）
14:00開演（13:30開場）
※15:00終演予定

【会 場】台場区民センター 区民ホール
【出 演】国立音楽大学 佐藤麻里（ヴァイオリン）
、庄恵理香（ピアノ）
【曲 目】ヴィヴァルディ：四季より［冬］
モンティ：チャルダッシュ
チャイコフスキー：くるみ割り人形組曲より
クリスマスメドレー ほか
【対 象】どなたでも
【定 員】100人（先着順） 【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】台場区民センター ☎03（5500）
2355

［主催］
八丈太鼓はなみずき ［共催］
赤坂区民センター

体 験

紙でできているクラフトバンドを使って、かご
作りをしてみませんか。編み方、色、形を変え
て、世界に一つだけの作品を完成させます。

【日 時】1/20（水）10:00～12:00
〒 【会 場】青山生涯学習館 学習室3
【講 師】里芽椿音
FAX 【対 象】港区在住・在勤・在学者優先
【定 員】15人（抽せん）
【費 用】1,500円
【申込み】ハガキ、FAXまたは所定の申込用紙に 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「クラフトバンドで手作り小物教室」
係まで。
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】1/11（月・祝）
必着
【問合せ】青山生涯学習館 ☎03（3470）
4584 FAX 03（3470）
0856

有松絞りの数ある技法のうち、雪花絞りで手ぬ
ぐいと小風呂敷を藍染めします。染め体験を
Web 楽しみませんか。お子さまの受講もできます。
☎
【日 時】1/29（金）18:00～21:00
1/30（土） 9:30～12:30
14:00～17:00
【会 場】生涯学習センター（ばるーん） 101学習室
【講 師】原田弘子（藍絞り染め作家）
【対 象】小学3年生以上
【定 員】各回20人（先着順）
【費 用】Kissポート価格2,500円（Web港区会員の事前登録が必要
です）
、一般2,800円、
子ども（小学3年生以上中学生まで）
1,500円
【申込み】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
【締切り】1/12（火）
23:59
【問合せ】Kissポート財団 事業課「有松絞り体験」
係 ☎03（5770）
6837
【その他】メモ用紙など筆記具をお持ちください。
エプロンや汚れてもよい服装でご参加ください。
小学生は保護者の同伴が必要です。

クリップ
ボード

港区で活動する市民ジャズバンドと特別ゲストによるジャズ三昧の
一日♪エキサイティングなサウンドを存分にお楽しみください！

時】1/24（日）
12:30開演（12:00開場）
※18:00終演予定
場】赤坂区民センター 区民ホール
演】特別ゲスト：三木俊雄セクステット
目】All of Me、JAMES、Good News、
リンゴ追分 ほか
【対 象】どなたでも 【定 員】200人
【チケット】無料（要予約）
【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
ムページにて受付けます。 事前予約者を優先するため、直
接来場されたお客様の入場をお断りする場合があります。
HP 可
また、事前予約者であっても観客が200名に達した場合、
入場を制限します。
【問合せ】赤坂区民センター ☎03（5413）
2711

28

Kissポート財団助成事業
「文化芸術の力で港区を元気に！プロジェクト」

和の舞台大集合

多岐にわたる邦楽邦舞をお楽しみいただきます。
【日 時】12/13（日）
13:30開演（13:00開場）
※16:30終演予定
【会 場】赤坂区民センター 区民ホール
☎ 【出 演】花みずきの会（東京都港区邦楽邦舞連盟）
会員及び
その社中 ほか
FAX
【演 目】筝曲、尺八、清元、地唄舞 ほか
【対 象】どなたでも
【定 員】200人（要予約）事前予約者を優先するため、直接来場された
お客様の入場をお断りする場合があります。
【チケット】無料
【申込み】要予約。Eメールまたはお電話・FAXで花みずきの会事務
所までお申込みください。
Eメール：hougaku.houbu＠gmail.com
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【問合せ】花みずきの会事務局
3010
☎090（3964）
4958 FAX 03（3280）
Ｅ

［後援］
港区、港区教育委員会 ［協力］
赤坂区民センター
MINATOシティプロモーションクルー認定事業

30

音楽のさんぽ道

事前申込制

４種類の楽器が美しき独奏で数々の名曲をお届けし
ます。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【日
【会
Web 【出
【演
☎

