
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。
寄附の実績については７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

今後のイベントおよび施設の利用について
本誌３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。

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

　昨年から新型コロナウイルスの感染拡大防止
による新しい生活様式となりました。さまざま
な事業が中止になり、施設利用には制限がかかり、
ご利用の皆さまには大変なご不便をおかけして
おります。
　ご利用の皆さまとの会話は、常にマスクとビニー
ル幕やポリカーボネート板越しになり、今までの
あたりまえがあたりまえでなく、人との距離を
強いられる生活になってしまいました。しかし、
私たち職員とご利用の皆さまとの気持ちの距離は、
以前と変わりません。このような制限下だからこそ、安全に十分に配慮したうえで、新しい生活
様式に活気をもたらし、気持ちが前向きに明るくなるような機会を提供させていただきたいと思っ
ております。
　施設職員一同、皆さまのご健康を願い、今後も施設運営にご理解とご協力をお願いいたします。

Kissポート財団の取り組みのひとつであるプロジェクト「大学生がつなぐ未来
の音楽」で、見事優秀賞を獲得されたTimbrare。「昨年度は、新型コロナウイ
ルスの影響でほとんどの演奏会が中止となり、練習すら思うようにできない日々
を過ごしていました。Kissポート財団のプロジェクトは『YouTubeの動画配
信で音楽を届ける』という、私たちにとっては新しい試みで、このような状況だ
からこそ挑戦してみたいと思いましたね」。制作した動画は、お二人の演奏は
もちろん、動画自体のストーリーにも凝った演出が高評価を得ました。「動画
では、『見上げてごらん夜の星を』と『いのちの歌』の２曲を演奏しました。選曲
の理由は、コロナ禍で各々が自分と向き合い、いのちの大切さを考える必要性
が高まった現状をこの２曲で表現しようと思ったからです。また、動画の終わ
りを日の出のシーンで構成し、コロナの終息を願ったストーリーを演出しました」。
動画の公開後には家族や友人だけでなく、SNSでも多くの反響があり、新たな
音楽の形に手応えを感じたそうです。「今回の活動をきっかけに、生の演奏だ
けでなく映像を取り入れた音楽活動も探求したいと思うようになり、良い刺激
になりました」。コロナ禍でも前進を続ける学生たち。今後の活躍に注目です。

映像作品として音楽を届ける、
新たな可能性を感じました！
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大学生がつなぐ
未来の音楽
優秀グループ
インタビュー

テノール歌手　反中洋介さん
武蔵野音楽大学 大学院音楽研究科 
修士課程１年

ピアニスト　石田詩葉さん
武蔵野音楽大学 音楽学部演奏学科
４年

『新型コロナウイルスに対する指定管理施設職員の思いと取り組み』

　上記のほかに、マラソン課では、「MINATOシティハーフマラソン 特集号」を制作し、1月
5日に発行しました。これまでの大会の様子を振り返ると共に、マラソンコースの名所やグル
メスポットの紹介、池田朝彦実行委員長と増田明美さんの対談等、読み応え満載の特集号です。
財団ホームページからもご覧になれます。https://www.kissport.or.jp
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〒107-0052 港区赤坂4-18-13
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【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（月）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。

住所：港区愛宕1-5-3

江戸の昔から街を見守ってきた由緒ある神社
桜の名所としても人気の愛宕神社。江戸時代の趣を今に残しつつも、早くからホー
ムページを立ち上げ、時代に合わせて進化を遂げています。

愛宕神社第6回

出世の石段をのぼった先にある社殿。主祭神は「火
ほむすびのみこと

産霊命」という火の神様です。

ストーリーストーリー

　再開発が進み、一段とにぎやかさを増す虎ノ門ヒル
ズ駅周辺。その一角にありながら、喧騒を離れ、江戸
の風情と豊かな緑を残しているのが愛宕神社です。愛
宕神社のはじまりは、江戸幕府が開かれた1603年。関ヶ
原の戦いに勝利した徳川家康が、愛宕山（当時は桜田山
と呼ばれていました）に戦勝の神として愛宕権現を勧
請し、のちに2代将軍秀忠が社殿を整備しました。以降、
愛宕権現は江戸の人々から広く信仰を集め、武士にとっ
ては戦勝祈願の神、庶民にとっては火伏せ（防火・鎮火）
の神として敬われました。明治期の神仏分離令以降は「愛
宕神社」と呼ばれるようになり、現在では火伏せに限ら
ず、出世や縁結びを祈る場所としても知られています。

　愛宕神社のシンボルとなっているのが、参道にある
急勾配の「出世の石段」。この呼び名は、講談の『寛
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』に登場する江戸時代の逸話に由来します。そ
の内容は、3代将軍家光が愛宕山のふもとで「誰か、石
段の上にある梅の木を手折ってこい」と命じたところ、
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という者が、馬で石段をのぼり降りし、家
光に梅を献上したことで名声を得たというもの。愛宕
神社の境内には、このとき曲垣平九郎が手折ったと伝
えられる梅の木が今も残っています。
　愛宕神社への参道としては、「出世の石段」別名「男坂」
のほかにも、勾配の緩やかな「女坂」や、エレベーター
も設置されているので参拝の際もご安心を。また、公
式ホームページでは、インターネット上で「おみくじ」
や「ヴァーチャル参拝」ができ、外出がためらわれる状
況下でも、安心して参拝気分を味わえます。

