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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）

2月5日（金）
発行

港区探訪◎港区 祈りの聖地 今昔STORY

第5回

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

芝東照宮

Kiss ポート財団ホームページ

https://www.kissport.or.jp

今後のイベントおよび施設の利用について
本誌２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。また、
感染状況により、延期・中止になる場合があります。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。

みなとアートナビ

https://www.minato-artnavi.jp

Facebook ページ

https://www.facebook.com/kissport

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

次号3月号は3月5日（金）
発行予定

新型コロナウイルス感染症に対するKissポート財団の取り組み
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、文化芸術活動の場や鑑賞の機会を失った方々に向けて、Kissポート財団はさまざまな取り組みを行っています。
◆

みなとシネマフェスティバル ◆

◆

WEBでみなと区民まつり ◆

大規模イベントの中止が相次ぐ中、第33回東京国際映画祭は、昨年秋に無事開催する
ことができました。街ぐるみで映画祭を応援する組織「みなと委員会」の事務局である
Kissポート財団は、映画祭開催に合わせて、区民センター等区有施設を会場として、無
料の上映会「みなとシネマフェスティバル」を開催しました。今年度のテーマは「映画
をチカラに！」
。観ると元気になる作品、チカラが湧いてくる作品を9本上映しました。
その半数は、目や耳の不自由な方や高齢の方にもお楽しみいただけるよう、音声ガイド
や日本語字幕付きの「バリアフリー対応」作品です。入場時には検温と手指消毒、座席
は間隔を空けて、会場内では感染防止喚起のアナウンスとイラストをスクリーンに投影
する等、安全対策を講じました。各回、ほぼ定員に達するほどの盛況ぶり。
「コロナ禍
でも実施してくれてありがとう」
「安心して映画を楽しめました」
等のうれしいお声をいただきました。

2019、2020年のみなと区民まつりに参加を予
定していた団体のうち、ステージ・パレード出
演団体を対象に、赤坂区民センター 区民ホール
にて、動画を撮影しました。撮影当日は、密に
ならないよう楽屋や更衣室を分散し、撮影後は
毎回場内の換気とステージや機材の消毒を行い
ました。そのほかにも
「WEBでみなと区民まつり」
には、団体の日頃の活動の成果が詰まった楽し
い動画が盛りだくさんです。Kissポート財団HP
をぜひご覧ください。

音声ガイドや字幕を利用するための機器を貸し出しました。

ステージの消毒風景

◆

助成金プロジェクト ◆

Kissポート財団は、新型コロナウイルス感染症の影
響を受けている港区の文化芸術関連の団体や大学
生を応援しています。活動の場や発表の機会を失っ
た団体を対象に、
「文化芸術の力で港区を元気に！プ
ロジェクト」事業を実施し、10団体に50万円を上限
とした助成金の交付を決定しました。また、
「大学生
がつなぐ未来の音楽」をテーマに、音楽活動が制限
されている学生を対象に、演奏風景の動画を募集し、
12月にその動画をYouTubeのKissポート財団 公式
チャンネルで公開しました。応募した学生には助成
金を支給し、
視聴回数が最も多いグループを
「優秀賞」
として決定しました。詳しくは、
６頁をご覧ください。

Kissポート財団は、上記のほかにも、オンラインでの区民大学やプログラミング講座、ヨガやストレッチ教室等の健康事業を実施しています。また２月27日から開催される区内
初の「MINATO ONLINE RUN&WALK 2021」
は、オンラインを使った新しいラン＆ウォークをお楽しみいただけるイベントです。詳しくは６頁をご覧ください。
【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

【発行部数】
130,000部
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港区 祈りの聖地
ストーリー

第5 回

芝東照宮

家康の武運に
あやかれる!?
勝守。

家康の等身大像をご神体とするパワースポット
社殿の奥には、ご神体である寿像が鎮座しています。寿像は通常非公開ですが、年に一度、家康の命日である4月
17日のみ御開帳されます。

全国でも四大東照宮に数えられる芝東照宮。境内には樹齢370年を超えるイチョウ
がそびえ、隣接する区立芝公園の自然とともに四季折々の景色を楽しめます。

60歳の家康の姿を彫刻した
坐像が見守る神社
増上寺の北側、芝公園の一角に鎮座する芝東照宮は、
豊かな緑に囲まれたまさに都心のオアシスです。「東
照宮」とは、東照宮大権現の神号を授けられた徳川家康
を祀る神社のこと。全国に数多くある東照宮のなかでも、
芝東照宮は日光・上野・久能山とならんで四大東照宮
のひとつとされています。もともとは家康の死の翌年に、
徳川家の菩提寺である増上寺の境内に「安国殿」として
創建されましたが、明治初期の神仏分離により増上寺
から分かれ、芝東照宮と呼ばれるようになりました。
じゅ ぞう

ご神体は家康の等身大の寿像です。この像は家康が
（上）現在の参道と鳥居。静謐な
空気が漂っています。（左下）
明
治後期にあたる1911年に撮影
された参道と鳥居。この写真に
写る鳥居は戦災により焼失しま
した。（港区立郷土歴史館所蔵）

還暦を迎えた記念に自ら命じて作らせたもので、
当初は、
す ん ぷ じょう

家康が隠居の場としていた静岡県の駿府城に置かれて
いました。1616年に家康が75歳で亡くなると、
「像を
増上寺に鎮座させ、永世国家を守護なさん」という遺言
に沿って寿像は駿府から江戸の増上寺に移され、やが

大イチョウは東京都の文化財保護条例に基づき、天然記念
物に指定されています。

て芝東照宮の本殿に安置されることとなりました。

戦災や災害を乗り越え今に残る
寿像と大イチョウ
芝東照宮の社殿は、江戸初期の1633年に建て替え
られたものが昭和まで維持されていましたが、1945
年の戦災により焼失。かろうじて焼失を免れた寿像は
1963年に東京都重要文化財に指定されています。そ
の後、1969年に現在の社殿が再建されました。境内
にそびえる公孫樹（イチョウ）は、1641年に3代将軍徳
川家光が手植えしたと伝えられるもの。現在は高さ約
21.5m、幹の周囲約6.5mの巨木となり、夏には豊かな
葉をしげらせ秋には黄色く色づいて、参拝者の目を楽

近年、人気となっている御
朱印（初穂料500円）。芝東
照宮の御朱印には、日光杉
並木の古材から作られた「芝
東照宮道中安寧守」が付い
てきます。

よく見るとハート形の装
飾が。これはイノシシの
目を模した「猪目」と呼
ばれ、古来から魔除けの
ために用いられているモ
チーフだそうです。

（左）赤と白のコントラストが鮮やかな現在の社殿。
（右）社殿入口の両脇に
は、徳川家の家紋である三つ葉葵をあしらった提灯が。

しませてくれます。
また、芝東照宮の隣に広がる「銀世界」と呼ばれる梅

芝公園梅まつり

林では、梅の花が見ごろを迎える2月中旬に、毎年恒例
の「芝公園梅まつり」が開催される予定です。
生命の言葉

（神社庁より）

人の一生は重荷を背負うて
遠き道を行くが如し
いそぐべからず

徳川家康

芝東照宮：港区芝公園4-8-10

【広

（左）境内には、江戸時代に作られた
石燈籠も。そのたたずまいに長い年
月の流れを感じます。（右）芝東照宮
の南側に設けられたデッキは、隣接
する梅林「銀世界」へと続いています。

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。

2021年2月19日（金）
・20日（土）
に「芝公園梅まつり」が開催
予定。野点茶会や筝の演奏などが楽しめます。

2021年2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

スポーツ

健 康

文 化

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
事業が、延期・中止になる場合があります。

共通

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）

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

講 座

ウェルカム“プレイスポーツ”

健 康

1

3月「リフレッシュヨガ」
ヨガのポーズと深い呼吸で、
疲れたカラダとココロをリフレッシュ !!

