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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

vo l.3 2 0

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

5月5日（水・祝）
発行

古墳時代の住居跡を再現したもの。

今後のイベントおよび施設の利用について

港区探訪◎港区 憩いの場 今昔STORY

第2回

本誌５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。

三田台公園

Kiss ポート財団ホームページ

https://www.kissport.or.jp

感じて
さわって、

ふれあい
どうぶつえん

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6月号は6月5日（土）発行予定

近くの公園が1日だけミニ動物園に変身！
かわいい小動物とふれあえたり、ポニーに乗ったりできる
楽しいイベント「ふれあいどうぶつえん」が
三田台公園で行われました。

動物たちとふれあって子どもの豊かな感性を育もう
3月6日（土）に、三田台公園にて「ふれあいどうぶつえん」が開
催されました。Kissポート財団が主催するふれあいどうぶつえん
は、港区内の公園や広場で動物たちとふれあえるイベント。小学生
までの子どもと保護者を対象に、年2回（春・秋）ほど行われていま
す。開催会場は毎回異なりますが、今回は、乗馬体験ができる広い
スペースがあることなどから三田台公園が会場に選ばれ、当日は
多くの来場者でにぎわいました。
この日、三田台公園にやってきたのは、30匹のモルモットのほ
か、ヤギ、ヒツジ、ウサギなどのかわいい小動物たちと3頭のポニー。
ふれあいコーナーでは子どもたちがモルモットをひざに乗せたり、
ヒツジをなでたり、エサをあげたりしながら、「かわいい！」
「動い
た！」など喜びや驚きの声をあげました。また、奥の広場ではポニー
の乗馬体験を実施。乗る前はポニーを怖がっていたちびっこも、乗

馬を終えるころにはニコニコと笑顔を見せるなど、短い間にも子
どもたちの成長とたくましさが垣間見えるイベントとなりました。
ふれあいどうぶつえんの動物たちは、公益財団法人ハーモニィ
センターが運営する動物広場からやってきます。ハーモニィセン
ター広報担当の山本直輝さんは「ふれあいどうぶつえんの最大の
魅力は、その名の通り、動物たちに直接さわれることです。生きて
いる動物のやわらかさ、あたたかさ、においなどをじかに感じるこ
とで、子どもたちの五感が刺激され、豊かな感性が育ちます」と話
します。
コロナ禍で気軽に遠出することが難しい今、ふれあいどうぶつ
えんは、子どもたちと動物がふれあえる貴重な機会になるかもし
れません。次回の開催予定が決まりましたらキスポート誌面でも
お知らせしますので、
ぜひ会場に足を運んでみてくださいね！

ポニーに乗って広場を1周

モルモットとふれあい

ぜひふれあって
くださいね！

いろんな動物たちを見て
ふれて楽しい1日に

【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

ハーモニィセンター
広報担当・山本直輝さん

【発行部数】
120,000部

2021年5月号

港区 憩いの場
ストーリー

第2 回

三田台公園

港区で発掘された遺跡を身近に感じよう
三田台公園は、
縄文時代の貝層断面などが展示されている、
ちょっと珍しい公園です。
公園散歩を楽しみつつ、昔の人々の暮らしに思いを馳せてみませんか？

右手にあるのが伊皿子貝塚の貝層の断面。実際の貝層をはぎとり、三田台公園で展示しています。奥には伊皿子
貝塚の貝層の下から発見された縄文時代後期の竪穴住居が再現されています。

災害時に役立つ設備が充実した
港区でただ一つの遺跡公園
三田4丁目の聖坂沿いにある三田台公園は、1978年
につくられた港区初にして唯一の遺跡公園です。園内
い さら ご

には、伊皿子貝塚遺跡から発見された貝層の断面や、再
現した竪穴住居が展示されています。
昨年行われた整備工事では、季節の花を眺めながら
散歩できる遊歩道が新設されたほか、災害時にトイレ
として使用できるスツールや、かまどになるベンチ、

再現された竪穴住居の内部。ガラスの向こうに、当時の人々の暮ら
しが見えます。ボタンを押すと音声による解説が流れる仕組み。

園内の遊歩道の脇には、ウメ、モモ、ツツジなどの樹木が植えられ、
四季に合わせて季節の花が沿道を彩ります。

ソーラー照明灯が設置されました。奥には子どもたち
がのびのびとスポーツを楽しめるグラウンド広場もあ
り、子どもから大人まで幅広い世代が気持ちよく過ご
せる空間となっています。
歴史を振り返ってみると、この場所には、江戸時代に
は上野沼田藩土岐氏の下屋敷がありました。明治に入

（左）
華頂宮邸の頃からある井戸。
大正時代の関東大震災では大変
役に立ったそうです。今も使えま
すが、生水の飲用は避けて。
（右）
再現された住居跡の脇にたつ土
偶風の解説板。

か ちょうのみや

ると宮家である華頂宮邸となりましたが、1924年に博
こう きょ

忠王が薨去したことから華頂宮家は断絶し、やがて敷
地の一部が港区立公園に。三田台公園には、華頂宮邸
で使われていたと思われる井戸や外壁の一部が、現在

敷地内には華頂宮邸の外壁が残されています。築
年は不明ですが、少なくとも大正以前のものと考
えられます。

公園の奥には、ス
ポーツをしたり走
り回ったりするの
に最適なグラウン
ドスペースが。い
つも子どもたちの
明るい声であふれ
ています。

も残されています。

縄文時代の人々の暮らしを
今に伝える伊皿子貝塚
三田台公園に展示されている貝層断面は、公園から
100メートルほど南東の地点（三田4-19）で発掘され
た伊皿子貝塚遺跡で見つかったものです。この遺跡か

災害活動拠点公園に指定されていることから、2020年の整備工事
により、かまどベンチやトイレスツールなどが新設されました。

らは縄文・弥生・古墳・奈良・平安・江戸の各時代の遺
構や遺物が、順番に重なり合って発見されました。貝
塚は縄文後期（約4000年前）のもので、82種類もの貝
類が確認されましたが、約8割はマガキとハイガイで