時】1/16（土）
15:00開演（14:15開場）
※16:30終演予定
場】港区立男女平等参画センター リーブラホール
演】武蔵野音楽大学学生
目】マリンバ、オーボエ、サクソフォーン、ピアノの各楽器に
よる独奏
モンティ：チャルダッシュ
エルガー：愛の挨拶
モリコーネ：ガブリエルのオーボエ ほか
【対 象】どなたでも
【定 員】60人（先着順） 【チケット】無料
【申込み】12/8（火）
10:00～ 電話または
インターネット予約：KissポートWebチケット
【問合せ】Kissポートチケットセンター
☎03（5413）
7021
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前申込が必要です。
※後日Kissポートチャンネル（YouTube）
で期間限定の無料公開を行
います。
※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。

31

鑑 賞

「～日本を識る、体験する～
有松絞りの手ぬぐいと小風呂敷の染め体験」

赤坂ジャズフェスティバル

【日
【会
HP 【出
【曲
☎

鑑 賞

体 験

Kiss ポート講座

27

鑑 賞

「クラフトバンドで手作り小物」教室

24

【公開期間】キスポート1月号にてご案内いたします。
【視聴方法】Kissポート財団ホームページから
YouTube動画をご覧いただけます。
【出 演】洗足学園音楽大学 現代邦楽研究所
【演 目】長唄三味線「大薩摩」
津軽三味線「津軽じょんがら節」
尺八との合奏「明鏡」 ほか
【問合せ】Kissポート財団 事業課
☎03（5770）
6837
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、
Kissポート財団公式
一般公開ではなく、出演者、主催関係者のみで撮
YouTubeチャンネル
影しました。

0才からのお子さまと一緒に楽しめる親子向けコンサー
トを開催します。クリスマスにちなんだ曲等、
家族そろっ
てごゆっくりご鑑賞ください。

鑑 賞

【講 師】三縞輝民（八丈太鼓インストラクター）
【対 象】小学3年生以上
【定 員】各クラス5（合計15）
人（抽せん）
【費 用】1,000円（使用したバチはお持ち帰りできます）
【申込み】申込み必要事項 を明記のうえ、八丈太鼓はなみずきHPか
らお申込みください。https://hachijotaiko.tokyo
【締切り】12/15（火）
必着
【問合せ】
info@hachijotaiko.tokyo
【その他】本事業は、赤坂区民センターコミュニティ・カレッジの企画
として採用された事業です。

YouTube 音楽のさんぽ道

～洗足学園音楽大学による三味線コンサート～

11月27日、伝統文化交流館でのコンサート映像をKissポートチャ
ンネルにて動画アップいたします。

「エンジョイ☆クリスマス」

【日 時】1/8（金） Aクラス 14:30～15:30

25

音楽のさんぽ道～0才からのコンサート～

29

鑑 賞

体 験

23

５

劇団四季ライオンキングの
観賞に行きましょう！

劇団四季の「ライオンキング」の公演のはなし、
エピソード等＆鑑賞講座です。
撮影：阿部章仁

【日 時】3/6（土）
14:30～15:30 講座 17:30～20:10 公演鑑賞
HP 【会 場】生涯学習センター（ばるーん） 101学習室
積水ハウスミュージカルシアター 四季劇場［夏］
（品川・大井町）
Ｅ
〒
【講 師】四季株式会社 広報部
FAX 【対 象】港区在住・在勤・在学者 【定 員】25人（抽せん）
【費 用】大人11,000円、
子ども5,500円
（講座と鑑賞チケットS席）
＊子ども（公演当日に3歳以上小学生以下）
＊2歳以下入場不可
ご観劇当日3歳以上有料（膝上観劇不可）
【申込み】ハガキまたはFAXに 申込み必要事項（全員分）を明記のうえ、
〒105-0004 港区新橋3-16-3 生涯学習センター
「ライ
オンキング」
係まで。 HP 可
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】1/30（土）
必着
【問合せ】生涯学習センター（ばるーん）
1619
☎03（3431）
1606 FAX 03（3431）
［協力］
四季株式会社 東京営業部