4

講 座

HP 【日 時】3/13（土）10:00〜11:30
【会 場】東麻布区民協働スペース 体育館
【講 師】TAC講師（武内綺梨子・永井 均）
【対 象】港区在住・在勤・在学で18歳以上の方
【定 員】15人（先着順）
【費 用】無料
【申込み】Kissポート財団HPからお申込みください。
【締切り】2/25（木）
【用意するもの】
マスク、運動できる服装、上履き用運動靴、
タオル、飲み物、
マット等を拭く布、
お持ちの方はヨガマット
【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。
【問合せ】Kissポート財団
Kissポート財団 事業課
☎03（5770）
6837

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

5

俳句入門講座

かつて「海上の眺望絶佳なり」
といわれた芝浦の風景や歴史を
HP 古写真や古地図から学び、俳句を詠んでみましょう。
〒

【日 時】3/5（金）18:00〜19:30
場】伝統文化交流館
【講 師】岸本尚毅（俳人）
【対 象】港区在住・在勤・在学の中学生以上
【定 員】25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 と講座名
を明記のうえ、〒105-0023 港区芝浦１-11-15
伝統文化交流館「俳句」
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】2/22（月）
必着
【問合せ】伝統文化交流館
☎03（3455）
8451 FAX 03（3455）
8453

FAX 【会

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。

第15回協働参画事業「ばるーん文化体験講座」

「FPによるライフプラン作成
の重要ポイント」

芝浦の歴史と風景を
詠んでみよう

社会環境の変化や個人および家族の価
HP 値観であるライフデザインも多様化し
〒 ています。家計の視点からライフプラン
の考え方をお伝えします。
FAX

【日 時】3/17（水）19:00〜20:30
【会 場】生涯学習センター（ばるーん） 305学習室
【講 師】ばるーん活動団体FP実務13期
【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
「ライフプラン」
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】3/4（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

※各イベントに記載のある終演時刻は、すべて予定です。

高輪ゲートウェイ
品川

台場区民センター
7 8 14

「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

ばるーんゼミナール教養編

Zoomで始める
オンライン会議 初心者編・初級者編

初級者編 3/12（金）19:00〜21:00
【内 容】 Zoomは使ったことはあるが、操作に不慣れな方向け
生涯学習センター（ばるーん） 305学習室

【会 場】 またはオンライン参加

20人（来所） オンライン参加20人

【定 員】 応募者多数の場合、抽せん
【費 用】 来所500円 オンライン参加は無料
【講 師】NPO法人チューニング・フォー・ザ・フューチャー
代表理事 手塚佳代子 ほか
【対 象】港区在住・在勤・在学者
【申込み】ハガキまたはFAXに 申込み必要事項 と希望日及び
参加方法を明記のうえ、
〒105-0004 港区新橋3-16-3 生涯学習センター
「Zoom」
係まで。 HP 可
【締切り】2/25（木）必着
【その他】機材の貸し出しはありませんので、ご自身のスマー
トフォン、タブレット、パソコンなどを利用してい
ただきます。
【問合せ】生涯学習センター（ばるーん）
☎03（3431）
1606 FAX 03（3431）
1619

障害者の表現活動について、コロナ禍の影響や、
そこから見えてきた新たな可能性を、専門家
や障害のある俳優が語ります。

講 座

講 座

2

10 17 23

体 験
7

体 験

文 文
化 化

2 13 20

芝浦港南区民センター

話題のオンライン会議システム「Zoom」
をこれから始めてみ
HP たい方にうってつけの講座です。
〒
【日 時】
FAX
初心者編 3/5（金）19:00〜21:00
【内 容】 PC操作はできるがZoomを使ったことのない方向け
【会 場】 生涯学習センター（ばるーん） 305学習室
【定 員】 20人（来所のみ） 応募者多数の場合、抽せん
【費 用】 500円

オリンピック・パラリンピック企画

長津結一郎
〒 【日 時】3/16（火）19:00〜20:30
FAX 【会 場】生涯学習センター（ばるーん） 101学習室
【講 師】長津結一郎（九州大学大学院芸術工学研究院助教）
廣田 渓（俳優）
、里村 歩（俳優）
※廣田講師・里村講師はオンライン出演の予定です。
【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
「オリパラ」
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】3/4（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

伝統文化交流館

田町

6

「コロナ禍からの新たな表現活動」

HP

4 5 6 11 12

東麻布区民協働
スペース 1

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

【日 時】3/11（木）10:30〜12:00
【会 場】青山生涯学習館
２階レクリエーションホール
【講 師】今泉善雄
色絵雪花墨色墨はじき
四季花文花瓶
（有限会社今右衛門陶舗
十四代 今泉今右衛門作
代表取締役）
【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、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4-197 青山生涯学習館「今右衛門」
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】2/25（木）
必着
【問合せ】青山生涯学習館
☎03（3470）
4584 FAX 03（3470）
0856

生涯学習センター

東京タワー
浜松町

六本木ヒルズ

お申し込み方法

鍋島藩の御用赤絵師として鍋島の品格
HP と格式を守り、今日まで最高の色絵磁器
〒 を創作している今右衛門窯。その歴史と
FAX 魅力を学んでいただけます。

新橋

東京
ミッドタウン

青山霊園

会場の場所：マップ上にある
番号と連動しています。

「重要無形文化財〜今右衛門・
色鍋島の逸品を愉しむ〜」

お申込みの際は、
P3の 申込み必要事項 をご確認ください。

3

「今月の募集」
の使い方

今右衛門連携講座

赤坂区民センター
15 18 19 21 22

青山生涯学習館

講 座

健 康

3

東宮御所・
赤坂御用地・迎賓館

スポーツ

申込み必要事項

今
月
の
募
集
会
場
マ
ッ
プ

３

台場区民センター

「サークル体験入会ウィーク」
サークルの見学・体験大歓迎!!

台場区民センターで活動している
直 団体が活動内容を公開します。始
めてみたいけれど…と迷っている
貴方、見学・体験にいらっしゃい
ませんか？
【日 時】2/16（火）
〜19（金）
日にち

「団体名」 活動内容

時間（対象）

会場

2/16
（火）

「レイ・プロジェクト」
フラ

10:30〜11:30
（ママフラ）

和室

2/17
（水）

「Aloha Rainbow」
ウクレレ

2/18
（木）

「マヒナポエポエ」
フラ

10:30〜12:00
（どなたでも）

和室

2/19
（金）

「お台場キッズダンス
MEGJAM」
キッズダンス

15:00〜19:00
（年少〜中学生）

ホール

10:00〜11:30（大人）
13:30〜15:00（大人）
和室
15:30〜16:30（キッズ）
18:30〜20:00（大人）

【会 場】台場区民センター
【対 象】どなたでも
【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
➡次のページにつづく。

４

2021年2月号

今月の 募集

『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
FAX どを使ったマジックを楽しく体験して習得し、
Ｅ ご家族やお友達に披露してみませんか？

［主催］
港マジック同好会 ［共催］
台場区民センター

おうちでみんなで
「ベビーマッサージ＆ベビーヨガ」教室

体 験

9

オンライン実施テストモニター募集
当講座は「Zoom」による開催を企画中です。ご
自宅でテスト開催にご参加していただき、アンケー
ト等にご協力いただけるご家族を募集します。

HP

【日 時】3/12（金）14:00〜16:00
【会 場】生涯学習センター（ばるーん） 101学習室
HP
【講 師】清水軍治（港区童謡唱歌の会） ほか
〒 【対 象】港区在住・在勤・在学者 【定 員】30人（抽せん）
FAX 【費 用】500円（うちドリンク代300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
「うたごえ喫茶」
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】2/25（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
13