公園
近くの もうひとつの
白金
高輪
駅

三田台
公園

亀塚公園

高輪地区
総合支所

した。当時はこれらの貝が周辺に多く生息し、人々が
松島屋

伊皿子貝塚では動物・魚の骨や道具類の出土が少ない
ことから、集落の中ではなく、貝を加工する作業場にで
きた貝塚だと推測されます。
物言わぬ遺構ですが、そのあり様から、はるか昔に生

泉岳寺

三田台公園

子坂
伊皿

好んで食べていたであろうことがわかります。また、

泉岳
寺駅

2

住所：港区三田4-17-28
京急本線・都営浅草線「泉岳寺」
駅徒歩8分
都営三田線・東京メトロ南北線「白金高輪」
駅徒歩9分

きた人々の様子が浮かび上がってきますね。

松島 屋
三田台公園を出て左手に進み、伊皿子信号を越えたところ
に、昔ながらの情緒を残した老舗和菓子店「松島屋」があ
ります。松島屋が創業したのは大正時代の1918年。こ
ちらの豆大福は、昭和天皇や、その弟である高
松宮宣仁親王にも愛されたそうで、しだいに評
判が広がって大人気となりました。東京三大豆
大福のひとつに数えられ、午前中に売り切れて
しまうことも多いとのこと。店主の気さくな人
柄も再訪したくなる理由かもしれません。

創業時

現在

住所：港区高輪1-5-25
営業時間：9:30〜15:00（売り切れしだい終了）
定休日：日曜、月2回月曜、不定休

参考／港区の先史時代Ⅰ 伊皿子貝塚と港区の貝塚（港区教育委員会）、港区立港郷土資料館へ行ってみよう！第1号（港区立港郷土資料館）
、港区歴史観光ガイドブック（港区産業・地域振興支援部 観光政策）
【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。

2021年5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

★感染状況により、事業が延期・中止
となる場合がございます。

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）

★イベント開催時には、以下の点にご
注意をお願いします。
・体温37.5度以上の方、体調不良の方
はご来場をお控えください。

※ 【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。

・ご来場の際のマスクの着用、検温、手
指のアルコール消毒にご協力ください。

● 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。

・列を作って並ぶ場合は、
ソーシャルディ
スタンスの保持にご協力ください。

※ 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。

お申込みの際は、
P3の 申込み必要事項 をご確認ください。

スポーツ

1

トライアスロン教室入門編
inお台場

スポーツ

4

【日 時】5/29（土）9:30〜17:00
【会 場】港区立お台場学園港陽中学校
【対 象】港区在住・在勤・在学で25ｍ以上泳げるトライアス
ロン初心者
【定 員】30人（先着順）
【費 用】3,500円（資料代、保険料含む）
※バイクレンタルお申込みの方は別途2,500円かかります。
【申込み】Kissポート財団HPからお申込みください。
【締切り】5/21（金）
23:59
【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）

自分の身長より大きな輪の中に
入ってぐるぐる回転するスポー
ツ「ラート」。誰でもちょっとし
HP
た練習で楽しく回れて無重力に
似た感覚を体験！
【日 時】6/5（土）
13:00〜14:20（12:30開場）
【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
【対 象】港区在住・在勤・在学で高校生以上の方
【定 員】12人（抽せん）
【費 用】無料
【申込み】申込み必要事項 とメールアドレス、身長、ラートの
経験の有無を明記のうえ、Kissポート財団HPから
お申込みください。
【締切り】5/25（火）
23:59
抽せん結果は、5/26（水）
に
メールでお知らせいたします。
【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）

［後援］港区教育委員会
［協力］港区トライアスロン連合

スポーツ

2

小学生フェンシング体験教室
オリンピック・パラリンピッ
ク種目のフェンシングを見て、
知って、体験してみよう！

スポーツ

3

HP

ラートは、三次元の回転を体感
でき、身体はまるで宇宙遊泳を
しているかのようにゆっくり流
れるように空中を移動します。

【日 時】
Ａ
B

日程

6/5（土)

時間

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。

HP 【日 時】
クラス

Ａ
B

小・中学生ラート体験教室

クラス

小学生トランポリン体験教室

受付・開場時間

9:00〜10:20

8:40開場

10:40〜12:00

10:25開場

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。

日程

6/5（土)

時間

受付・開場時間

8:40開場

10:40〜12:00

10:25開場

【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
【申込み】申込み必要事項 とメールアドレス、学年・希望クラ
スを明記のうえ、Kissポート財団HPからお申込み
ください。
【締切り】5/25（火）
23:59
抽せん結果は、5/26（水）
にメールでお知らせいたし
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）
［後援］
港区教育委員会
※各イベントに記載のある終演時刻は、すべて予定です。

浜松町

10 13 18

2 3 4 5

お台場学園
港陽中学校 1

田町

芝浦港南区民センター
12 15 16 17 19 21

高輪ゲートウェイ

埠頭少年野球場 6

品川

台場区民センター 9 19

6

「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

港区小・中学生野球大会

【日 時】小学生：6/20・27、7/4・11（毎日曜)
中学生：7/31（土）
、8/1（日） 予備日8/8（日・祝）
監督会議・抽せん会：5/12（水）
【会 場】埠頭少年野球場、麻布運動場野球場
【対 象】●小学生：港区少年軟式野球連盟または港区スポー
ツ少年団加入チーム
〒
Ａリーグ：４・５・６年生で構成されたチーム
Ｅ
Ｂリーグ：４年生以下で構成されたチーム
※Ｂリーグの４年生はＡリーグにダブルで登録する
ことができます。
（ただし、１日２試合まで、投手
は７イニングまでとします）
●中学生：港区在住・在学・区内チームに所属する
中学生で構成されたチーム
※スポーツ傷害保険に加入していないチームは出場
できません。
【定 員】30チーム（先着順）
【費 用】1チーム 2,000円
【申込み・問合せ】
所定の申込用紙に 申込み必要事項 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
「港区小・中学生野球大会」係まで。申込用紙はKiss
ポート財団HPからもダウンロードできます。
☎03（5439）
6201（平日8:30〜17:15）
FAX 03
（5439）
6224
【締切り】5/8（土）
23:59
［協賛］
ナガセケンコー（株）
［後援］
港区教育委員会
［協力］
港区スポーツ少年団
港区軟式野球連盟