【HP】
https://atago-jinja.com/

江戸時代とともに誕生した
出世・火伏せを祈る神社

港区‒ 祈りの聖地

（左）社殿の手前には、なでると福が身につくという「招き石」が置かれています。
（中）社殿の横に並ぶ３つの末社。左から、太郎坊社、福寿稲荷社、恵比寿・大
黒天社。（右）弁財天社も境内にある末社の1つ。

（左）「出世の石段」を馬に乗って駆け上
がる曲垣平九郎を描いた浮世絵（港区立
郷土歴史館所蔵）。実際にこの石段を騎
馬でのぼり降りできた人は、記録上では
7人とされます。直近では、昭和後期の
1982年に馬術スタントマンの渡辺隆馬
が成功したという記録が残っています。
（右上）境内には曲垣平九郎が家光に献上
した梅の木（将軍梅）が。（右下）勾配の
きつい「出世の石段」は86段あります。

愛宕山は標高25.7メートルで、天
然の山としては23区内でもっと
も高い山。境内にはそれを証明
する三角点が設置されています。

のぼれば名声が手に入る!?
故事から名が付いた「出世の石段」

（左）愛宕神社は歴史的事件の舞台にもなりました。1860年3月3日、水戸浪士が井伊直弼を襲っ
た桜田門外の変で、浪士の集結場所となったのが愛宕神社でした。（港区立郷土歴史館所蔵）
（右）境内の「桜田烈士愛宕山遺蹟碑」。「桜田烈士」とは桜田門外の変に参加した浪士たちのこと。

出世の石段が描
かれている「勝
運御守護」。

●東京メトロ日比谷線
　「神谷町駅」
　「虎ノ門ヒルズ駅」
　より徒歩5分
●東京メトロ銀座線
　「虎ノ門駅」
　より徒歩8分

日比谷線
神谷町駅

日比谷線
虎ノ門
ヒルズ駅

銀座線
虎ノ門駅

愛宕トンネル

愛宕神社

NHK放送博物館

虎ノ門ヒルズ

桜
田
通
り

愛
宕
下
通
り

エレベーター

将軍梅
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【日　時】3/28（日） 10:00～11:30
【会　場】 男女平等参画センター リーブラホール
【講　師】 藤元直美
  （元NHKテレビ・ラジオ体操アシスタント）
【対　象】港区在住・在勤・在学者　ほか
【定　員】 25人（先着順）　　【費　用】 無料
【申込み】電話でお申込みください。
【締切り】3/25（木）
【用意するもの】動きやすい服装、運動靴、タオル、飲み物
【問合せ】Kissポート財団　スポーツ事業課
 ☎03（5439）6201
［主催］ Kissポート財団、（一社）東京都港区医師会

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
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プ

今
月
の
募
集 伝統文化交流館

港区スポーツセンター

リーブラホール
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生涯学習センター
麻布区民センター

東麻布区民協働
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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

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

● 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。

※〈【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。

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。
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台場コミュニティーぷらざ

六本木ヒルズ

東京
ミッドタウン

東京タワー

青山霊園青山霊園

東宮御所・東宮御所・
赤坂御用地・迎賓館赤坂御用地・迎賓館

新橋

浜松町

田町

品川

赤坂区民センター

芝給水所公園運動場
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芝浦港南区民センター
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みんなが知っている「ラジオ体操」。この体
操がなぜできたか知っていますか？ラジオ
体操の歴史を紐解きながら、体を動かして
みよう。

バレエの基礎から、「姿勢改善」「腰痛予
防」「歩き方改善」など、体の調子を整えた
い方、バレエを習ってみたい方、大歓迎。

深い呼吸とヨガのポーズで、心身のリラックスを学
びましょう。日ごろの疲れやストレス解消に、ぜひ！
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実はスゴイ！
みんなのラジオ体操

リラクゼーションヨガ

【日　時】4/27、5/25、6/29、7/27、
 8/31、9/28（各火・全6回）
 18:30～20:00
【会　場】 生涯学習センター（ばるーん）　305学習室
【講　師】 田中恵美（バレエインストラクター）
【対　象】港区在住・在勤・在学で18歳以上の女性
【定　員】 12人（抽せん）　　【費　用】 3,600円
【申込み】  KissポートWebチケット
【申込期間】3/10（水）10:00～4/7（水）23:59 
【用意するもの】運動できる服装、靴下、タオル、飲み物 
 ※ レッスンは靴下で行いますが、バレエシューズを

お持ちの方はご持参していただいてもかまいません。
【問合せ】Kissポート財団　スポーツ事業課
 ☎03（5439）6201

【日　時】5/6・20、6/3・17、7/1・8
 （各木・全6回） 18:30～19:30
【会　場】 東麻布区民協働スペース１
【講　師】 kiri
【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
【申込期間】3/10（水）10:00～4/19（月）23:59
【用意するもの】運動できる服装、マスク、タオル、ヨガマット、マッ