あざ ぶ こう が どう

お いえりゅうこうどうあざ ぶ かい

【講 師】山田眞裕（麻布香雅堂）
、御家流香道麻布会
【対 象】どなたでも（初心者歓迎）
【定 員】10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】2,500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
「桜香」
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】2/25（木）
必着
【問合せ】芝浦港南区民センター
☎03（3769）
8864 FAX 03（3798）
4553

時】3/6（土）13:30〜16:00
【会 場】生涯学習センター（ばるーん） 305学習室
【講 師】大工原智子
【対 象】港区在住・在勤・在学・外国籍の方
【定 員】20人（先着順）
【費 用】500円
【申込み】電話でお申込みください。
【締切り】3/5（金）
必着
【問合せ】港ユネスコ協会
☎03（3434）
2300（火〜金 10:00〜17:00）
［主催］
港ユネスコ協会 ［特別共催］
［共催］
港区教育委員会
［協力］
生涯学習センター

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、一般公開で
はなく、出演者、主催関係者のみで収録を行います。
収録した演奏はKissポート財団公式チャンネル（YouTube）に
アップして、視聴者の皆さまの投票（いいネ！数とアンケート
の集計）により観客賞を決定いたします。多くの方からの視
聴・投票をお待ちしております。

サークル発表会＆利用者
交流会

【収録日】2/27（土）
・28（日）
【会 場】赤坂区民センター 区民ホール
【配信期間】3/12（金）
〜26（金）
（予定）
【問合せ】Kissポート財団 事業課 ☎03（5770）
6837

赤坂区民センター
令和2年度「避難訓練コンサート」

La Gemmaコンサート

〜武蔵野音楽大学 大学生・大学院生によるコンサート〜

１月16日にリーブラホールで行われたコンサート映像をKiss
ポートチャンネルで無料公開します。ぜひご覧ください。
〜3/15（月）
☎ 【公開期間】2/15（月）

【視聴方法】Kissポート財団ホームページから
YouTube動画をご覧ください。
【出 演】武蔵野音楽大学学生
【曲 目】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
【問合せ】Kissポート財団 事業課
☎03（5770）
6837
Web KissポートWebチケット

音楽のさんぽ道

〜０歳からのコンサート〜

0歳からのお子さまと一緒に楽しむ
気軽なコンサートです。ピアノで紡
HP ぐ音楽の、あたたかな世界をお楽し
みください。
☎

YouTube 音楽のさんぽ道

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
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Kissポート財団公式
YouTubeチャンネル

【日 時】3/3（水）
14:00開演（13:30開場）
※15:00終演予定
【会 場】赤坂区民センター 区民ホール
【出 演】東京藝術大学大学生
【曲 目】リスト／愛の夢 第３番、
ショパン／英雄ポロネーズ op.53 ほか
【対 象】どなたでも
【定 員】200人（先着順）
【チケット】無料
【申込み】電話またはKissポート財団HPからお申込みください。
【締切り】定員になり次第
【問合せ】赤坂区民センター ☎03（5413）
2711

20

鑑 賞

☎ 【日

台場区民センター

【日 時】2/14（日）
14:00開演（13:30開場）
※16:00終演予定
【会 場】赤坂区民センター 区民ホール
【出 演】滝田美智子（二十五絃箏）
、
田尻かをり
（ヴァイオリン）
、
中島真理（チェロ）
、木田和寿（テノール）
、
宮崎千恵（ソプラノ）
、河野あゆみ（ピアノ）
、
金城泰子（ナレーション）
【曲 目】宵待草、故郷、錦木によせて、早春賦 ほか
【対 象】どなたでも
【定 員】200人（要予約） 【チケット】無料（全席自由）
【申込み】要予約。
Kissポート財団HPまたは電話でお申込みください。
【問合せ】赤坂区民センター ☎03（5413）
2711
【その他】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。
16

みなとバンドフェスティバル2021
ONLINE
♪アマチュアバンドの祭典＜13回目＞
今年はインターネットで開催！

港区内を中心に活躍されている
「ラ・
ジェンマ」の皆さんによる音楽会。
HP
避難体験を行いながら、災害への
☎ 備えも学びましょう。二十五絃箏
とヴァイオリン、チェロの共演と唄
で心温まるひと時を…。

鑑 賞

風呂敷の歴史・文化の説明
講師によるデモンストレーション
風呂敷の利用方法実習

18

【日 時】2/13（土）
14:00開演（13:30開場）
※17:00終演予定
【会 場】台場区民センター 区民ホール
【出 演】お台場キッズダンスMEGJAM、マヒナポエポエ、
レイ・プロジェクト、モアナ・フラ
【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

日本の伝統文化「風呂敷」

体 験

11

【日 時】2/28（日）
14:00開演（13:30開場）
※15:00終演予定
【会 場】芝浦港南区民センター 区民ホール
※駐車場はございません。
【出 演】武蔵野音楽大学大学院生、学生
（ピアノ、オーボエ、ヴァイオリン、ソプラノ）
【曲 目】
「ふるさとの四季」
より 源田俊一郎編曲
「子犬のワルツ」
ショパン作曲
「パプリカ」
米津玄師作詞・作曲
「花は咲く」
岩井俊二作詞、菅野よう子作曲
【定 員】70人（先着順）
【チケット】無料
【申込み】要予約。電話または窓口で代表者の 申込み必要事項
に加えて、参加予定者全員の氏名・連絡先をお知らせ
ください。
【締切り】2/14（日）17:00まで
※ただし定員に達し次第締切ります。
【問合せ】芝浦港南区民センター
☎03（3769）
8864 FAX 03（3798）
4553
【その他】密を避けるために、
予め座席を指定させていただきます。
また、新型コロナウイルス感染状況により中止とな
る場合もございます。ご了承ください。

鑑 賞

やま だ まさひろ

〜０歳からのコンサート〜

［主催］芝浦港南区民センター

台場区民センターで活動している
直 団体がステージで発表します。
遊びに来てください。
発表会参加団体のサークル体験会
も翌週開催します。お楽しみに！

15

音楽のさんぽ道

０歳からの小さなお子さまも入場できる親子向けコンサートです。
一緒に歌える♪手拍子できる♪０歳からの小さなお子さまか
ら大人まで、ご家族お揃いでお楽しみください。

鑑 賞

14

鑑 賞

時】3/6（土）14:00〜1５:30
【会 場】芝浦港南区民センター 第1・2集会室

狂言にふれてみよう！

鑑 賞

体 験

FAX 【日

親子ワークショップ

HP 【日 時】3/21（日）10:30〜11:30
〒 【会 場】伝統文化交流館
FAX 【講 師】小梶直人、吉田信海（狂言方大蔵流能楽師）
【対 象】港区在住・在学の小学生のお子さまとその保護者
【定 員】10組（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、〒105-0023 港区芝浦１-11-15 伝統文
化交流館「狂言」
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】3/4（木）
必着
【問合せ】伝統文化交流館
☎03（3455）
8451 FAX 03（3455）
8453