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。
7

9:00〜10:20

7

伝統文化交流館
港区スポーツセンター

麻布運動場野球場 6

健 康

［後援］港区教育委員会 ［協力］港区フェンシング協会

5

生涯学習センター

東麻布区民協働
スペース 8

［後援］
港区教育委員会
［協力］
日本ラート協会

スポーツ

【日 時】5/30（日）
10:00〜12:00
HP 【会 場】港区スポーツセンター サブアリーナ
【講 師】港区フェンシング協会
【対 象】港区在住・在学の小学生
【定 員】20人（抽せん）【費 用】500円（傷害保険料含む）
【申込み・問合せ】申込み必要事項 とメールアドレス、利き腕
（右または左）、保護者氏名を明記のうえ、Kissポー
ト財団HPからお申込みください。
Kissポート財団 スポーツ事業課
☎03（5439）
6201（平日8:30〜17:15）
【締切り】5/20（木）
23:59
【その他】抽せん結果はメールでお知らせします。
当選者には別途当日の案内等を郵送いたします。

〜初めての方も安心！簡単に全身運動！〜
〜日常生活で味わえない景色！ 回るって楽しい！〜

東京タワー

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

大人のためのラート体験会

新橋

14 20

お申し込み方法

［後援］
港区教育委員会 ［協力］
日本ラート協会

東京2020大会トライアスロ
ン競技会場の目の前でスイム、
バイク、ランの３種目を経験
豊富な講師陣から１日で学び
HP ます。初心者の方対象。

東京
ミッドタウン

青山霊園

麻布区民センター

スポーツ

スポー ツ

11

会場の場所：マップ上にある
番号と連動しています。

【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
【対 象】港区在住・在学の小・中学生
【定 員】各クラス16人（抽せん）
【費 用】500円
【申込み】申込み必要事項 とメールアドレス、身長、希望クラ
ス、ラートの経験の有無を明記のうえ、Kissポート
財団HPからお申込みください。
【締切り】5/25（火）
23:59
抽せん結果は、5/26（水）
に
メールでお知らせいたします。
【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）

赤坂区民センター 20

青山生涯学習館

「今月の募集」
の使い方

新型コロナウイルス感染症への
対応について

共通

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

ウェルカム“プレイスポーツ”

6月「八式太極拳」

初めて太極拳に参加の方でも安
心してご参加いただけます。移動
も少ないため、stayhome中のご
Web
自宅でも実践できます。
☎

【日 時】6/12（土）
10:00〜11:30（9:30受付）
【会 場】生涯学習センター（ばるーん）
レクリエーションルーム
【講 師】スポーツリーダー 岩本淳也
【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】500円 ※別途手数料が発生する場合があります。
【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
【申込期間】
5/12（水）
10:00〜5/25（火）
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
【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 広報・事業推進課
☎03（5770）
6837（平日 9:00〜17:00)
➡次のページにつづく。

４

2021年5月号

今月の 募集

Kissポートカルチャー健康講座

6月「質の良い睡眠を
とりましょう」
〜夏バテ前の梅雨バテを防ごう〜

Web

☎ 【日

はじめての俳句

［主催］
NPO法人ハート・コネクションズ
［特別共催］
Kissポート財団
［後援］
港区／港区介護事業者連絡協議会
［協賛］
尾西食品（株）

『和のこころ』
香道であそぶ 四季
〜紫陽花香〜

15

体 験

12

参加者は当日「実習講座」
で持参教材があります。申
込書で確認のうえお忘れのないようご注意ください。
コロナ禍対応注意事項を必読のこと。
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【その他】実習講座では「救急処置/救命体験」
があり、活動し
やすい服装でご参加ください。開催日より7日間の
検温数値の聞き取りがあります。

初めて俳句を体験する人たちを対象に、
俳句についての講義と、当季（夏）のお
題での句会を実施します。

HP 【日 時】1回目 6/22（火）10:00〜11:30
2回目 6/29（火）10:00〜11:30
〒
【会 場】青山生涯学習館 学習室２
しみ ず かず よ
FAX
【講 師】清水和代（俳人協会会員「春塘」
主宰）
【対 象】港区在住・在勤・在学で初めて俳句の講座に参加す
る方
【定 員】15人（抽せん） 【費 用】500円（全２回）
【申込み・問合せ】
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
「はじめての俳句」
係まで。
☎03（3470）
4584 FAX 03（3470）
0856 HP 可
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【申込期間】5/5（水・祝）
〜6/8（火）

講 座

時】6/26（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】健康運動指導士 納谷香菜子
【対 象】どなたでも（18歳以上の方）
【定 員】8人（先着順）
【費 用】1,000円 ※別途手数料が発生する場合があります。
【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
【申込期間】5/14（金）10:00〜6/4（金）23:59
※定員になり次第締切り
【用意するもの】マスク、運動できる服装、靴でお越しください。
【その他】軽めの運動も行います。医師に運動を止められている
方はご遠慮ください。
【問合せ】Kissポート財団 広報・事業推進課
☎03（5770）
6837（平日 9:00〜17:00)