トを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「リラクゼーションヨガ」係 
 ☎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。

講　座

8 9 10 17

7
講
座
日本文化の象徴とも言える盆栽は同じ形を
とどめることができない生きた芸術品です。
一緒に作ってみませんか？完成品はお持ち
帰りいただけます。

金曜の夜はみんなで 「Let's筋トレ！」 

【日　時】 3/14（日） 13:30～16:00
【会　場】 生涯学習センター（ばるーん）　304学習室
【講　師】 山崎ちえ
【対　象】 港区在住・在勤・在学・外国籍の方
【定　員】 20人（先着順）　　【費　用】 1,200円　
【申込み・問合せ】電話でお申込みください。

港ユネスコ協会　☎03（3434）2300
（火～金 10:00～17:00）

【締切り】 3/12（金）必着  
［主催］港ユネスコ協会　［共催］港区教育委員会　［協力］生涯学習センター

日本の伝統文化「盆栽」

高輪ゲートウェイ

区立青山中学校　

スポーツ
お申込みの際は、
P3の 申込み必要事項申込み必要事項 をご確認ください。
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2021 Kissポート
港区小学生サッカー大会
～J:COM港･新宿カップ～

長距離ランナーのための
「筋力アップトレーニング」

【日　時】4/11・18・25（毎日曜）、予備日：5/9（日）
【会　場】芝給水所公園運動場および区立青山中学校
 （学校行事の都合で変更になる場合があります）
【対　象】港区在住・在学およ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。詳細は以
下の通りです。

  ・Ａクラス 小学５・６年生で編成
 　（H21/4/2-H23/4/1生まれ） 
  ・Ｂクラス 小学４年生で編成
 　（H23/4/2-H24/4/1生まれ）
  ・Ｃクラス 小学３年生で編成
 　（H24/4/2-H25/4/1生まれ） 
 ※ 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
【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明記のうえ、
 〒105-0023　港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦

3F　Kissポート財団　スポーツ事業課「小学生サッ
カー大会」係まで。

【申込期間】3/8（月）～3/30（火）16:00必着
【問合せ】Kissポート財団　スポーツ事業課  
 ☎03（5439）6201
 Eメール：sportsjigyo@kissport.or.jp
【その他】監督会議・抽せん会：4/1（木）19:00～　

会場：港区スポーツセンター 多目的室
＊ 監督またはコーチのいずれかが必ず出席してください。
　 大会は新型コロナウイルスの感染状況により中止す
る場合があります。

［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

【日　時】5/14・21・28、6/4（毎金） 18:45～20:15
【会　場】港区スポーツセンター サブアリーナ
【講　師】有間義和（ストレングストレーナー、
 アスレティックトレーナー）
【対　象】港区在住・在勤・在学で18歳以上の方
【定　員】40人（抽せん）

〒
直
Ｅ

【費　用】2,000円（傷害保険含む／全4回分）
【申込み】KissポートWebチケットからWeb港区会員に登録

のうえお申込みください。
【申込期間】3/22（月）10:00～4/11（日）23:59
 締切後抽せんのうえ当選者にご連絡します。参加費

支払（クレジット、コンビニ）完了をもって、正式受付
となります。

【問合せ】Kissポート財団  スポーツ事業課  ☎03（5439）6201
 Eメール：sportsjigyo@kissport.or.jp

☎

☎

Web

Web

Web

簡単な筋力トレーニングと有酸素運動を組み合わ
せて行います。家でもできる運動もご紹介します。
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ウェルカム“プレイスポーツ”
4月「サーキットトレーニング」

【日　時】4/24（土） 10:00～11:30（9:30受付）
【会　場】 東麻布区民協働スペース１
【講　師】 kiri　ほか1名
【対　象】港区在住・在勤・在学で18歳以上の方
【定　員】 8人（先着順）
【費　用】 500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
【申込期間】3/5（金）10:00～4/4（日）23:59
【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
【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。

バレエレッスン入門編

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。

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

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

Web

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。

2021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。



La Gemma フェリーチェ 
ファミーリア コンサート

鑑　賞

体　験

【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
【締切り】 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
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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。

令和3年度芝浦歴史講座
江戸前漁業と芝浦

端午の“節供”ワークショップ
薬玉（くすだま）を作ろう！

雑魚場として発展した芝浦の江戸にお
ける位置づけについて、周辺の史跡、古
地図や写真等の資料を紹介しつつ、解
説いたします。

邪気や疫病除けのために端午の節供に家
に吊るす薬玉（くすだま）を親子でつくっ
て飾り付けましょう！

【日　時】4/16（金） 18:00～19:30
【会　場】 伝統文化交流館 ２階 交流の間
【講　師】 平田秀勝（元港区立港郷土資料館 学芸員）
【対　象】 中学生以上
 （港区在住・在勤・在学の方を優先いたします）
【定　員】 40人（抽せん）　　　　
【費　用】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「江戸前」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】 3/20（土・祝）必着
【問合せ】 伝統文化交流館  
 ☎03（3455）8451　 FAX03（3455）8453
【その他】  令和2年7月25日に実施した講座のダイジェスト版