『和のこころ』
香道であそぶ
四季 〜桜香〜

〒

☎

650年前から受け継がれる日本最古の“お笑い劇”である狂言。
その独特な動きや言い回しを楽しみながら体験してみましょう。

10

「桜散る木の下風は寒からで空に知られぬ雪ぞ降りける」を
証歌とする組香主体の体験香席。香りを通して春の訪れを
感じてみませんか？

17

飲み物を片手に、
懐かしい童謡や唱歌、
フォー
クソング等を皆で楽しく歌いましょう。

鑑 賞

【日 時】2/28（日）10:30〜11:30（予定）
講座内容は30分程度。講座前後に、
音声や画像の確認、アンケート等に
ご協力いただきます。
【会 場】ご自宅（PC・タブレット等）
【講 師】三上悦子（ベビーマッサージ協会認定講師）
【対 象】港区在住・在勤の保護者（父親・母親・祖父母）
と
3か月〜2歳のお子さま
【定 員】5組（先着順）
【費 用】無料（各ご家庭でかかる通信費はご負担ください）
【申込み】Zoomに接続する環境やツールがあるご家庭。
申込み必要事項 と参加するお子さまのお名前と月齢を
明記のうえ、Kissポート財団HPからお申込みください。
【締切り】2/24（水） ※定員になり次第締切り
【問合せ】台場区民センター
☎03（5500）
2355 FAX 03（5500）
2367
【その他】オンラインZoomの参加方法は、お申込み後、ご参加
いただく方に直接ご案内いたします。Kissポート財
団から届くメールが受信できるようにご設定ください。

うたごえ喫茶

体 験

【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】FAX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1回の申込みは締切りました。
第2回：2/17（水）
【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
【その他】本事業は、
コミュニティ・カレッジの台場区民センター
企画として採用された事業です。

12

鑑 賞

令和2年度 台場区民センターコミュニティ・カレッジ

体 験

体 験

8

申込み必要事項は P.3 の上部をご参照ください。

開館記念イベント

伝統文化の宴

港区立伝統文化交流館の開館記念イベントを開催いたします。
伝統文化講演と祝賀演舞をお楽しみください。

HP 【日 時】3/7（日）15:30〜17:30
〒 【会 場】伝統文化交流館
FAX 【出 演】赤坂芸者衆、氷川まりこ（伝統文化ジャーナリスト）
【対 象】港区在住・在勤・在学で高校生以上の方
【定 員】40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、
〒105-0023 港区芝浦１-11-15 伝統文化交流
館「開館記念」
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】2/22（月）
必着
【問合せ】伝統文化交流館
☎03（3455）
8451 FAX 03（3455）
8453

〒 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

2021年2月号

☎ 【日

時】3/25（木）13:00開演（12:30開場）※14:00終演予定
【会 場】赤坂区民センター 区民ホール
【出 演】ヴァイオリン：田尻かをり、山中香林、岡田知子
ピアノ：鈴木礼子 テノール：木田和寿
ソプラノ：宮崎千恵 ナレーション：金城泰子
【曲 目】パプリカ、さくら、ドレミの歌 ほか
【対 象】どなたでも
【定 員】170人（先着順）・要予約
【チケット】無料・全席自由席（一席おき）
・おひざの上以外のお
子さまはお席を予約してください。
【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
【申込期間】2/5（金）
10:00〜3/20（土・祝）
23:59
【その他】授乳室・ベビーカー置場あり
【問合せ】Kissポート財団 事業課 ☎03（5770）
6837

ルーマニア国際音楽コンクールジュニア版

〜第4回赤坂ジュニア
音楽コンクール〜
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地区予選を勝ちぬいた年中から中学２年生
直 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】3/29（月）
本選 11:15開演
3/30（火）
本選 10:00開演
開場は開演の30分前
青島広志Ⓒ学研
※地方予選通過者の人数により
29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】200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

イタリアの歴史・文化展

海外に行けない今だから
美しいイタリアの街の写真展やベネツィア発祥のビーズフラワー実物展示。
また、2/19（金）のみ区民ホールにてイベント開催。
【日 時】2/17（水）
〜24（水） 休館日：2/21（日）
13:00〜17:00 区民ホール
【会 場】赤坂区民センター 3階ホワイエ ※2/19（金）
で、NHKラジオイタリア語講座の講師によるトークショーや、解説付きミニ・オペラセミナーを開催します。
【対 象】どなたでも 【チケット】 無料 【申込み】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
【その他】新型コロナウイルス感染症の追跡連絡用として入場時にお客様情報記載のご協力をお願いいたします。

芝浦港南フリーマーケット
出店者募集

毎年恒例！春のフリーマーケット開催！
節目の季節を迎えるにあたり、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♪

【日 時】3/21（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】港区在住・在勤・在学者で20歳以上の方
【定 員】35店舗（抽せん）
【申込み】往復ハガキの往信に 申込み必要事項（住所・氏名≪
フリガナ≫ ・電話番号等）
のほかに
「出品内容の詳細」
を、返信には郵便番号・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」
係まで。
【締切り】3/5（金）
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、電化製品の出品はできません。
重複申込み、
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。
※新型コロナウイルス感染状況により中止となる場
合もございます。予めご了承ください。

たかなわ地区
モルモットなどにふれあえるミニ動物園が１日だけ三田台公園にオープン。幼児・小学生はポニーにも乗れるよ。

10:30〜15:30（雨天中止）※12:00〜13:00は動物たちのお昼休みです。
【日 時】3/6（土）
【会 場】三田台公園（港区三田四丁目17番28号）【対 象】幼児・小学生とその保護者
【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

「港区文化芸術活動サポート事業」

令和３年度

助成団体募集のお知らせ

［協力］
（公財）
日伊協会

「コンピュータはどうやって賢くなる？」

Scratchで体験！ AI
（人工知能）
を使ってゲームを操作しよう！
物やジェスチャーを覚えさせ、識別と判断ができるように
学習させたAIをゲームにプログラムして、参加者みんなで競争しよう。
【日 時】・3/20（土・祝）・3/28（日）
各回13:00〜15:30 1回で終わる授業です。
【会 場】オンライン（Zoomミーティング）
※画像認識をさせるカメラ付き（外付け可）PCと、
Zoomミーティングに参加するための通信環境は各自でご用意ください。
【講 師】福永達矢[TEPIA先端技術館研究員]
【対 象】港区在住・在学の小学4年生以上中学生まで
【定 員】各回10名 【費 用】1,000円
（参加者全員に、TEPIAオリジナルグッズほかを差し上げます）
【申込み】KissポートWebチケット
【申込期間】2/10（水）
10:00 〜 2/26（金）
23:59
【抽せん結果】3/10（水）
【問合せ】Kissポート財団 事業課 ☎03（5770）
6837
［共催］
TEPIA先端技術館

クリップ
ボード

フリーマーケット
フリマ

Web

ちいさなお友達とご家族の皆さまご一緒に、うきうきする音楽
で楽しいひと時をお過ごしください！
！
※フェリーチェ（Felice）
はイタリア語で幸せ、
幸福の意味です。
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鑑 賞

La Gemma フェリー チェ
ファミーリア コンサート 要予約

鑑 賞
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５

区内またはオンラインで行われる文化芸術活動及びそれらの活動を行う団体を育成するため、事業の実施に係る
経費の一部を助成するとともに、専門家（調査員）
によるアドバイスにより、活動及び団体を支援します。
【 対 象 者 】区内に事務所等の活動拠点を置き、区内で活動している非営利団体で、育成が必要と財団が判断する団体
【対象事業】令和3年7月1日（木）〜令和4年2月28日（月）
に区内またはオンラインで行われる文化芸術活動で、
区民に計画的に周知され、鑑賞や参加の機会が広く区民に提供されるもの。
【助成金額等】助成対象経費の5分の4以内で、助成対象経費から総収入を引いた金額の範囲内かつ財団の予算の範囲内。
助成金上限額 ※①

採択数（予定）

200万円 ※②

5件

50万円

10件

助成の決定方法
募集要項の要件を満たしている事業のうち、書類審査により、上位の事業から決定します。
※助成金上限額50万円は、事業の企画・運営手法等において、特に、育成の必要性が高く、今
後の将来性が期待される団体への助成を優先します。