ベンチャースポーツ体験
（12月「チュックボール」）

【締切り】12/18（金）必着
【問合せ】港区スキー連盟スキー教室事務局
Eメール：ratta@yellow.plala.or.jp（落合）
または、s_shimada@nyc.odn.ne.jp
（嶋田）
ハガキ：〒143-0014 東京都大田区大森中 コートに置かれたネットにボールをシュートする、
ハンドボール形式のスポーツです。
3-32-11 落合弘彰 宛
☎090（4021）4645（落合弘彰 平日 18:00～22:00） 【日 時】12/11・18・25（毎金）11:00～12:00
【会 場】芝浦中央公園運動場
【講 師】古田 優（チュックボール日本代表）
【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】利用日当日に1,000円
最新情報は港区水泳協会のホームぺージをご覧くだ 【申込み・問合せ】
芝浦中央公園運動場 ☎03（3450）
6343
さい。新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっ 【締切り】開催日前日の17:00まで
ては中止になる場合もあります。

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基礎基本クラス：12/8・15・22・29
（毎火）
16:00～17:00（60分レッスン）
②スキルアップクラス：12/10・17・24（毎木）
16:30～17:30（60分レッスン）
【会 場】アクアフィールド芝公園
【講 師】立川・府中アスレティックFCスタッフ
赤坂隆史（JFA公認B級コーチ）
【対 象】①港区在住・在学（優先）
の小学1～4年生
②港区在住・在学（優先）
の小学3～6年生の
【種 目】男女別シングルス・ダブルス（詳細は要項を参照）
曜日
クラス（予定）
フットサル・サッカー経験者
【日 時】1/10（日）9:30～17:45
【定 員】①、②各15人（先着順）
火曜成人 9:30～11:30
【会 場】港区スポーツセンター ５階サブアリーナ、８階 競技場3
火曜日
健康増進 9:30～11:30
【費 用】①、②共に利用日当日に各1,500円
【対 象】港区在住・在学の小・中・高校生
日本泳法 9:30～11:30
【締切り】開催日前日の17:00まで
【定 員】各種目ごとに定員が異なりますので、詳細は要項を参照
エンジョイクラスの個サルです。集まった方々で試合 【申込み・問合せ】アクアフィールド芝公園
子供教室B 15:35～16:35
【費 用】無料
水曜日
を行います。ミニレッスンもあり。
子供教室C 16:45～17:45
☎03（5733）
0575
【申込み】申込用紙（要項とともに港区スポーツセン
【日 時】12/11・18・25（毎金）
9:00～11:00
木曜日
木曜成人 9:30～11:30
ター内 港区体育協会にあります）に必要事
【会 場】芝浦中央公園運動場
子供教室D 15:35～16:35
項を明記のうえ、郵送またはメールにてお
【講 師】大島旺洋選手（バルドラール浦安所属）
金曜日
子供教室E 16:45～17:45
送りください。 郵送：〒105-0023 港区
【対 象】港区在住・在勤・在学（優先）の男性・女性 16歳以上
成人
15:35～16:35
芝浦1-16-1 港区スポーツセンター内 (一
【定 員】15人（先着順）
【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）
財)港区体育協会事務局 港区卓球連盟宛
【費 用】利用日当日に1,000円
【定 員】30人（予定）
Eメール：minatopinpon@jcom.zaq.ne.jp
【締切り】開催日前日の17:00まで
【対
象】
港区在住・在勤・在学者
（在勤者のお子さま
【締切り】12/10（木）必着
【申込み・問合せ】
芝浦中央公園運動場 ☎03（3450）
6343
は対象外）
、
健康に問題ない方
【問合せ】☎080（5419）
1767（福島）
【問合せ】港区水泳協会 ☎080（4334）2513（13:00～18:00）
［主催］
︵一財︶港区体育協会、
︵公財︶東京都体育協会、東京都
HP：https://minatosui-sc.com/
［主管］
港区卓球連盟