になります。

【日　時】4/25（日） 10:30～11:30
【会　場】 伝統文化交流館 ２階 交流の間
【講　師】 つつみ純子（和文化コンシェルジュ）
【対　象】 港区在住・在学の小学生までの
 お子さまとその保護者
【定　員】 10組（抽せん）　　　　
【費　用】500円（材料費）　
【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「薬玉づくり」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】 4/4（日）必着
【問合せ】 伝統文化交流館  
 ☎03（3455）8451　 FAX03（3455）8453
【その他】  汚れてもよい服装でご参加ください。 
  制作した作品は伝統文化交流館で展示することがで

きます。
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開館１周年記念落語
笑う門には福来たる
伝統文化交流館開館1周年を記念する落語会
です。ごゆるりとお付き合いください。

【日　時】4/24（土） 15:30～17:30
【会　場】 伝統文化交流館  ２階 交流の間
【出　演】 古今亭志ん輔
【対　象】 港区在住・在勤・在学者
 （未就学児・乳幼児の入場不可）
【定　員】 40人（抽せん）　　【費　用】2,000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「開館落語」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】 4/6（火）必着
【問合せ】 伝統文化交流館  
 ☎03（3455）8451　 FAX03（3455）8453
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技能育成講座
「はじめての講談」
パパン、パン、パン、パン！と音を響かせリズ
ミカルに語ってみませんか？張り扇（机を叩く
道具）作りや話芸の妙味を楽しく体験できます。

【日　時】5/11・25、6/8・22･29
 （各火・全５回） 10:00～12:00
【会　場】 赤坂区民センター  研修室
【講　師】 講談師 宝

たから

井
い

琴
きん

鶴
かく

【対　象】 どなたでも（未経験の方歓迎） 
 ※応募者多数の場合、港区在住・在勤・在学者優先
【定　員】 15人（抽せん）    　　 【費　用】5,000円（全５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
「はじめての講談」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】4/20（火）必着
【問合せ】 赤坂区民センター　
 ☎03（5413）2711　 FAX03（5413）2714
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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
ではなく無観客とし、出演者、主催関係者のみで収録を行
いました。収録した演奏はKissポート財団公式チャンネル
（YouTube）にアップします。予選を勝ち抜いた12組（予定）
のバンドによるアツい“競演”をネットでお楽しみください！
また、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。優秀賞ほか各賞の結果
は、キスポート4月号およびHPで発表いたします。

【収録日】  2/27（土）・28（日）  （無観客）
【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
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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！
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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】3/29（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
※ 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

～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

フリーマーケット

『芝浦港南フリーマーケット』
開催します！

春の「お台場ふれあいフリー
マーケット」出店者を募集します！

春の陽気を感じる季節となりました。 
お散歩がてらにフリーマーケットで
掘り出し物を探してみませんか？

春のフリマ開催に向けて準備中！今回はハガキによる事前申
込制とし、当選者のみご参加できます。当選者は、当選者ご
本人の出店説明会への参加が必須です。

【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
【問合せ】芝浦港南区民センター　☎03（3769）8864
【その他】※ 発熱・体調の悪い方（咳など）は来場をお控えください。
 ※ご来場の際はマスクの着用をお願いいたします。

【日　時】4/29（木・祝） 11:00～16:00（予定） ※悪天候中止
【会　場】 台場コミュニティーぷらざ広場3F（屋外）
【対　象】 港区在住・在勤・在学で20歳以上の方
 （業者の方はご遠慮ください。）
【定　員】 22店舗（抽せん）　　　【費　用】 出店料 無料
【申込み】  往復ハガキに 申込み必要事項 と返信面に、郵便番号・

住所・氏名を明記のうえ、〒135-0091  港区台場
1-5-1  台場区民センター「フリマ出店受付」係まで。

【締切り】4/12（月） 必着
【問合せ】台場区民センター　☎03（5500）2355
【その他】当選者は、4/18（日）の出店説明会にご参加ください。

場所の抽せんと、出店者の対象資格確認および申込
受付を行います。当選ハガキをお持ちでない方は、
出店説明会にはご参加いただけません。（※説明会
は抽せんでの出店確定の方のみ対象。先着順ではあ
りません）
詳細は、台場区民センターホームページの「お知ら
せ」も併せてご確認ください。
URL https://www.kissport.or.jp/sisetu/daiba/
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青島広志Ⓒ学研

要予約
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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。

FAX
〒
HP

FAX
〒
HP

【日　時】3/28（日）
 14:00開演（13:30開場）※15:00終演予定
【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
【演　目】【総合監督】冨田正久　【演技指導】坂田純子
 【演目】宮沢賢治作「いちょうの実」 
 【朗読】ベルトルト・ブレヒト「子どもの十字軍」  ほか
【対　象】 どなたでも
【定　員】85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】麻布区民センター　☎03（3583）5487
【その他】※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