※① 200万円または50万円いずれかを選択 ※② 助成対象経費に一部上限あり（募集要項P.4参照）
【募集要項】Kissポート財団HPよりダウンロードできます。
【 申 込 み 】募集要項を確認のうえ、郵送で、申請書及び関係書類を、2/28（日・消印有効）
までに、
〒107-0052 港区赤坂4-18-13 赤坂コミュニティーぷらざ２階 Kissポート財団事業課「港区
文化芸術活動サポート事業」
担当へ郵送。
（持参・メール不可）
【 説 明 会 】申請予定者を対象に以下のとおり説明会を実施します。※説明会への参加は、助成の採否には関係ありません。
日時：2/15（月）10:00〜11:00 場所：赤坂区民センター 区民ホール
定員：50名（先着順）※当日の参加は、１団体につき１名まで
団体名、団体連絡先（メールと電話番号）
、参加予定者氏名を明記のうえ、Kissポート財団HPよりお
申込みください。当日に資料の配布はありません。募集要項のご持参をお願いします。
申込締切：2/12（金）
【注意事項】
「港区文化芸術活動継続支援事業」
に申請を予定している事業、
「令和２年度港区文化プログラム連携
事業」の指定団体及び指定事業は申請できません。
【 問 合 せ 】Kissポート財団事業課「港区文化芸術活動サポート事業」
担当 ☎03（5770）
6837（平日9:00〜17:00）

第74回都民体育大会 予選会 第74回都民体育大会予選会
ソフトボール
アーチェリー

【会 場】芝浦中央公園運動場
【講 師】澁谷 輝選手（バルドラール浦安所属）
【対 象】港区在住・在学（優先）の4歳〜小学4年
生のお子さま
第74回東京都民体育大会（アーチェリー）の港区予選会
第74回東京都民体育大会（ソフトボール）
の港区予選会
【定 員】15人（先着順）
【日
時】
第１回：2/28
（日）
第２回：3/28
（日）
【日 時】3/7（日）
9:00〜17:00（予備日3/14（日）
）
【費 用】利用当日に1,500円
【会 場】港区スポーツセンター 武道場３
【会 場】青山運動場
【申込み・問合せ】芝浦中央公園運動場 ☎03（3450）6343
【対 象】港区在住・在勤者で東京都民（都内に住 【対 象】港区在住・在勤者で東京都民（都内に住 【締切り】開催日前日の17:00まで
民登録されている方）
民登録されている方）
【定 員】各27人（先着順）【費 用】無料
【費 用】無料
【申込み】申込用紙（港区スポーツセンター内 港区体 【申込み】申込用紙（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
育協会にあります）
に必要事項を明記のうえ、
うえ、港区体育協会に直接お申込みください。
港区体育協会にて直接お申込みください。
【締切り】第１回：2/19（金）第２回：3/19（金）
【締切り】2/19（金）
エンジョイクラスの個サルです。集まった方々で
（一財）
港区体育協会 ☎03（3452）
2055
【問合せ】
（一財）
港区体育協会 ☎03（3452）
2055 【問合せ】
試合を行います。ミニレッスンもあり。
［共催］
（一財）
港区体育協会
【日 時】2/5・12・19・26（毎金）9:00〜11:00
【会 場】芝浦中央公園運動場
初心者・経験問わずパドルテニスを楽しみましょう。
【講 師】大島旺洋選手（バルドラール浦安所属）
【日 時】2/28（日）
10:00〜12:00
【対 象】港区在住・在勤・在学（優先）
の男性・女性
【会 場】港区スポーツセンター サブアリーナ
16歳以上
ランニングについて学びましょう。筋トレ・練習法・
【対 象】港区在住・在勤・在学の小学生以上
【定 員】15人（先着順）
ケガについて等。
（座学・運動両方）
硬式テニスに最も近い室内テニスで、初心者の方
どなたでも ＊親子での申込みも可
【費 用】利用当日に1,000円
【日 時】2/23（火・祝）
10:30〜11:30
も基本的な技術を習得できます。
【定 員】40人（抽せん）
【申込み・問合せ】芝浦中央公園運動場 ☎03（3450）6343
【会 場】健康増進センター ヘルシーナ
【日 時】2/28（日）
13:30〜15:30
【費 用】大人：500円 子ども：300円
【締切り】開催日前日の17:00まで
第１トレーニングルーム
【会 場】港区スポーツセンター サブアリーナ
（指導料・傷害保険料含む）
【講 師】佐井勇介（鍼灸師、CSCS、NSCA−CPT）
【申込み】往復ハガキに、
①郵便番号・住所②氏名
（フ 【対 象】港区在住・在学の小学生・中学生
【対 象】18歳以上
【定 員】
10人（先着順）
リガナ）
③年齢④性別⑤在勤社名・在学校 【定 員】40人（抽せん）【費 用】無料
【費 用】無料（ルーム利用料別途）
名⑥連絡先電話番号⑦経験の有無を明記 【申込み】往復ハガキに、①教室名「ジュニアテニス
【申込み】電話または直接受付へ
（個サル）
教室」
②郵便番号・住所③氏名（ふりがな）
のうえ、下記へお申込みください。
【締切り】2/20（土）
必着
④年齢⑤性別⑥学校名・学年⑦連絡先電
〒105-0023 港区芝 浦1-16-1 港区
現役Fリーガーによるスクールです。女性・初心
【問合せ】健康増進センター ヘルシーナ
話番号⑧保護者氏名を明記のうえ、下記
スポーツセンター内 港区体育協会「パ
者の方も気軽にご参加いただけます。
☎03（5413）
2717
へお申込みください。〒105-0023 港
ドルテニスファミリー講習会」
係
【日
時】2/9・16（毎火）
【ＨＰ】
https://www.momohanokai.jp/minato-kenkozoshin/
区芝浦1-16-1 港区スポーツセンター内
※コロナウイルスの影響で中止になる場
10:00〜11:30（90分レッスン）
［主催］
健康増進センター
ヘルシーナ
港区体育協会「ジュニアテニス教室」
係
合がございますのでご了承ください。
【会 場】アクアフィールド芝公園
※コロナウイルスの影響で中止になる場
【締切り】2/20（土）必着
【講 師】加藤竜馬選手（バルドラール浦安所属）
合がございますのでご了承ください。
【問合せ】港区パドルテニス協会 前川
【対 象】港区在住・在勤・在学（優先）
の男性・女性
【締切り】2/20（土）
必着
☎090（2434）
0715
16歳以上
【問合せ】港区パドルテニス協会 （担当）
江川美弥子
［主催］
（一財）
港区体育協会、
（公財）
東京都体育協会
【定 員】20人（先着順）
☎090（9109）
5597
［主管］
港区パドルテニス協会
現役フットサル選手によるお子さま対象のフット 【費 用】利用当日に1,000円
［協力］
東京都パドルテニス協会
【持ち物】体育館シューズ（必須）、運動のできる服装、タオル、飲み物
サル教室です。スキル向上を目指します。
【申込み・問合せ】アクアフィールド芝公園 ☎03（5733）0575
【日 時】2/5・12・19・26（毎金）
［主催］
（一財）
港区体育協会、
（公財）
東京都体育協会、東京都
【締切り】開催日前日の17:00まで
［主管］
港区パドルテニス協会
17:00〜18:00（60分レッスン）

個サル 〜現役選手にワンポイ
ントアドバイスがもらえる〜

スポーツ・健康

パドルテニス
ファミリー講習会

ジュニアテニス
（パドルテニス）
教室

ランニングセミナー
（初・中級者向け）

アクアフィールド芝公園
MIXフットサルスクール

芝浦中央公園運動場
フットボールアカデミー
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2021年2月号