スポーツ・健康

ジュニア卓球大会

水泳教室Ⅲ期（1月～3月）
の
開催予定について

個サル ～現役選手にワンポイント
アドバイスがもらえる～

イベント

港区スキー連盟 スキー教室

楽しくスキー教室でレベルＵＰしましょう！
【日 時】1/22（金）
～1/24（日）
【会 場】北海道 サホロスキー場
【講 師】港区スキー連盟指導員（SAJ公認指導員）
【対 象】港区在住・在勤・在学で高校生以上
【定 員】30人（先着順） 【費 用】
70,000円
【申込み】Eメールまたはハガキに①参加会場②住所③
氏名（ふりがな）
④性別⑤生年月日（西暦）
⑥当
日の連絡番号（携帯電話番号）
を明記のうえ、
港区スキー連盟スキー教室事務局へお申込み
ください。※現在、
Go To トラベル申請中です。
費用が変更となる可能性があります。※詳細
等は港区スキー連盟ホームページを参照願い
ます。 http://ski-port.com/
※各イベントに記載のある終演時刻は、すべて予定です。

第4期フィットネスプログラム
受講者大募集!!

ボクシング・ヨガ・ピラティス・気功など多彩なプロ
ブラムをご用意いたしております。
【日 時】1月上旬より順次開始
【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
【講 師】お問合せください。
【対 象】18歳以上
【定 員】
30人（抽せん）
【費 用】7,200円（各クラス10回分）※一部違うクラスもあります。
【申込み】電話または直接受付へ
【締切り】12/11（金）
必着
【問合せ】健康増進センター ヘルシーナ ☎03（5413）2717
https://www.momohanokai.jp/minato-kenkozoshin/
【その他】各クラス定員を超えた場合は抽せんとなります。
［主催］健康増進センター ヘルシーナ

メメント・モリ～死を想え～
アクアフィールド芝公園
キッズフットサルスクール（2～6歳） 今を生きるということ
メメント・モリは死を想えというラテン語。死を想

保護者様と一緒にご参加いただけます。みんなでボー
ルを使う楽しい運動ができる教室です。
【日 時】①2～3歳：12/9・16・23・30（毎水）
15:00～15:50（50分レッスン）
②4～6歳：12/10・17・24（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・在勤（優先）
の保護者様と
2～3歳のお子さま
②港区在住・在勤（優先）
の保護者様と
4～6歳のお子さま
【定 員】①各15人 ②各20人（先着順）
【費 用】①、②共に利用日当日に各1,500円
【締切り】開催日前日の17:00まで
【申込み・問合せ】アクアフィールド芝公園 ☎03（5733）0575

うと生をイキイキさせることにつながる。
【日 時】1/16（土）
13:30～15:00（13:15開場）
【会 場】高輪区民センター 展示ギャラリー
【講 師】占部まり 内科医、日本メメント・モリ協会
代表理事、宇沢国際学館代表取締役
【対 象】どなたでも ※未就学児の入場はご遠慮ください。
【定 員】会場26人、Zoom 50人（先着順）
【費 用】無料
【申込み】一般社団法人日本クールシニア推進機構
☎03（5444）
2273
申込ページ：https://piiece08.peatix.com
【締切り】1/14（木）
17:00 必着
【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］
（一社）
日本クールシニア推進機構

2020年12月号

高輪区民センター

12/14（月）

生涯学習センター（ばるーん）

12/21（月）

青山生涯学習館

12/14（月）

健康増進センター
（ヘルシーナ） 12/20（日）
※上記の施設も含めて、
港区のすべての区有施設は、
12/29（火）
から1/3（日）
まで休館になります。

気投合した﹁ママ友﹂でした︒

12/20（日）

La Gemma（ラ・ジェンマ）
幼稚園、小学校で出会った母親仲間である、ソ
プラノ歌手・宮崎千恵（写真左）、ピアニスト・
河野あゆみ、ナレーター・金城泰子（写真右）の
3 人を中心とした音楽集団。特別養護老人ホー
ム白金の森や東京大学医科学研究所附属病院
でのボランティアコンサートをはじめ、港区内
で精力的に活動。
「ラ・ジェンマ」とはイタリア
語で「宝石・大切なもの」という意味。