　定員を減らしたり、内容を変更する場合がございます。
［主催］麻布区民センター　［協力］麻布演劇市実行委員会
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麻布アクターズ受講生が4か月間学んだ、歌やダンス、朗読、
そしてお芝居のステージ発表です。心温まる演劇公演をお楽
しみください。

アクターズスクール第13期生試演会
宮沢賢治作「いちょうの実」ほか

直

直

〒

※3/12（金）～26（金）有効

飾り付けに、プレゼントに、脳の活性化に役立つとも言われ
ている折り紙。そんな折り紙の中でもポピュラーな折り鶴を
アレンジした羽付き鶴を作りましょう。
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大人のための折り紙ワークショップ
美しい羽付き鶴を
折ってみましょう

【日　時】3/27（土） 15:00～16:30
【会　場】 伝統文化交流館　　
【講　師】 菅沼恵子（折り紙講師）
【対　象】 港区在住・在勤・在学の中学生以上の方
【定　員】 25人（抽せん）　　
【費　用】 300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「大人の折り紙」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】 3/13（土）必着
【問合せ】 伝統文化交流館 

☎03（3455）8451　 FAX03（3455）8453

FAX
〒
HP

【日　時】4/26～7/19
（5/3を除く毎月曜・全12回） 
9:45～11:45

【会　場】麻布区民センター 講習室
【対　象】港区在住・在勤・在学で囲碁初心者
  （ルールを知らないレベル） 
【定　員】12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。
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】3/31（水） 必着
【問合せ】麻布区民センター

☎03（3583）5487　 FAX03（3583）5547

2021年3月号４

お申し込み方法のマーク Kissポート財団ホームページ https://www.kissport.or.jpHP 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 Ｅ 直FAX〒 ☎KissポートWebチケットWeb

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。
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スポーツ・健康

ベンチャースポーツ体験
（3月カバディ）
攻撃側と守備側に分かれて行うインド発祥の鬼ごっ
このようなスポーツ。
【日　時】3/5・12・19・26（毎金）11:00～12:00
【会　場】 芝浦中央公園運動場
【講　師】 カバディ日本代表候補選手
【対　象】 港区在住・在勤・在学（優先）の男性・女性

16歳以上
【費　用】 利用当日に1,000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

個サル 
～現役選手にワンポイント
アドバイスがもらえる～
エンジョイクラスの個サルです。集まった方々で
試合を行います。ミニレッスンもあり。
【日　時】 3/5・12・19・26（毎金） 9:00～11:00
【会　場】 芝浦中央公園運動場
【講　師】 大島旺洋選手（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】 15人（先着順）
【費　用】 利用当日に1,000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

芝浦中央公園運動場
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さま対象のフット
サル教室です。スキル向上を目指します。
【日　時】 3/5・12・19・26（毎金）

17:00～18:00（60分レッスン）
【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
【定　員】 15人（先着順）
【費　用】 利用当日に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

第74回都民体育大会
（予選会）

【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】 ボウリングは東京ポートボウルに直接お

申込みください。
他の種目は体育協会にお申込みください。
東京ポートボウル　☎ 03（3451）9211

【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
者の方も気軽にご参加いただけます。
【日　時】 3/9・16・23・30（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】 加藤竜馬選手（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1,000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

トレーニングマシン講習会
トレーニングの第一歩をヘルシーナから始めましょ
う！指導員が親切丁寧にご案内します。
【日　時】 3/14（日）
 ①12:00～12:30 ②15:00～15:30
【会　場】 健康増進センター ヘルシーナ

第2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】各3人（先着順）
【費　用】 無料（ルーム利用料別途）
【申込み】 電話または直接受付へ
【締切り】 3/13（土）必着
【問合せ】 健康増進センター ヘルシーナ

☎03（5413）2717
【Ｈ　Ｐ】 https://www.momohanokai.jp/

minato-kenkozoshin/
［主催］健康増進センター ヘルシーナ

会場 開催日 申込
締切日

剣道

港区
スポーツ
センター

3/20
（土・祝） 3/7（日）

バレーボール 3/14（日） 3/10（水）

バドミントン 3/14（日） 3/10（水）

卓球
3/28（日） 3/20

（土・祝）
空手道

ボウリング 東京ポート
ボウル 3/21（日） 3/15（月）

なぎなた始めてみませんか！

※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

金曜日 
19:00～20:00 港区立高松中学校 体育館 一般

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）
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：3/10・17・24・31（毎水）

　15:00～15:50（50分レッスン）
②4～6歳：3/11・18・25（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共に利用当日に1,500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
ジュニアフットサルスクール
（小学1～4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】基礎基本クラス：3/9・16・23・30（毎火）

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】 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】 港区在住・在学（優先）の小学1～4年生
【定　員】 15人（先着順）
【費　用】 利用当日に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
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」
から選手をお招きし指導します。
【日　時】 ①4歳～小学1年生：

　3/10・17・24（毎水）16:00～16:50
②小学2～4年生：
　3/10・17・24（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

生のお子さま
　※ コーチの話がきちんと聞けること、ド

リブル10m以上できること（目安です）。
② 港区在住・在学（優先）の小学2～4年生
のお子さま
　※ リフティング5回くらいできること（目
安です）。

【定　員】 ①各15人　②各20人（先着順）
【費　用】 ①、②共に利用当日に各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