11

講 座

健 康

8

申込み必要事項は P.3 の上部をご参照ください。

〒 『紫陽花の八重咲く如くやつ代にをいませわが背子見つつ偲

伝わる・つながる英会話

【日 時】6/5（土）14:00〜15:30
【会 場】芝浦港南区民センター 第1・第2集会室

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。

やま だ まさひろ

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

【日 時】6/26〜7/31（毎土・全６回）
13:00〜14:00
FAX 【会 場】芝浦港南区民センター
【講 師】石澤みちよ
【対 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
【定 員】10人（抽せん） 【費 用】3,000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 03（3798）
4553
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】6/11（金）
必着
【問合せ】芝浦港南区民センター ☎03（3769）
8864
【その他】街中で外国の方に気軽に声をかけて道案内や観光の
お手伝いができるように、少しずつ英会話を身につ
けましょう。

〜展示デザインで巡る
万国博覧会〜

2025大阪・関西万博ニュースや、 ランカイヤ”乃村工藝社の

☎ 仕事・万博はじめ博覧会の歴史、社会への影響等の視点で興

味深い内容です。

【日 時】6/5（土）
14:00開演〜15:45終演
【会 場】台場区民センター 区民ホール
【講 師】株式会社乃村工藝社 石川敦子（乃村工藝社万博資料
室）
、執行昭彦（空間デザインディレクター）
、
岸田匡平（展示プランナー）
、森 誠一朗（展示プラン
ナー）
【対 象】中学生以上
【定 員】100人（先着順） 【費 用】無料（要予約）
【申込み】Kissポート財団HPまたは台場区民センターへお電
話でお申込みください。
（定員に達し次第、申込み
終了とさせていただきます）
【締切り】5/15（土）
【問合せ】台場区民センター ☎03（5500）
2355
【その他】申込み状況についてはお問い合わせください。

和食器を使った季節のテーブルコーディネートを学びましょ
う！行事の由来、食事、飾り付けポイントなども紹介します。

HP

〒 【日
【会
FAX
【講
【対

時】6/18（金）18:00〜19:30（17:30開場）
場】伝統文化交流館 ２階 交流の間
師】大瀬由生子（テーブルアーティスト）
象】どなたでも
※ただし港区在住・在勤・在学者優先
【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 を明記
のうえ、〒105-0023 港区芝浦１-11-15 伝統
文化交流館「和食器」係まで。 FAX 03（3455）8453
HP 可
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【申込期間】
5/5（水・祝）
〜5/31（月）
【問合せ】伝統文化交流館 ☎03（3455）
8451

体 験
14

〈心を紡ぐ 〜Spin Your Heart〜 2021

コロナに打ち勝つ社会づくり
5月講座

［民間外交大使MINATO］育成事
FAX 業に続く【社会還元型】
人材育成
Ｅ を目指す3年計画。
5月講 座・講 師は 危 機 管 理 スペ
シャリスト自衛官!!

講師・演者

座学「災害の蓋然性と対応」薗部恵一朗

自衛隊東京地方協力本部
港出張所々長 3等陸佐

実習「応急処置要領など」荒木正彦

自衛隊東京地方協力本部
港出張所 広報官 １等陸曹

災害時食のアプローチ

NPO法人ハート・コネクショ
ンズ理事長

岩田恵子

【対 象】港区在住・在勤・在学で中学生以上の方
【定 員】60人（先着順） 【費 用】無料
【申込み・問合せ】
FAXまたはEメールに 申込み必要事項 と
メールアドレスを明記のうえ、NPO法人ハート・
コネクションズ/事務局「〈心を紡ぐ〜Spin Your
Heart〜〉2021」係まで。
FAX 03
（6753）
0330
Eメール：kei-p1@ab.auone-net.jp

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

和の園芸、苔玉を使った盆栽風イ
ンテリアグリーンに挑戦してみ
ませんか。

〒
FAX

和の園芸・苔玉づくり

【日 時】6/13・20（毎日曜・全２回）
10:00〜12:00
（9:30受付）
【会 場】芝浦港南区民センター
２階 第１・第２集会室
【講 師】小林由起子（園芸専門家）
【対 象】港区在住・在勤・在学で15歳以上の方
【定 員】20人（抽せん）
【費 用】3,000円（全２回分・材料費込み）
【申込み・問合せ】
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「苔玉づくり」係まで。
☎03（3769）
8864 FAX 03（3798）
4553
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】5/31（月）
必着
【その他】芝浦港南区民センターの窓口で直接お申込みも承り
ます。

「英語で遊ぼう！ (前期)」

17

〒

うたって うごいて 楽しくレッスン

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。

FAX 【日

【日 時】5/15（土）
10:00〜13:00
（9:15開場）
【会 場】麻布区民センター
区民ホール
【講 師】
テーマ

お いえりゅうこうどうあざ ぶ かい

「和とエコを学ぶ講座」

体 験

季節の和食器テーブル
コーディネート 七夕編

講 座

10

〒
【日 時】6/27（日）10:30〜11:30（10:00開場）
FAX 【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保護者
【定 員】10組（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「七夕づくり」係まで。 FAX 03（3455）
8453 HP 可
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【申込期間】
5/5（水・祝）
〜6/1（火）
【問合せ】伝統文化交流館 ☎03（3455）
8451
【その他】汚れてもい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。

体 験

［主催］
台場区民センター
［協力］
株式会社乃村工藝社

HP

織姫と彦星のお話で知られる七夕は、習い事上達の行事とし
て古来より行われてきました。様々な願いを込めた七夕飾り
を作ってみましょう！

16

体 験

HP

台場塾 2025年 大阪・関西万博が、
きっと、もっとおもしろくなる！

講 座

講 座

9

七夕の“節供”ワークショップ
七夕飾りを作ろう！

13

あざ ぶ こう が どう

【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）
【費 用】2,500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、
〒108-0023 港区芝浦4-13-1
芝浦港南区民センター「紫陽花香」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】5/26（水）
必着
【問合せ】芝浦港南区民センター
☎03（3769）
8864 FAX 03（3798）
4553