新春、若きラガー達の魂を燃やす熱い戦いを応援して
ラグビーの素晴らしさを体感しよう！

ラグビーのあの感動を忘れない！待ち遠しかったトップリーグ2021の開幕。
熱い戦い、チームプレーの歓喜を体感しよう！

各試合 50 組 100 名様 ご招待！

【会 場】国立競技場
【対 象】港区在住・在勤・在学者
【定 員】100組200名（抽せん） 【費 用】無料
【申込み】Eメールまたはハガキ、FAXにて①郵便番号・住所②氏名（フリガナ）
③年齢
④性別⑤電話番号⑥在勤者は会社名・所在地、在学者は学校名の6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「港区民
ラグビー応援プログラム」
係まで。 FAX 03（5775）
5034
Eメール：minatoinfo@rugby-japan.or.jp
件名「港区民ラグビー応援プログラム」
を明記のこと。
【締切り】1/5（火）
必着
【問合せ】＜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 港区スポーツまちづくり担当
☎03（3401）
3289（受付10:00〜17:00火曜定休）
Eメール：minatoinfo@rugby-japan.or.jp
【その他】当選は1/8（金）決定。当選メールの送信、当選ハガキの発送をもって発表
にかえさせていただきます。
他者への当選権譲渡は固く禁じております。

【日 時】①1/2（土）
大学選手権・準決勝（12:20キックオフ）
②1/11（月・祝）
同・決勝（13:15キックオフ）
【会 場】①秩父宮ラグビー場 ②会場未定
【対 象】港区在住・在勤・在学者
【定 員】各50組100名（抽せん）
【費 用】無料
【申込み】Eメールまたはハガキ、FAXにて①郵便番号・住所②氏名（フリ
ガナ）
③年齢④性別⑤電話番号⑥在勤者は会社名・所在地、在学
者は学校名⑦観戦希望日（①1/2（土）②1/11（月・祝）
のいず
れか1日）
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
「Kissポート全国大学ラグビー選手権チケットプレゼント」
係まで。 FAX 03（5775）
5034
Eメール：minatoinfo@rugby-japan.or.jp
件名
「Kissポート全国大学ラグビー選手権チケットプレゼント」
を明記のこと。
【締切り】12/20（日）
必着
【問合せ】＜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 港区スポーツまちづくり担当
☎03（3401）
3289（受付10:00〜17:00火曜定休）
Eメール：minatoinfo@rugby-japan.or.jp
【その他】当選は12/24（木）
決定。
当選メールの送信、当選ハガキの発送をもって発表にかえさせ
ていただきます。

［共催］Kissポート財団、
（公財）
日本ラグビーフットボール協会

［共催］
Kissポート財団、
（公財）
日本ラグビーフットボール協会

東芝
NTT
ブレイブ VS. コミュニケーションズ
ルーパス
シャイニングアークス

第６期 Kissポート スポーツボランティア スタッフ募集 !!