令和3年度
「さくらだ学校
企画運営委員」募集
任期は4月～11月。
内容は「さくらだ学校」講座の企画立案・
広報周知・運営など（企画・運営会議6
～7回、講座運営4回、反省会1回程度）。

【日　時】 会議10:00～11:30（予定）
【会　場】 生涯学習センター（ばるーん）
【対　象】  港区在住、在勤の60歳以上

の方で、任期中の企画・運営
会議および講座運営に参加
できる方 

【定　員】  6～7人（抽せん）
【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「さくらだ学校」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】  3/31（水）必着
【問合せ】  生涯学習センター（ばるーん）

☎ 03（3431）1606
FAX03（3431）1619

水泳教室Ⅰ期（４月～５月）の
募集について

【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（在勤者のお子さ
まは対象外）、健康に問題ない方

【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。
https://minatosui-sc.com/

最新情報は港区水泳協会のホームぺージをご覧く
ださい。新型コロナウイルス感染症拡大の状況に
よっては中止になる場合もあります。

曜日 クラス（予定）

火曜日
火曜成人　　9:30～11:30
健康増進　　9:30～11:30
日本泳法　　9:30～11:30

水曜日 子供教室Ｂ　15:35～16:35
子供教室Ｃ　16:45～17:45

木曜日 木曜成人　　9:30～11:30

金曜日
成人　　　　15:35～16:35
子供教室Ｄ　15:35～16:35
子供教室Ｅ　16:45～17:45

第15回 お台場ナイトマラソン大会中止のお知らせ第15回 お台場ナイトマラソン大会中止のお知らせ
令和3年4月23日(金)に開催を予定しておりました「第15回お台場ナイトマラソン」は、会場を管理する東京都から、「緊急事態宣言下において
はイベントの開催だけでなく、告知及び募集も控える。」という方針が示されました。これに伴い、お台場ナイトマラソンは、開催までの準備が
困難となるため、中止とさせていただきます。
開催を楽しみにされていた皆さまには大変申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
また、次回の開催に向けて、精一杯準備して参ります。今後とも引き続き「お台場ナイトマラソン」へ変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願
い申し上げます。

【問合せ】 Kissポート財団  スポーツ事業課　☎03（5439）6201（平日8:30～17:15）

【会　場】東京ポートボウル（JR「田町駅」・都営「三田駅」徒歩６分）
【講　師】プロボウラー 半井 清 （ほか若手プロボウラー2名）
【対　象】港区在住・在勤・在学で60歳以上の方　
【定　員】50人（先着順）
【費　用】3,000円（当日会場支払い）
【申込み】電話・ハガキ・FAXでお申込みください。

ハガキ・FAXの場合は、 申込み必要事項 を明記のうえ、お申込みください。
東京ポートボウル窓口でもお申込みいただけます。
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。

【締切り】 3/11（木）

昭和カップ 昭和カップ 
「ザ☆スターボウリング大会」「ザ☆スターボウリング大会」

誰でも楽しめるボウリングをボール選びからお教えします。誰でも楽しめるボウリングをボール選びからお教えします。
プロのグループレッスンを受けてから２ゲームの大会に挑戦！プロのグループレッスンを受けてから２ゲームの大会に挑戦！
勝ってカップを持ち帰りましょう。初めての方、大歓迎！勝ってカップを持ち帰りましょう。初めての方、大歓迎！

3/14（日）
9:00～12:00

【問合せ】Kissポート財団  スポーツ事業課　
☎03（5439）6201
（平日8:30～17:15）

FAX03（5439）6224
［協力］東京ポートボウル

2021年3月号 ５



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 3/6（土）

赤坂区民センター 3/15（月）・
21（日）・28（日）

高輪区民センター 3/8（月）
芝浦港南区民センター 3/15（月）
台場区民センター 3/20（土･祝）
生涯学習センター
（ばるーん） 3/15（月）

青山生涯学習館 3/8（月）
健康増進センター
（ヘルシーナ）

3/15（月）・
21（日）・28（日）

【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

港区スポーツセンター
プール  休止のお知らせ

【休止期間】 
4/12（月）～16（金）

寄附の御礼Kissポート
財団への

この1年間も、多くの皆さまから、当財団に寄附のお
申込みをいただきました。誠にありがとうございました。
その中で、公表のご承諾をいただいた皆さまのお名
前をご報告させていただきます。

★ 2020年9月　
 NPO法人  ふるさと小中学生俳句ぷらざ様　50万円

★2021年1月　松本春美様　1万円

重ねて、こころより深く御礼申し上げます。

仏語（初中級講座） 見学可
（金） 麻布 3000円 4000円/2回 2時間 キ
ヌガワ 090-7471-4810  kinugawa@road.ocn.ne.jp

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

小唄を楽しむ会 
月3回（木）10時～14時 赤坂 5000円 6500
円 5547-6610 米川　古今東西の景色や人情を3分
位の中で唄います。見学可教材費0個別指導