〒

文 文
化 化

はむ』を証歌とする組香主体の体験香席。初夏の訪れを香で
感じてみませんか？

FAX

Web KissポートWebチケット

時】6/26〜7/31(毎土・全６回）
15:00〜15:40
（14:50受付 初回のみ14:30受付）
【会 場】芝浦港南区民センター １階 講習室
【講 師】パシフィックファミリークラブ 石澤みちよ、
ボランティア
【対 象】平成27年４月２日〜平成29年４月１日生まれの未就
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回分)
【申込み・問合せ】
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！
(前期)」係まで。
☎03（3769）
8864 FAX 03（3798）
4553
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】6/4（金）
必着

〒 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5月号

鑑 賞
鑑 賞

18

尺八、箏、三絃、十七絃などの和楽器によるハーモニーで、
心の 癒し となるコンサートを開催いたします。
HP
〒

コミカレ

19

芝浦港南区民センター・台場区民センター合同募集

コミュニティ・カレッジ
ーあなたの企画を実現しますー

地域住民が参加・学習できる企画を募集します。講座、ワー
クショップなど形式は自由です。日頃の活動の成果をぜひ活
〒 かしてみませんか。
FAX
【実施期間】おおむね10月〜2022年2月までの希望日時
【実施場所】芝浦港南区民センターまたは台場区民センター
【応募資格】港区内で活動している団体等
（詳しい応募資格、支援内容などは募集要項をご覧ください）

クリップ
ボード
スポーツ・健康
令和3年度
都民生涯スポーツ大会
港区選考会

【対 象】港区在住・在勤・在学者
【申込み】各競技団体にお問い合わせください。

コミカレ

コミュニティ・カレッジ

20

〒

麻布区民センター・赤坂区民センター合同募集

コミュニティ・カレッジ

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

21

フリマ

【日 時】6/5（土）15:30〜16:30（15:00開場）
【会 場】伝統文化交流館 ２階 交流の間
FAX 【出 演】和楽器オーケストラあいおい 松﨑晟山（尺八）
新福かな、樋口千清代、石田真奈美（箏、三絃、十七
絃）
【曲 名】
「春の海」
宮城道雄作曲、
「松竹梅」
三ツ橋勾当作曲、
「ソーランスケルツォ」
江戸信吾作曲 ほか
【対 象】どなたでも ※ただし港区在住・在勤・在学者優先
【定 員】40人（抽せん）
【費 用】1,000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「和楽器」係まで。 FAX 03（3455）8453
HP 可
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【申込期間】
5/5（水・祝）
〜5/20（木）
【問合せ】伝統文化交流館 ☎03（3455）
8451

涯学習館に設置しています。
また、Kissポート財団、麻布区民センター、赤坂
区民センターのホームページからもダウンロード
できます。
〒106-0032 港区六本木5-16-45
麻布区民センター「コミュニティ・カレッジ」係
☎03（3583）5487 FAX 03（3583）5547
〒107-0052 港区赤坂4-18-13
赤坂区民センター「コミュニティ・カレッジ」係
☎03（5413）2711 FAX 03（5413）2714
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】7/19（月）
必着

【募集件数】各区民センター１企画（１団体１企画）
【募集テーマ】区民が参加・学習できる企画
（講座・ワークショップなど、形式は自由です）
【申込み・問合せ】募集要項に添付している申込用紙に必要事
項を明記のうえ、企画開催を希望する区民センター
に持参するか、
郵送またはFAXにてお申込みください。
※募集要項は、麻布・赤坂・芝浦港南・台場の区民セ
ンター4館、生涯学習センター（ばるーん）
、青山生
涯学習館に設置しています。
また、Kissポート財団、芝浦港南区民センター、台
場区民センターのホームページからもダウンロー
ドできます。
芝浦港南区民センター：https://www.kissport.
or.jp/sisetu/shibaura-konan/
台場区民センター：https://www.kissport.or.jp/
sisetu/daiba/
〒108-0023 港区芝浦4-13-1
芝浦港南区民センター「コミュニティ・カレッジ」係
☎03（3769）8864 FAX 03（3798）4553
〒135-0091 港区台場1-5-1
台場区民センター「コミュニティ・カレッジ」係
☎03（5500）
2355 FAX 03（5500）
2367
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】7/16（金）必着

和楽器が奏でる
癒しのハーモニー

新緑が美しい季節となりました！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？

ーあなたの企画を実現しますー

港区内で活動する団体やグループを対象に「コミュニティ・
文化・生涯学習の自主企画」を募集します。

FAX 【実施期間】おおむね11月〜2022年2月までの希望日時
【実施場所】麻布区民センターまたは赤坂区民センター
【応募資格】港区内で活動している団体等

（詳しい応募資格、支援内容などは募集要項をご覧ください）

５

直

【日 時】5/23（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

【募集件数】各区民センター１企画（１団体１企画）
【募集テーマ】区民が参加・学習できる企画
（講座・ワークショップなど、形式は自由です）
【申込み・問合せ】募集要項に添付している申込用紙に必要事
項を明記のうえ、企画開催を希望する区民センター
に持参するか、
郵送またはFAXにてお申込みください。
※募集要項は、麻布・赤坂・芝浦港南・台場の区民セ
ンター4館、生涯学習センター（ばるーん）
、青山生

※大会実施要項、参加申込用紙は5/22（土）
〜 5/28（金）に 港 区 ス ポ ー ツ セ ン タ ー
（3F）受付にて配布します。
または港区水泳協会のHPより参加申込
用紙ダウンロード可。
https://minatosui-sc.com/
※詳細はポスター等をご覧ください。
【問合せ】港区水泳協会 ☎080（4334）
2513
【その他】新型コロナウイルス感染状況が終息して、
大会開催が決定した場合の日程になります。
応援に関する入場制限等、詳しくは、港区
水泳協会のホームページでご確認ください。
［主催］
（一財）
港区体育協会 ［主管］
港区水泳協会
［後援］
港区教育委員会、Kissポート財団、
（公財）
東京都水泳協会