日にち

赤坂区民センター

音楽に触れる機会の少ない
子どもや高齢者に音楽を届けたい

12月施設休館日
のお知らせ

ラ・ジェンマは 港 区 内 の 各 所 で︑子

どもや高齢者が気軽に参加できるコン

養護老人ホーム白金の森と東京大学医

サートを開いています︒なかでも特別

科学研究所附属病院でのボランティア

コンサートは毎 年開 催︒地域に貢 献す

2020年 に はKissポ ー ト 財 団 に

る 活 動 を 続 け て き た 実 績 が 認 め ら れ︑

術 の 力 で 港 区 を 元 気 に！ プ ロ ジ ェ ク

よ る 文 化 プロ グ ラ ム 推 進 事 業﹁文 化 芸

赤絵式把手付香油瓶
前6世紀
高砂コレクション

「ジャパンラグビートップリーグ
2021開幕戦」ご招待！
【日 時】1/16
（キックオフ13:40）
（土）

地域と人に恵まれて

始まった音楽活動を

ずっと続けていきたい！

﹁ラ・ジェンマ﹂ソプラノ歌手

宮崎千恵さん

金城泰子さん

﹁ラ・ジェンマ﹂ナレーター

もや高齢者を対象にしたコンサートに

ラ・ジェンマのコンサートには実力

ト﹂の 助 成 対 象 に 選 ば れ ま し た︒子 ど

派の歌手から若手の演奏家まで多彩な

力 を 入 れ る 理 由 を︑宮 崎 さ ん は﹁日 ご

さんと金城泰子さん︒ふたりが出会っ

メンツが顔を揃えます︒そのほとんど

ママ友つながりから
生まれた音楽集団

たのはそれぞれの子どもが通っていた

が﹁ご縁があり︑ラ・ジェンマの活動の

に音楽を届けたいから﹂と話します︒

幼 稚 園 で し た︒
﹁私 た ち は い わ ゆ る マ

趣旨に共感してくれるメンバーばかり

ろ︑生の音 楽に触れる機会の少ない人

マ友として知り合いました︒お互いに

で す﹂と の こ と︒ふ た り と も 声 を 揃 え

音楽集団﹁ラ・ジェンマ﹂の宮崎千恵

音楽やナレーションをやっているとは

て﹁人に恵まれた﹂と語りますが︑ふた

りの人柄に惹かれ︑才能ある人々が集

つゆ知らず︑幼稚園の保護者活動で親

まってくるのでしょう︒港区で多くの

しくなったんです﹂と宮崎さん︒

宮崎さんは大学時代に声楽科で学

人々に音楽の楽しさを伝えるラ・ジェ

1/9（土）よりパナソニック汐留美術館を会場に
開催される「香りの器 高砂コレクション 展」
の
チケットを読者の皆さまの中から抽せんで5組
10名様にプレゼントします。
【開催期間】1/9（土）
〜3/21（日）
【会 場】パナソニック汐留美術館
【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今月号の面白かった記事等
⑤今後企画して欲しい記事等を明記のうえ、
〒107-0052 港区赤坂4-18-13 Kissポート財
団 事業課
「香りの器 高砂コレクション 展チケッ
トプレゼント」
係まで。
【締切り】12/15（火）
【問合せ】Kissポート財団 事業課
「香りの器 高砂コレク
ション 展チケットプレ
ゼント」
係
☎03（5770）
6837

『愛Line』 地域で活躍している人のほか、
って？
地域の活動を幅広くご紹介します。

全国大学ラグビー選手権大会
新春
（準決勝、決勝）
ご招待

港区民ラグビー応援プログラム

「香りの器 高砂コレクション 展」
チケットプレゼント

施設

年間留学して発

プレゼント

び︑その後ミラノに

※20:00頃終了予定

【会 場】赤坂区民センター 区民ホール
【チケット】入場無料・事前申込制
【申込み・問合せ】ラ・ジェンマ 代表 豊島千恵
☎ 080（1168）
3608
Eメール：lagemma1@gmail.com

声を学んだ経歴の持ち主ですが︑結婚

【日 時】12/21（月）
18:00開演（17:15開場）

ンマの活躍に注目です︒

宮崎さんが代表を務めるラ・ジェンマのコン
サートが万全なコロナウイルス感染症対策を
したうえで開かれます。楽しいお話と音楽で、
心温まるひとときをどうぞ。

後はすっかり歌から離れていたそうで

La Gemma 2020
XMAS CONCERT

す︒歌 の レ ッ ス ン を 再 開 し た の は︑子

ど も の 手 が 離 れ て き た2011年︒港

区が合唱コンサートの参加者を募集

していることを知り︑応募したことが

一方︑金城さんは子どもたちに物語

きっかけでした︒

を聞かせるストーリーテリングを

年 以 上 続 け て き ま し た︒ふ た り は︑宮

崎さんが歌を再開したことをきっか

けに︑もうひとりのメンバーでピアニ

ス ト の 河 野 あ ゆ み さ ん と と も に﹁ラ・

ジ ェ ン マ﹂を 結 成︒河 野 さ ん も︑宮 崎

さんが小学校のPTA活動を通して意

30

2
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Kissポート財団が主催するスポーツ事業を中心にお手伝いいただける「Ｋissポートスポーツボランティア」の年間登録募集を新規、継続ともに行います。
【募集人員】30人（先着順） 【費 用】無料
【応募資格】港区在住・在勤・在学の、メールアドレスをお持ちの高校生以上の方で、
講習会（2021年1月16日（土）午後）に必ず参加できる方。現在登録済
みのスタッフの方も継続の方は必ずご出席ください。
【活動内容】Kissポート財団が主催するスポーツ関連事業に関する活動（受付、誘導
整理、設営撤去、会場案内など）
【活動場所】屋内外、港区スポーツセンター、スポーツ関連施設 ほか
【活動時間】事業内容により異なります。
【活動登録期間】2021年4月〜2022年3月