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

認定NPO法人プラチナ美容塾
【会員募集中!!】高齢者施設に笑顔を届けませんか？
コロナ禍でオンラインのボランティア活動を展開中。
男性ボランティアも活躍しています。内容：セルフ
ハンドケア、リズム体操など。活動紹介イベントも
開催しています。 https://platinabeauty.com/

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 3454-6019 
りんず会平井（19時以降）

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

楓俳句会（初心者歓迎）
俳句は季語に託して己を詠み諷詠する文芸。ご一緒
に学び遊びませんか 毎月第3（月）13時～ 高輪 
1000円/月 090-5497-5351 中川

その他のサークル
吟詠・小唄のサークル

第24回 子どものびのび書展 受賞者発表

作品 名前 学校・園名 学年

花マル 宮島蓮光 セブンシーズインターナショナル
スクール 6歳

にじ 土山桃佳 御成門小学校 1年生
ふじ山 皿谷実千 港南小学校 2年生
にじいろ 林 美衣咲 芝浦小学校 2年生
山のぼり 深尾 楓 東京女学館小学校 2年生
アマビエ 田中英介 青南小学校 3年生
光る星 德髙美優 青南小学校 4年生
感謝 鈴木麻央 東町小学校 4年生
福 野村莉々 芝浦小学校 5年生
思いを一つに 金子 千幸乃 田園調布雙葉小学校 6年生

Kissポート賞 上手な作品、秀作

作品 名前 学校・園名 学年
うし 東海林 すみれ 青南保育室 5歳
ゆうき 柄澤祐花 芝浦小学校 1年生
きょうりゅう 井口琉生 芝浦小学校 1年生
かどまつ 髙木紗希 早稲田実業学校初等部 2年生
月 佐藤美月 慶応義塾横浜初等部 2年生
ふじ山 藤波 建 青南小学校 2年生
ダンス 両角美杜 赤羽小学校 3年生
元気な子 東海林 理花 御成門小学校 4年生
日本の春 舩山夢加 青南小学校 5年生
夢 増島心々 麻布小学校 6年生

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 2021年2月2日（火）

今田篤洞 先生（産経国際書会　副理事長）
　新型コロナウイルス感染拡大の中にもかかわらず、無事第24回子どもの
びのび書展が開催されること、関係者の皆さんのお蔭と感謝します。
　とりわけ出品者の皆さんは、書作に取り組むのも不自由な環境にもかか
わらず、積極的に作品を出品されたこと、すばらしいことだと思います。
出品数は昨年までに比べ若干減りましたが、立派な筆づかいで、しっかり
した線で表現されて、子どもらしいアイデアが盛り込まれた作品が多くて、
審査で差をつけ難い状態でした。よい展覧会になると、展示を楽しみにし
ています。

佐藤浩苑 先生（朝日書道会）
　毎年、のびのび書展の審査に伺うのを楽しみにしております。
子どもたちのアイデアのすばらしさ、楽しさにふれあえる機
会を与えていただけたことに感謝いたします。
　今年もアイデアいっぱいの楽しい作品がたくさんありまし
た。作品の課題を選んだ理由を伺うと、より楽しい作品に思
えてきました。
　これからもステキなアイデアのたくさん詰まった作品を書
いてください。楽しみにお待ちしています。

内田 勝（Kissポート財団　常務理事）
　令和２年～令和３年は、コロナ禍の中にあって、大変な一年でしたが、子どもたちの元気な
書が今年も140作品集まりました。子どものびのび書展も24回を数え、書展も年初の恒例行
事となりました。今回書展に応募してくれた子どもたちも、過去にそのお兄さんやお姉さんが
参加しているなど、歴史のある書展となっています。
　子どものびのび書展は、ただうまい字ではなく、形や色、書き順を気にせず自由にのびのび
書くという、珍しい書展です。これからも日本の字を大事にして、字を愛する文化をつむいで
残していけたらと思います。応募してくれた子どもたち、保護者の方々、学校関係者など、ご
協力ありがとうございました。

【日　時】3/9（火）～3/20（土・祝） 9:00～21:00　　【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24回 子どものびのび書展 作品展開催

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
いちご 深尾 櫻 しばうら保育園分園 4歳
友　いちねんせいトモ
ダチ百人つくりたい 野口晃希 愛育幼稚園 6歳

そら 添田瑛美 芝浦小学校 1年生
牛のとし 寺内聡佑 立教小学校 2年生
お正月 池田 明里紗 青山小学校　あすなろ学級 3年生
元気な子 平山智彬 青山小学校　あすなろ学級 4年生
丑 皿谷歩豊 港南小学校 4年生
ステイホーム（家） 寺内慶悟 赤羽小学校 5年生
ファイト　満々よっ 山田蒼乃 白金の丘学園小学校 5年生
霧 増田紗綾 白百合学園小学校 6年生

【問合せ】Kissポート財団　企画経営課　☎ 03（5770）6831
社会福祉法人奉優会　☎ 03（5421）7616

新型コロナウイルスワクチン接種に新型コロナウイルスワクチン接種に
係る施設の一部臨時休止について係る施設の一部臨時休止について

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140点すべてを展示します。ぜひ作品をご覧ください！

審査風景

4月に開始される予定の高齢者対象の新型コロナウイルスワクチン接
種について、下記のとおり、一部施設が会場となります。期間中は一
般の利用はできません。詳しくは、港区ホームページをご覧ください。