シニアパドルテニス教室

初心者・経験者問わずパドルテニスを楽しみましょう。
【日 時】6/14・21
（毎月曜・全2回）
10:00〜12:00
開催日
種目
参加資格
会場
締切日
【会 場】港区スポーツセンター サブアリーナ
6/6（日）
【対 象】港区在住・在勤で60歳以上の方
・12（土） ソフト
18才以上の
青山
5/21
※ 60歳未満で参加希望の方は、直接ご相
女子
野球場
（金）
予備日 ボール
談ください。
6/13（日）
【定 員】40人（抽せん）
【費 用】無料 傷害保険は主催者で加入します。
40歳以上
男女ダブルス 港区
【申込み】往復ハガキに①郵便番号・住所②氏名（フ
5/25
バドミン
リガナ）
③年齢④性別⑤在勤者は会社名・
スポーツ
6/5（土）
合計年齢が
（火）
トン
センター
所在地⑥連絡先電話番号⑦経験年数を明
100歳以上の
ミックスダブルス
記のうえ、
〒105-0023 港区芝浦1-16-1 港区ス
港区
ポーツセンター内 港区体育協会「シニ
35歳以上女子
5/31
スポーツ
6/13（日） 弓道
40歳以上男子
（月）
アパドルテニス教室」
係まで。
センター
【締切り】5/30（日）
※テニス、ソフトテニス、剣道、ラージボール卓球、 【問合せ】港区パドルテニス協会
なぎなた、水泳・陸上競技、ゲートボール、ボウ
☎090（6707）
0041（担当：木戸）
リング、サッカーについては、各競技団体で選 ［共催］
（一財）
港区体育協会、
（公財）
東京都体育協会、東京都
［主管］
港区パドルテニス協会
考します。
［協力］
東京都パドルテニス協会

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】5/9（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
【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）
【締切り】5/8（土）
【申込み・問合せ】
電話または直接受付へ
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

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】5/7・14・21・28（毎金）
10:00〜12:00
【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

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】ビギナークラス：5/18・25（毎火）
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】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
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】5/11・18・25（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

第44回港区民水泳競技大会
アクアフィールド芝公園
アーチェリー 初心者講習会 芝浦中央公園運動場
第76回都民体育大会 予選会
フットボールアカデミー
キッズフットサルスクール
感染症対策したアーチェリー初心者講習会
2021年都民生涯スポーツ大会 【日 時】6/2・9・16・23（毎水）18:30〜20:30
現役フットサル選手によるお子さま対象のフット （4〜6歳）
【会 場】港区スポーツセンター 武道場３
サル教室です。スキル向上を目指します。
保護者様と一緒にご参加いただけます。みんなで
港区選考会
【講 師】港区アーチェリー協会
【日 時】5/7・14・21・28（毎金）

【日 時】7/18（日）
9:00〜16:00
【会 場】アクアフィールド芝公園
【対 象】港区在住・在勤・在学者及び区内で活動
する団体
【費 用】個人：1種目 300円（2種目迄）
【申込み】5/28（金）18:30〜20:00
港区スポーツセンター
第1・第2会議室（4F）
5/29（土）11:30〜15:00
港区スポーツセンター
第1・第2会議室（4F）

【対 象】港区在住・在学で高校生以上の方
【定 員】
16人（先着順）
【費 用】3,500円（用具代、保険料込み）
【申込み】往復ハガキに必要事項（①住所 ②氏名
③年齢 ④身長 ⑤右利き、左利きの区
別）
を明記のうえ、〒105-0023 港区芝
浦1-16-1 港区スポーツセンター内
港区体育協会「アーチェリー初心者講習
会」
係まで。
【締切り】5/19（水）
【H P】https://minatokumaa.simdif.com/

17:00〜18:00（60分レッスン）
【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

ボールを使う楽しい運動ができる教室です。
【日 時】4〜6歳：5/6・13・20・27（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】
港区在住・在勤（優先）の保護者様と4〜
6歳のお子さま
【定 員】20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
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Kissポート財団では、

を活用した各種のイベントや講座、レッスンなどを実施中。今後もご期待ください！

●みんなでENJOY! NEOダンス動画コンテスト●MINATO ONLINE RUN&WALK 2021●体幹トレーニング、簡単からだケアなど各種スポーツ・健康関連
●WEBでみなと区民まつり●みなとバンドフェスティバル2021 ONLINE、音楽のさんぽ道など音楽関連●みなと区民大学オンライン講座 ほか多数！

〈 ミナト オンライン ラン & ウォーク〉

参加者インタビュー
参加賞Ｔシャツ

コロナ禍でも安心安全にスポーツを楽しめるイベントとして、
MINATO ONLINE RUN & WALK 2021が開催されました。2月27日
（土）
から3月12日（金）
にわたって開催されたこのイベントには、7歳から85歳まで、総勢1,195人の男女が参加。一県を除く全都道府県から、幅
広い年齢層で個人やチームの参加者が集まりました。参加者はトレーニングアプリ
「TATTA」
（タッタ）
をスマートフォンにダウンロードし、
走行・
歩行中に携帯することで距離を記録することができます。目標距離の42.195kmを目指して走り、歩いていただきました。
イベント後のアンケートでは、
「コロナが収束した後もリアルとオンラインを併用して参加したい」と答えた方が71％もいらっしゃいました。
こうしたオンラインのイベントも、新しいスポーツの形として今後定着していくかもしれませんね。

参加賞の
オリジナル長袖
Ｔシャツが
好評でした！
背中

胸

伊丹真澄さん（個人の部）とミラー・チャドさん（チームの部）に、イベントに参加された感想をお伺いしました！

個人最長
距離記録賞

観光も楽しみながら、目標は1日50kmのウォーキング！

伊丹真澄さん

今回のイベントに参加したのは、参加賞の長袖Tシャ
ツが目当てでした（笑）。オンラインのイベントの参
加賞Tシャツは半袖のものが多く、長袖は珍しかった
んです。このように、初めのうちはのんびりした気持
ちで参加していたのですが、4、5日経った頃アプリで
途中経過を確認してみると「頑張れば賞が取れるかも」
という位置に自分がいて、そこから最長距離を目指し
た目標設定に変えていきました。
2位の方と接戦だったこともあって、残り1週間を
切った頃には、1日の目標を50kmに設定。毎日のこ
となので足のケアも大切ですし、無理のない範囲で