【講習会】2021年1月16日（土）
午後 ※新規、継続とも出席必須
【申込み】メールもしくはFAXに 申込み必要事項 およびメールアドレスを明記
のうえ、Kissポート財団スポーツ事業課「スポーツボランティアスタッ
フ募集」
係まで。 HP 可
講習会の詳細は1/6（水）
以降、受講者全員にメールでお知らせします。
【締切り】1/5（火）
必着
【問合せ】スポーツ事業課 スポーツボランティア担当
☎03（5439）
6201（平日8:30〜17:15） FAX 03（5439）
6224
［協力］
日本スポーツボランティアネットワーク

※各イベントに記載のある終演時刻は、すべて予定です。

【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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2020年12月号

K

がおすすめする

Kissポート価格

おト
情報 クな
満載
！

公 演情報

12月の

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
Webチケット

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）

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

検索

※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。
※体温が37.5度以上の方、体調不良のある方は入場をご遠慮ください。

赤坂区民センター
販売中 区民ホール

※アルコール消毒、マスクの着用にご協力ください。

赤坂区民センター
新発売 区民ホ−ル

K

劇団ふぁんハウス第38回公演
「ざ・クリーンキーパー」

K

みなと毎月落語会

「柳家小三治独演会」

Kissポ−トWebチケットよりお申込みく
ださい。
※人気公演のため、インターネット予約
のみの受付となります。

高層ビルで働く個性豊かな清掃員
達が繰り広げる笑いと涙のヒュー
マンストーリー。小学生から年配
の方までお楽しみいただけます。

【日 時】2/15
（月）

【日 時】1/30
（土）
16:00開演

19:00開演
（18:30開場）

1/31（日）
14:00 開演
※開場はいずれも
開演の45分前

【出 演】平野恒雄、鈴木千秋、小山恵子、竹内街道、
Amatias ほか
【対 象】どなたでも（未就学児の入場はご遠慮ください）
【チケット】①Kissポート価格：大人2,500円
中学生1,500円 小学生無料
②一般価格：大人3,000円 中学生以下2,000円
【申込み】劇団ふぁんハウス
8663
☎& FAX 03（3559）
Eメール：info@funhouse.ne.jp
【問合せ】劇団ふぁんハウス ☎03（3559）
8663
【その他】※（目の不自由なお客様に）開演40分前に東京
メトロ赤坂見附駅改札前にガイドヘルパーが待機し、会
場までご案内します。イヤフォン付きFMラジオをご持
参いただくと、舞台上で起きていることを芝居と同時進
行で解説する「音声ガイド」
をご利用いただけます。
［主催］劇団ふぁんハウス ［特別共催］Kissポート財団

※21:00終演予定
【出 演】柳家小三治
【対 象】Web港区会員
【チケット】Kissポート価格：4,350円
（一般価格：前売り4,500円
当日5,000円）
※ 1公演につき2枚まで
（限定25枚）
【申込み】Kissポ−トWebチケット
10:00〜
【申込み期間】12/7（月）
1/7（木）
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］
（株）
立川企画
［特別共催］
Kissポート財団

赤坂区民センター
新発売 区民ホ−ル

19:00開演
（18:30開場）

※21:00終演予定
【出 演】春風亭一之輔
【対 象】Web港区会員
【チケット】Kissポート価格：3,650円
（一般価格：前売り3,800円
当日4,300円）
※ 1公演につき2枚まで
（限定25枚）
【申込み】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
【申込み期間】12/11（金）
10:00〜
1/12（火）
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］
（株）
立川企画
［特別共催］
Kissポート財団

春風亭一之輔

【日 時】12/24
（木）
・25（金）

【出 演】水谷八重子、春木由香、田口守、石原舞子 ほか
【チケット】Kissポート価格：3,500円 一般価格：4,000円
【締切り】12/15（火）
まで 当日券あり
【申込み・問合せ】水谷八重子朗読会 和泉希和
☎03（5549）
7756
FAX 03
（5549）
7757