施設名 会場（部屋）名
赤坂区民センター 区民ホール、多目的室、第一会議室、第二会議室
高輪区民センター 区民ホール、集会室、音楽スタジオ
生涯学習センター（ばるーん） 101学習室、学習情報ルーム

【期間】 令和3年4月1日（木）～6月30日（水）まで

※会場（部屋）は変更になる場合があります。

【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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※各イベントに記載のある終演時刻は、すべて予定です。



K
Kissポート価格

港区在住・在勤・在学者および旧倶楽部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

※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。　※アルコール消毒、マスクの着用にご協力ください。　※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。

ヴァイオリン ミューズ コンサート The 2nd
販売中 赤坂区民センター　区民ホール K

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！

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

【出　演】髙
たか

木
ぎ

凜
り

々
り

子
こ

　ゲスト：山
やま

中
なか

香
か

林
りん

、岡
おか

田
だ

知
とも

子
こ

【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
エルガー：愛の挨拶　ほか

【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、学生証の提示をお願いする場合がございます。

【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：
　Kissポートチケットセンター　☎03（5413）7021

【申込期間】3/25（木）まで（当日券販売はなし）
【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。

【問合せ】Kissポート財団　事業課　☎03（5770）6837

髙木凜々子
©NaoyaYamaguchi
（Studio☆Di:VA）

山中香林

岡田知子

Web港区会員チケットお得情報
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。

フォレスタコンサート in 武蔵野

【日　時】4/12（月）14:00開演（13:00開場）
【出　演】合唱／ピアノ：フォレスタ　司会：石川牧子  
【対　象】Web港区会員限定
【チケット】全席指定：5,400円（一般価格：6,000円）　※10枚限定。お一人様2枚まで
【申込期間】3/5（金）10:00～ 3/19（金）17:00（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
【その他】※ Webからの申込、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。

※未就学児入場不可
※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。https://sunrisetokyo.com/detail/12887/
※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。

新発売 武蔵野市民文化会館

懐かしく、美しい日本の歌。文部省唱歌、童謡、歌謡曲等に上品
なユーモアを添えて。時代とともに生まれた名曲をあなたに。

プレゼント

4/10（土）よりパナソニック汐
留美術館を会場に開催される
「クールベと海 展」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５組10名様にプ
レゼントします。
【開　期】 4/10（土）～6/13（日）

「クールベと海 展」
チケットプレゼント

【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「クー
ルベと海 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「クールベと海 展チケットプレゼント」係
☎03（5770）6837

【締切り】3/15（月）

ギュスターヴ・クールベ 《波》 
1869年 油彩・カンヴァス 愛媛県美術館 

ASPイッツフォーリーズ公演
ミュージカル「おれたちは天使じゃない」
【日　時】5/11（火）～16（日）
【出　演】横堀悦夫（青年座）、藍 実成、吉田 雄

田中愛実、大川 永、中村彰男（文学座）
水野龍司（昴）、大塚庸介、吉村健洋、松田 周（青年座）　ほか

【演　目】ASPイッツフォーリーズ公演　
ミュージカル「おれたちは天使じゃない」

【対　象】一般　※未就学児のご入場はできません。
【チケット】前売（全席指定・完全予約制）

6,500円（各開演の1時間前までカンフェティにて販売）
初日・土曜ソワレ割：5,500円
U25：3,500円（25歳以下、要当日年齢証明）
Kissポート価格：5,500円（港区在住・在勤・在学者のみ、要当日証明）
HC割：3,500円（障害者手帳をお持ちの方と介助の方1名）
※U25、Kissポート価格はカンフェティ、オールスタッフのみ取り扱い
※ HC割はオールスタッフ事前電話受付のみ。俳優座劇場の仕様により
車椅子の種類によってはご入場ができない場合もございますので予め
ご了承ください。

【発売日】4/1（木）予定
【申込み】カンフェティ　☎ 0120（240）540（平日10:00～18:00）　https://confetti-web.com/
【申込み・問合せ】オールスタッフ  ☎ 03（5823）1055（平日11:00～18:00）

http://www.allstaff.co.jp/
［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
［協賛］（株）明治
［協力］麻布十番商店街振興組合

新発売 俳優座劇場 K

公演日程
東京公演
2021年5月11日（火）～16日（日）
俳優座劇場８回公演
始役　♥吉村健洋　♠松田 周
5/11（火）　19:00♥
5/12（水）　19:00♠
5/13（木）　14:00♠　19:00♥
5/14（金）　14:00♥
5/15（土）　13:00♥　　

18:00♠
　アフターイベントあり

5/16（日）　14:00♠
開場は開演の45分前

撮影　日高 仁 1979年劇団公演初演

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

［KissポートWebチケット］にてお申込み時の注意事項 チケット購入時には、チケット代金のほかに各種手数料がかかります。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。価格表示について
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）「キスポート」郵送サービスのご案内
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