個人記録

1日10時間くらいかけて歩くようにしていましたね。
「今日はここに行こう、明日はここで美味しいものを
食べよう」とゴールに楽しみを設けて、プチ観光気分
で取り組んでいました。
今までもマラソン大会に参加したことはありました
が、基本的には大会の直前に「まずい」と思って練習す
るようなタイプです。今回のイベントを通して、コツ
コツ長い距離を歩ける自分を再発見できました。今度
は日本橋から三条大橋まで、東海道を制覇してみたい
と思っています！

仲間との絆を深めることができました！

チーム賞

ミラー・チャドさん
チーム名：DREAM TEAM

日頃から一緒にランニングを楽しんでいる近所の友
人5人でエントリーしました。健康維持のためになん
となく続けていたランニングも「イベントでチーム賞
を取る」という目標をチームで共有することで、非常
に良いモチベーションを保ちながら楽しむことができ
たと思っています。
期間中は1〜3人で走ることが多かったので、チー
ムの連携意識を高めるために毎回参加賞のTシャツを
着て走っていました。そうすることで、街を歩く人の
視線も集まりますし、良い意味のプレッシャーを自分
で与えるようにしていましたね。2週間の目標距離は

５月
施設休館日のお知らせ
施設

日にち

麻布区民センター

23（日）

赤坂区民センター

17（月）

芝浦港南区民センター

17（月）

台場区民センター

23（日）

生涯学習センター（ばるーん）

17（月）

高輪区民センター
健康増進センター（ヘルシーナ）

10（月）
〜14（金）
16（日）

港区スポーツセンター
サブアリーナの
休止について
港区立芝浜小学校の整備に伴う改修工
事のため、サブアリーナを休止します。

【休止期間】

令和３年８月１日（日）〜

令和４年１月 15 日（土）
（予定）

【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）
2750

【広

埼玉県行田市のさきたま古墳公園に行って、国
宝の金錯銘鉄剣（きんさくめいてっけん）が発
掘された稲荷山古墳に登りました！

チーム記録

私個人で200km、他のチームメンバーには100km
を目標に取り組むようにお願いし、5人全員が達成し
てくれました。私一人では、もしかしたら完走を目標
とするだけで終わってしまっていたかもしれません。
チームで参加し、メンバー一丸となって取り組んだか
らこそ、チーム賞を取ることができたのだと思います。
イベントに参加したことで、友人との仲がより深まっ
たと感じています。コロナ禍で人とのつながりが薄れ
ている中、こうした仲間との絆を再確認できる機会を
得ることができ、大変有意義な時間を過ごすことがで
きました。

今年度６月は清掃活動を休止します。
東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会準備に伴
い、今年度６月のお台場海浜公
園の清掃活動を休止します。

［主催］
東京ベイ・クリーンアップ大作戦実行委員会

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。

874.16 km

チームのメンバーと。みんなのおかげで2位
と75.8kmの差をつけてチーム賞を取ることが
できました！

東京ベイ・
クリーンアップ
大作戦

【問合せ】
Kissポート財団
広報・事業推進課
☎03（5770）
6837

641.83 km

2021（第40回）
みなと区民まつり
参加区民団体募集を
延期しています。
例年4月1日からみなと区民まつ
り参加団体の募集を開始してい
ましたが、新型コロナウイルス感
染症の影響を考慮し、参加団体の
募集開始を延期しております。
募 集 開 始日が 決 まりまし たら、
Kissポート財団HPにて告知いた
します。

2021年5月号

7

みなとバンドフェスティバル2021 結果発表（続報）
オンライン開催となりましたバンドフェスティバルの観客賞が決定しました！

3/12（金）〜26（金）
にYouTubeで公開し、視聴者からの投票により下記の２バンドが観客賞に決定しました。
ここでは、2日間にわたって行われた同フェスティバルの入賞4グループの喜びの声をお届けします！