新発売 国立劇場 大劇場

令和3年
国立劇場初春歌舞伎公演

毎年恒例の初春歌舞伎公演。
詳細はキスポート1月号でお知らせします。
お楽しみにお待ちください。
【公演日】1/23
（土）

【問合せ】Kissポート財団 事業課
☎03（5770）
6837

［主催］水谷八重子朗読新派
［特別共催］
Kissポート財団

価格表示について
「キスポート」郵送サービスのご案内

赤坂文楽♯23
文楽の名作にワカテが挑む

【日 時】2/24
※14:45終演予定
（水）
13:00開演（12:30開場）
たけもとひろ た ゆう

つるさわえん じ ろう

よし だ みの し ろう

よし だ たま よ

【出 演】竹本碩太夫、鶴澤燕二郎、吉田簑紫郎、吉田玉誉、
よし だ みの た ろう

吉田簑太郎 ほか
【演 目】人形浄瑠璃 壺阪観音霊験記 沢市内より山の段
【対 象】①Web港区会員（港区在住・在勤・在学者） ②一般
【チケット】①Kissポート価格：4,500円 ②5,000円（A席）
【発売日】①12/15（火）
10:00〜 ②12/15（火）
0:00〜
【申込み】①インターネット予約：KissポートWebチケット
電話予約：
Kissポートチケットセンター ☎03（5413）
7021
※電話予約の場合、お席は選べません。
※ KissポートWebチケットで「Web港区会員」にご登
録いただいたうえでお申込みください。
②一般予約：ofﬁce@labunraku.jp
お名前、人数、ご住所、連絡先を明記のうえ、上記メー
ルアドレスまでお申込みください。
※お席は選べません。
【問合せ】
①Kissポート財団 事業課
☎03（5770）
6837
②（一社）
日本の伝統芸能
☎03（6403）
7829
［主催］
（一社）
日本の伝統芸能
［特別共催］
Kissポート財団
［協力］
楽文楽運営委員会

Web港区会員の方向けに、コンサートやお芝居の各種チケットをお得な価格（枚数限定）で提供します。

「大つごもり」
新派の大切な演目です。時代背景を大切に
「音」
の深みもご期待ください。

［KissポートWebチケット］
にてお申込み時の注意事項

K

Kissポート財団「文化芸術の力で港区を元気に！プロジェクト」

みなと毎月落語会

【日 時】2/22
（月）

区民ホール

Web港区会員チケットお得情報

K

朗読新派 樋口一葉【大つごもり】

昼の部 14:00開演
夜の部 17:00開演
※開場は開演の30分前

新発売 赤坂区民センター

K

「春風亭一之輔独演会」

柳家小三治

販売中 赤坂区民センター 区民ホ−ル

※座席は前後左右の空いた、指定されたお席の中からお選びください。

新発売 Bunkamura オーチャードホール

DRUM TAO THE BEST LIVE
-祭響 Saikyo-

地球上のコロナ感染の終息を願い、TAO27年間の集大成とした
「原点回帰」
の作品。人間TAOと楽器だけの漆黒の世界。
【日 時】①1/12
（火）19:00開演（18:15開場）

②1/13（水）19:00開演（18:15開場）

【出 演】DRUM TAO
【対 象】Web港区会員限定 ※6歳以上
【チケット】S席：7,830円（一般価格：8,700円）
※各公演限定６枚（お一人様2枚まで）
【申込み期間】12/8（火）
10:00〜12/16（水）
23:59（先着順）
【申込み】KissポートWebチケット
【問合せ】チケット予約に関して：Kissポートチケットセンター ☎03（5413）
7021
公演に関して：
（株）
サンライズプロモーション東京 ☎0570（00）
3337
※感染症予防対策の都合上、お座席が離れる場合がございます。
※ Webからの申込み、クレジットカードによるお支払限定とさせていただきます。
※開場／開演時間は変更になる可能性がございます。ご来場前には公式HPより最新情報をご
確認ください。http://www.drum-tao.com/

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。電話予約の場合、お席は選べません。

本誌に掲載の価格は、特に注釈のないものはすべて税込価格となります。
港区コミュニティ情報誌「キスポート」
の郵送サービスを行っております。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）
【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。