令和 3 年 4/23（金）

第15回 お台場ナイトマラソン大会

〜Kiss ポート学生応援プロジェクト〜

大学生が
つなぐ
未来の音楽

19:30スタート

（予定）

東京を代表する観光レクリエーションスポットお台場を満喫できるナイトマラソン大会です。
皆さまのエントリーをお待ちしております！
【会
場】お台場プロムナード公園周辺（周回コース）
【コース距離】５km
（2.5km×2、周回コース）
【対
象】高校生以上の健康な方で、制限時間以内に完走できる方（５km 60分）
【部
門】高校生以上の一般男女、高校生以上の視覚障害を有する男女
【定
員】400人（先着順） 【費
用】3,000円 ※視覚障害の部 伴走は無料
【 申 込 み 】受付は2/5（金）
0:00開始
申込みはすべてWEB受付となります。申込みにはRUNNETへの会員登録(無料)が必要になります。
大会要項はKissポートHPまたは港区スポーツセンター、区内各施設でもご確認いただけます。
WEB環境のない方はKissポート財団スポーツ事業課までお問い合わせください。
【 締 切 り 】3/12（金）
23:59必着 ※締切り前に定員に達した場合は受付を終了します。
【 問 合 せ 】Kissポート財団 スポーツ事業課 ☎ 03（5439）
6201

【結果報告】
新型コロナウイルス感染症対策のため音楽
活動が制限されている大学生による演奏風
景を、12月にKissポートチャンネルで動
画公開しました。優秀グループは、武蔵野
音楽大学 大学院生のTimbrare（反中 洋
介さん、石田 詩葉さん）のお二人に決定し
ました。ご視聴いただいた皆さま、ありが
とうございました！

［共催］東京臨海副都心グループ ［後援］港区、港区教育委員会、
（一財）港区体育協会 ［協力］
港区陸上競技会、日本ブラインドマラソン協会

区内初。場所も時間も自由に、密にならずに走ったり、
歩いたり、
「オンライン」を使った新しい
「ラン＆ウォーク」を楽しんでみませんか。
完走完歩者には抽せんで当たる素敵な賞品もお楽しみに。

【種

目】
「ラン」
「ウォーク」
（期間累計距離/目標距離42.195km）

区内・区外のどこを歩いても、走っても、混合でも可、
「個人」
「チーム（２〜５人）」のいずれかで参加。

（ウォーキング推奨コース「港区すこやかマップウォーキング」
全８コース。
コースは

港区健康づくり

すこやかマップウォーキング

【エントリー期間】1/5（火）00:00〜2/14（日）23:59
【定

員】大人：1,200人

【参加費】大人：2,000円

子ども（中学生以下）：300人

子ども（中学生以下）：1,000円

【WEB記録証】参加者順位・記録入り「WEB記録証」
をメールにて配信

【参加者特典】①抽せん：完走、完歩者の中からホテル食事券など主に区内協賛企業からの賞品が376

スタンス賞」
（年齢（2/27現在）
+累計距離で最上位）
（1名）

※詳しくはKissポート財団HPをご覧ください。

【問合せ】Kissポート財団

スポーツ事業課 「オンライン ラン＆ウォーク」
係

☎ 03（5439）
6201（平日8:30〜17:15）

【制限時間】なし（開催期間内での完走、完歩）

［協賛］
（株）
伊藤園、大塚製薬（株）
（株）
、
ナイガイ、キッコーマン食品（株）、
（株）
フジエクスプレス、森永乳業（株）
（株）ヤナセ、
、
（株）永谷園ホールディングス、
（株）
TOKYO TOWER、
（株）
資生堂、The Okura Tokyo、マクセル アクアパーク品川、
Fitness Education、
（株）
ルートヴィガー、
（公財）日本ラグビーフットボール協会、
（株）
ヤクルト本社首都圏支店、
（株）
八芳園（順不同）
［後援］
港区、港区教育委員会、
（一財）
港区体育協会

【参加資格】どなたでも。ただし「RUNNET」
（ランネット）に
登録（無料）し、
「TATTA」アプリ（無料）をインス
トールした端末を携帯できる方

彰】なし

背中
胸

２月
施設休館日の
お知らせ
施設

【参加賞】参加者全員に「オリジナル長袖Ｔシャツ」
（Ｓ・Ｍ・Ｌ・XLサイズ）

【申込み】WEBサイト「RUNNET」
からのインターネット申込みのみ

参加賞Ｔシャツ

「TATTA」
（タッタ）アプリを使用したGPS計測
【距離計測方法】

【表

（14日間）

2/14（日）
23:59まで。

②特別賞：
「チーム賞」
（5人までのチーム全員の累計距離で最上位）
（1組）、
「エイジ+ディ

いずれも先着順（港区民優先枠数あり）

※お申込みには別途エントリー手数料220円／人がかかります。

2/27（土）〜 3/12（金）

締切り迫る。

名様に当たる抽せんに参加できます。

で検索してください。
）

【コース】ランニング、ウォーキングとも自由（任意のコース）

開催期間：

日にち

2/13（土）、
麻布区民センター
2/27（土）
赤坂区民センター 2/21（日）
高輪区民センター

2/8（月）

芝浦港南区民
センター

2/15（月）

台場区民センター 2/14（日）
健康増進センター
2/21（日）
（ヘルシーナ）

誌面みなと区民大学(北里大学)
アンケートご協力のお願い
昨年12月号で、大好評のうちに終了した
講座について、読者の皆さまに
アンケートのご協力をお願いします。
誌面みなと区民大学(北里大学)は、昨年7月号の第
1回以来、計5回の講座を掲載いたしました。
チケットプレゼントの応募ハガキに記載する、
「今月
号のおもしろかった記事」では、毎回この講座が高
い評価を得ていました。
大変遅くなりましたが、この講座のアンケートを実
施したく、読者の皆さまのご協力をよろしくお願い
いたします。
下のQRコードからお入りください。
なお、掲載いたしました講座は、Kissポート財団
HPでお読みいただけます。
https://www.kissport.or.jp/univ/
【締切り】2/21（日）23:59
【問合せ】Kissポート財団
事業課
みなと区民大学担当
☎03（5770）
6837
［共催］北里大学

【広

Kissポート財団HPにて
「WEBでみなと区民まつり」
を
公開しています!!

開催中

2019、2020年のみなと区民まつりに申込みをされた団体のうち、
100を超える団体にご参加いただきました。
団体の日ごろの活動の成果が詰まった楽しい動画が盛りだくさんです！
ぜひご覧ください！！
【問合せ】みなと区民まつり実行委員会事務局
Eメール：matsuri@kissport.or.jp
☎ 03（5770）
6837（平日9:00〜17:00）

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。

アクセスはこちらから

2021年2月号

筝の音が響くお茶会で
和の文化を楽しみながら
一足先に春を感じよう！

生田流筝曲港区いづみ会

茶道裏千家淡交会東京第五東青年部

﹁和﹂
の文化のすばらしさを
もっと広く伝えていきたい

『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。

左から生田流筝曲港区いづみ会の青木しげ子さん、田中ふ
み代さん、茶道裏千家淡交会東京第五東青年部の花宮舞さん、
野口千代さん。

戸時代に﹁梅屋敷銀世界﹂と呼ばれていた梅林を︑明治時代

に移植したもの︒
﹁芝公園梅まつり﹂
は︑歴史ある増上寺や東

京タワーを背景に︑
筝の演奏を聞きながらお抹茶を楽しめる︑

淡交会でも︑筝の演奏を聞きながら野点︵外でお茶を点て

他にないイベントです︒

ること︶
をする機会は少なく︑
﹁梅まつり﹂は貴重な機会なの

だとか︒
﹁筝の演奏を聞きながらお茶を点てられる会を︑私

たちも毎年︑楽しみにしています︒戦争や流行り病といった

令和３年度

苦難のときも︑花を咲かせ続けてきた歴史ある梅林です︒そ

んな場所でお茶が点てられることも︑
とても感慨深いですね﹂

﹁
﹃梅まつり﹄では︑あくまでお茶が主役︒お茶の邪魔にな

と︑淡交会の花宮舞さんは言います︒

らない︑静かで親しみやすい曲を選んで演奏しています﹂と

港 区 い づ み 会 の 田 中 さ ん︒ 保 育 園 の 子 ど も た ち が 団 体 で 来

場する際には︑﹁さくら﹂や﹁ひな祭り﹂など︑子どもたちが聞

冬の屋外は︑風が冷たく︑弦を弾く指先がかじかんでしま

き慣れた曲を選び︑
少しでも喜んでもらえたらと考えています︒

も見てね！

生田流筝曲港区いづみ会︵以下︑港区いづみ会︶
と︑茶道裏

［協力］
（公財）東京都公園協会・芝公園サ−ビスセ
ンター、生田流筝曲港区いづみ会、茶道裏千家淡
交会東京第五東青年部

うことも︒天気が良ければ良いで︑太陽光の熱で弦が伸びる

【対 象】どなたでも 【費 用】500円（お茶・お菓子代）
【申込み】当日、直接会場までお越しください。
【その他】・参加者同士の間隔を十分に空けて行いますので、
混雑時には待ち時間が長くなる場合があります。
・野外ですので、暖かい服装でご参加ください。
【問合せ】Kissポート財団 事業課
☎03（5770）
6837

ため︑
調弦をこまめに行わなければなりません︒冬の屋外で︑

野点茶会

千家淡交会東京第五東青年部︵以下︑淡交会︶は︑それぞれ︑

筝を長時間演奏し続けるのは︑
とても大変なことなのです︒
﹁苦

労する部分もありますが︑普段の演奏会とは違った層のお客

【日 時】2/19（金）
・20（土）11:00〜15:00（最終受付）※荒天中止
【会 場】都立芝公園梅林（芝公園グラウンド前）
都営地下鉄三田線「芝公園」A4出口１分・大江戸線「赤羽橋」
赤羽橋口10分、ちぃばす芝ル−ト・麻布東ル−トバス停「芝公園駅」
2分

筝曲と茶道によって︑﹁和の文化のすばらしさを︑広く伝えて

港区いづみ会では︑演奏会だけではなく︑区内の小・中学

さまに聞いていただけるので︑とてもやりがいがあります﹂

と港区いづみ会の青木しげ子さん︒演奏に力が入る分︑来場

者が多く盛況だったときは︑うれしさもひとしお︒すべての

演奏が終わったあと︑皆で﹁やった︑やった‼﹂
と喜び合うこ

﹁筝曲独特の古曲も演奏するので︑筝の経験のある年配の

ともあると言います︒

方には︑懐かしんでいただけたら︑うれしいですね︒若い方

には︑筝を演奏してみたいと思っていただけたらいいなと思

います﹂と︑田中さんと青木さん︒また︑﹁お筝やお茶の世界

を体験していただけるいい機会です︒私たちにとっても︑普

段のお稽古の成果をお披露目できるいい機会だと思っています﹂

欲求は人間が持つ根源的なもの︒こういう時期だからこそ︑

︵野口千代さん︶
︑﹁花や音楽の美しさ︑おいしいものを楽しむ

花を愛で︑
音楽を聞き︑
おいしいものをいただいて︑
安らぎ︑
ほっ

とする時間を共有できれば何よりです﹂︵花宮さん︶と︑淡交

２月の﹁芝公園梅まつり﹂に気軽に立ち寄り︑見て聞いて︑

会のお二人も語っています︒

味わって︑
五感を解放する時間を楽しんではいかがでしょうか︒

※﹁芝公園梅まつり﹂については左下の記事をご覧ください︒

芝公園梅まつり

静かな公園で筝の調べを聴きながら春の訪れを感じてみませんか？
〜野点茶会をお楽しみいただけます〜

P.7

いきたい﹂
という思いで活動しています︒

校の音楽の授業や︑小学校のクラブ活動で︑筝の魅力を伝え

る活動もしています︒
﹁生 徒 の 皆 さ ん は お 筝 の 演 奏 に 静 か に

耳を傾け︑授業を楽しみにしてくれているようで︑励みにな

ります﹂と港区いづみ会の田中ふみ代さん︒2020 年はや

はり活動が制約され︑ようやく秋から︑中学校の授業と小学

一方︑淡交会では︑例年︑港区のイベントでお抹茶を点て

校のお筝のクラブ活動が再開したといいます︒

てご来場くださった方々にふるまい︑茶道の楽しみを伝えて

い ま す︒ し か し 2020 年 は コ ロ ナ 禍 で お 茶 会 の 開 催 が 制

限されたため︑ユーチューブで青年部の代表と識者の対談画

像を制作したり︑
インスタグラムのアカウントをつくるなど︑

オンラインで情報発信をスタート︒〝おうち時間〟が増える

中でも茶道の魅力を伝え︑﹁お茶があるから︑
楽しく過ごせる﹂

と思える趣味にしてもらえたらと考えています︒

梅と筝とお抹茶を楽しみ
五感を解放するひとときを

港区いづみ会と淡交会は︑毎年２月に開催される﹁芝公園

梅まつり﹂に︑ともに参加しています︒芝公園の梅園は︑江

梅
まつり
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生田流筝曲港区いづみ会
港区で活動している生田流筝曲師範・朝鍋道
泰氏が結成。生田流筝曲・日本音楽大道派に
所属。高輪・赤坂区民センターでは、定期的
に演奏会を開催。
「芝公園梅まつり」には15
年以上前から参加。毎年、港区内の小学校、
中学校の音楽の授業でも筝を演奏し、古くか
ら受け継がれる雅楽の魅力を、子どもたちに
伝えている。麻布小学校では20年ほど前から、
クラブ活動「コトコトクラブ」にて、子どもた
ちに筝の演奏を教えている。
茶道裏千家淡交会東京第五東青年部
淡交会青年部は、50歳以下の裏千家茶道愛
好者を会員とする、国内有数の青年文化団体。
東京第五東青年部は、その中の支部の一つで、
港区、渋谷区、品川区で活動。時代の変化や
社会のニーズに柔軟かつ的確に対応しながら、
茶道と茶道精神を通じ、楽しく有益な活動を
展開している。港区内の活動は、主に「みな
と区民まつり」
「芝公園梅まつり」でお茶会を
開催している。2020年よりYouTubeの配信
準備やInstagramもスタート。
https://www.instagram.com/tokyo5east/

Kissポート
ボランティアスタッフ募集

Kissポート財団では、財団の事業をお手伝いいただける「Kissポートボランティアスタッフ」を
募集します。音楽、伝統芸能が好きな方！イベントや国際交流に興味のある方！ボランティアス
タッフとして活動しませんか？
【活動内容】①チケット回収・パンフ類の設置・会場の案内や整理・イベントの手伝いなど
②外国人向けイベントでの通訳（英語対応）
【活動場所】①②港区内にある区民センターなど（屋外の会場になる場合もあります。
）
【活動時間】9:00〜21:00（事業によって異なります。
）
【報
酬】無償 【募集人員】30人程度
【応募資格】港区在住・在勤・在学で、
Ｅメールアドレスをお持ちの高校生以上の方。通訳をご希望の場合、
TOEIC700点以上のレベルに相当する方
（資格不問）
。主体性と責任感をもって活動できる方。
※登録を希望される方には、３月中に説明会（参加必須）を行う予定です（新型コロナウイ
ルス感染状況により、説明会の方法を変更する場合があります）
。日程については、別途ご
連絡します。
【登録期間】令和3年4月1日（木）
〜令和4年3月31日（木）
最長1年間
【申 込 み】FAXまたはハガキに、
①郵便番号・住所②氏名
（フリガナ）
③電話番号
（昼間連絡のつく番号）
④在住・在勤・在学の種別⑤Ｅメールアドレス⑥通訳希望の方はその旨と英語レベルを明
記のうえ、
〒107-0052 港区赤坂4-18-13 Kissポート財団「Kissポートボランティアスタッフ募
集担当」
係まで。 FAX 03（5770）
6884
※Kissポート財団ホームページからも申込みができます。
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締 切 り】3/1（月）
消印有効
【問 合 せ】Kissポート財団 事業課 ボランティアスタッフ係 ☎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。

【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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がおすすめする

公 演情報

２月の

K

Kissポート価格

おト
情報 クな
満載
！

Kissポート
Webチケット

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）

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。

販売中 赤坂区民センター

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。

K

ヴァイオリン ミューズ コンサート The 2nd

り

こ

やまなか か りん

【出 演】髙木凜々子 ゲスト：山中香林、岡田知子
【演 目】ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第5番「春」
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲ニ長調より第1楽章
髙木凜々子
©NaoyaYamaguchi
エルガー：愛の挨拶 ほか
（Studio☆Di:VA）
【対 象】どなたでも
【チケット】Kissポート価格：800円 一般価格：1,000円
小〜大学生価格：500円
1人につき4枚まで
※Kissポート価格：対象は港区在住・在勤者となります。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、販売座
席数に限りがございます。（当日券販売はなし）
※当日、学生証の提示をお願いする場合がございます。
山中香林
【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：Kissポートチケットセンター ☎03（5413）
7021
【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。
岡田知子
【問合せ】Kissポート財団 事業課 ☎03（5770）
6837
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13:30開演（13:00開場）※15:00終演予定
【日 時】2/20（土）
【出 演】高橋 徹（サーカスアーティスト）
近藤理恵（ダンサー）
鈴木彩華（ダンサー）
【演 目】
・自己紹介 ・ウォーミングアップ
・サーカストレーニング など
※内容は変更になる場合があります。
【対 象】障害の有無にかかわらずどなたでも（施設単位の参加も可能）
【定 員】20名 ※港区在住・在勤・在学の方優先で選考します。
【チケット】無料
【申込み】２/14
（日）
までに、
スローレーベルホームページの応募フォー
ム（https://www.slowlabel.info/4638/）よりお申込みくだ
さい。
【問合せ】スロームーブメント実行委員会（平日10:00〜18:00）
☎ 045（642）6132
Eメール：project@slowlabel.info
［主催］
スロームーブメント実行委員会
［共催］
港区
［助成］
（公財）
三菱財団
［企画・制作］
NPO法人スローレーベル

朗読劇「ななしのルーシー」

デマや嘘に惑わされやすい民衆の姿や、“世論”
の脅威と脆さが描かれた本作に、演出家・星田良
子が独自のユーモアとサスペンスを加えた喜劇。

【日 時】4/23
（金）
19:00開演（18:30開場）

※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
【申込み】インターネット予約：Kissポ−トWebチケット
【申込期間】2/9（火）
10:00〜 3/7（日）
23:59
（限定25枚）
【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

柳家小三治

【日 時】3/5
（金）
・7（日）

14:00開演（13:00開場）全日共通
【出 演】浅丘ルリ子、六角精児、妹尾正文
【対 象】Web港区会員限定 ※未就学児入場不可
【チケット】全席指定7,000円（一般価格 7,500円）
※各公演限定6枚、お一人様2枚まで
10:00〜 2/15（月）
23:59（先着順）
【申込期間】2/5（金）
【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
【その他】※ 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ので、ご注意ください。
ご来場前には公式HPより最新情報をご確認ください。
https://sunrisepromotionto.wixsite.com/nanashinolucy
※感染予防対策の都合上、お座席が離れる場合がございます。

「シアターコモンズ 21」

ル

自立心や社会性を身につけるのに有効なソーシャルサーカスを体験
できるワークショップを、
「Zoom」を使用してオンライン開催します。

新発売 なかのZERO 大ホール

演劇を通じて、都市に新たな「コモンズ（共有地）」
を生み
出すプロジェクトを、
リアルとオンラインで開催します！
【日 時】2/11（木・祝）〜3/11（木）
【会 場】区内各所及びオンライン（QRコード参照）
【演目の一例】
病んだ親を持つ子どもの VR技術を応用し、仮想空 港区に関する独自のリサー
視点から経験するAR映 間だけで体験する演劇作 チを通じたレクチャーパ
画体験
品『I AM
（VR）』を世界初演 フォーマンス

ⒸMasahiro Hasunuma

【対 象】小学生以上
【チケット】
（1）
高校生以下・70歳以上・障害者：無料
コモンズパス 学生アーティスト：5,800円 区民：7,300円 一般：7,800円
（2）
（3）
リモートパス：3,000円
は「シアターコモンズʼ21」の全演目（10演目程度）
に参加できます。
（3）
は一
※（2）
部演目（７演目程度）
にリモートで参加できます。
【申込み】
（1）
電話で、シアターコモンズ実行委員会へ。
（2）
（3）
シアターコモンズ実行委員会ホームページのチケットページからお申
込みください。
【問合せ・主催】シアターコモンズ実行委員会
☎ 050（5358）
8561（10:00〜18:00 2/6（土）
・7（日）
を除く）
［共催］
港区［助成］
文化庁「優れた現代美術の国際発信促進事業」
（
、公財）
東京都歴史文化
財団アーツカウンシル東京

［KissポートWebチケット］
にてお申込み時の注意事項
価格表示について
「キスポート」郵送サービスのご案内

プレゼント

令和２年度港区文化プログラム連携事業

令和2年度港区文化プログラム連携事業
ス

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。

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。

おか だ とも こ

「 SLOW CIRCUS SCHOOL
オンライン」
オンライン
」

Web港区会員チケットお得情報

K

「柳家小三治 独演会」

【日 時】3/27（土）
14:00開演（13:10開場）※16:00終演予定
り

新発売 赤坂区民センター 区民ホ−ル

みなと毎月落語会

名曲のクラシックを新進気鋭のヴァイオリニストが華やかに奏でます。
ストラディヴァリウスによる魅力溢れる音色で至福のひとときを再び！
たか ぎ

※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。

吉川隆弘 ピアノリサイタル チケットプレゼント

3/6（土）にイタリア文化会館 アニェッリホールを会場に開催され
る「吉川隆弘 ピアノリサイタル」
のチケットを、キスポート読者の皆
さまの中から抽せんで3組6名様にプレゼントします。
【開催日時】3/6（土）
14:00開演
【会
場】イタリア文化会館 アニェッリホール
【プログラム】
ヨハン・ゼバスティアン・バッハ
パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
ピアノソナタ 第23番 へ短調 Op.57「熱情」
フレデリック・フランソワ・ショパン
ノクターン 第13番 ハ短調 Op.48-1 ほか
※ソーシャルディスタンス対応

『あやしい絵展』チケットプレゼント

3/23（火）より東京国立近代美術館を会
場に開催される「あやしい絵展」のチケッ
トを、キスポート読者の皆さまの中から抽
上村松園
せんで3組6名様にプレゼントします。
《花がたみ》
大正4年、
【開催日時】3/23（火）
〜5/16(日)
松伯美術館、
4/20〜5/16展示
【会
場】東京国立近代美術館
【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「吉川隆弘 ピアノリサイタルチケットプレゼント」係、また
は「あやしい絵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「吉川隆弘 ピアノリサイタルチケットプレ
ゼント」係、または「あやしい絵展チケットプレゼント」係 ☎03（5770）6837
【締切り】2/15（月）

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。