2 月 27 日（土）

観客賞

Sat.Session

2 月 28 日（日）

観客賞

Sun.Session

La Banda de Barrio

The Larimar Larimar

受賞されたバンドの皆さま、おめでとうございます。
2/27
優秀賞

2/27
観客賞

La Banda de Barrio（ラ バンダ デ バリオ）

The Larimar Larimar（ザ ラリマー ラリマー）

見事なアンサンブルで、サルサの世界へ

魂のこもる、圧巻のステージング

ズムのサルサに魅せられた総勢11名が結集するグループ。

The Larimar Larimar。女性ヴォーカリストを擁する4

コンガ、ティンバレスやピアノ、トロンボーンなどが奏で

人組で、気迫のこもったパワフルなステージが魅力です。

る陽気なリズムに明るい歌声をのせ、メンバーはもちろん、

ライブ中は「メンバーを信頼して背中を預け、先頭に立っ

観客とのグルーブ感も楽しむことをモットーにしています。

て引っ張ることをモットーとし、お客様に寄り添うよう

実は、みなとバンドフェスティバルへの挑戦は、今回で

に、奮い立たせるように、代弁するように声を届け、魂で

2018年に結成したLa Banda de Barrioは、軽快なリ

2度目。練習を重ねていた結成2年の年にフェスティバル

2/28
観客賞

「ネオ90年代ロック」をテーマに、2018年に結成した

歌うことを大切にしています」
と語ります。

を知り、「デビューは港区で！」と挑戦したものの出場に

活動はライブハウスを基本とするものの、コロナ禍の

至らず…。コロナ禍のなか、月1回の練習は感染防止を徹

今は動画配信にスイッチ。楽曲の制作にも力を入れてい

底し、参加できないメンバーには練習を録音して共有す

るそうです。そのほかにも、楽器店が主催するコンテス

るなど、チームワークを大切に活動。無理せず、楽しみな

トでベストギタリスト賞を、江東バンドFestivalでは2年

がら練習するほど、グループの息もぴったりに。お台場

連続、江東区文化コミュニティ財団賞を受賞するなど、コ

や横須賀などの音楽イベントに参加し、2020年のすみだストリートジャズフェスティバルで

2/28
優秀賞

ンテストへの参加も積極的に。今回のフェスティバルも、その一環なのだそうです。

は、動画再生回数が2,000を超えました。「これなら、今回のフェスティバ

「みなとバンドフェスティバルは、審査員に自分たちをフラットにジャッ

ルに出場できるのでは？」と思い、リベンジを決意。「当日は、思いきり演奏

ジしてもらえますし、アドバイスシートもいただけます。それに、今回の優

が楽しめただけで幸せだったのに、優秀賞そして観客賞まで頂戴して嬉し
かったです。みなと区民まつりが開催され、演奏ができたら楽しいだろうな、
と思います」。

2/27
Kissポート
財団賞

入賞４グループの
演奏は、Kissポート財団
YouTube公式チャンネル
でご覧になれます！

秀賞と観客賞のW受賞は、
なによりの自信になります」
とのこと。続けて、
「よ
り素敵な音楽を届けられるように、これからも自己研鑽を積んでいきます」
と、締めくくりました。

（6/5までの限定公開）

High Kicks（ハイキックス）

Amondawa（アモンダワ）

巧みな歌詞や曲、
演出で観客の共感を！

ロックとラップの
クロスオーバーが絶妙

結成3年のHigh Kicksは、「温めてきたオリジナル曲

Amondawaは、ヴ ォ ー カ ル のK-D2と ラ ッ パ ー の

をバンド演奏したい」と、ヴォーカルが知人などに声をか

Mah394によるユニットを中心とするバンドです。結

けて結成した4人組。メンバーの当時のつながりをたど

成のきっかけは、インディーズのとある大会で、2人が影

ると、セッションが楽しめる赤坂のライブハウスでつな

響を受けたアーティストのレッド・ホット・チリ・ペッ

がっていたことがわかり、港区との不思議な縁を感じさ

パーズについて語るK-D2に、Mah394が声をかけたの

せます。こうして集結したメンバーは、フォークやハー

が始まり。これを機に、ロックとラップを融合させた独

ドロックなど、好みのジャンルはさまざまですが、それ

特の世界観を持つAmondawaが誕生しました。楽曲制

を強みにオリジナル曲を感性豊かに表現し、High Kicks

作はすべてオンラインのやりとりで、K-D2が音源を送

ならではの楽曲に。今やオリジナルは約30曲ほどに増

り、それにMah394がリリック（歌詞）
をつけるというス

えたそう。またライブでは、
詞や演奏に思いを込めるほか、

タイルのため、コロナ禍でも制作活動に影響はなかった

観客と踊れるように一部の曲に振りを付けるなど、客席

と話します。

との一体感が楽しめるステージングが特徴です。なお、次のライブは6/12のBREATH
（下北
沢）の予定です。

2/28
Kissポート
財団賞

結成してわずか6か月で参加した今回のフェスティバルは、Amondawaにとって初ライブ
だったそうです。コロナ禍により、無観客での収録となったものの、
「歌詞やMCの言葉を、わ

さて、今回のフェスティバルに参加したのは、港区在住のメンバーから、出場時にプロのコ

かりやすく伝えられるように気を配りながら、
楽しくライブができて嬉しかったです。しかも、

メントがもらえると聞いたから。実際、演奏後の講評で、オリジナリティや印象に残る曲など

賞は絶対に無理だと思っていましたが受賞でき、かなり驚きました」
。さらに収録配信の視聴

が評価され、「自分たちの思いやバンドの方向性に確信が持てました。それに、賞をいただけ

者に向けて、
「ライブを見てくれただけで大感謝」
と、
謙虚な姿勢を覗かせます。直近のライブは、

ると思わなかったので嬉しかったです」と、自信につながったそうです。

5/23にグランデュオ立川で行う予定です。

【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・12万部発行）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

５月の

公 演情報

K

おト
情報 クな
満載
！

Kissポート価格

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。

新発売 新宿区立牛込箪笥区民ホール 新宿出張公演

K

みなと毎月落語会「柳家花緑 独演会」

［主催］
（株）
立川企画 ［特別共催］
Kissポート財団

※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。

公開中 YouTube

港区の赤坂区民センター使用不可につき、会場を新宿区に移して出張公
演を行います。

【日 時】7/12
※21:00終演予定
（月）19:00開演（18:30開場）
【会 場】牛込箪笥区民ホール（新宿区箪笥町15番地）
【出 演】柳家花緑
【対 象】どなたでも（Kissポート価格あり）
【チケット】Kissポート価格： 3,650円（限定25枚）
※当日、港区在住・在勤・在学の確認を
行う場合があります。
一般価格：前売り 3,800円
当日 4,300円
【申込み・問合せ】
（株）立川企画
☎03（6452）
5901（平日10:00〜18:00）
※本公演はKissポートWebチケットでは
お申込みできませんので、ご注意ください。
【申込期間】5/10（月）
〜

※アルコール消毒、マスクの着用にご協力ください。

ヴァイオリン ミューズ コンサート
The 2nd 〜YouTube配信〜

好評のうちに幕を閉じた演奏会をKissポート財団公
式YouTubeチャンネルにて無料公開しています！

【視聴方法】
Kissポート財団HPからYouTube動画をご覧いた
だけます。
【出 演】髙木凜々子、山中香林、岡田知子
【曲 目】L.v.ベートーヴェン：
ヴァイオリンソナタ第5番「春」 ほか

柳家花緑

今月号から
HPからもご応募
できます。

プレゼント

生誕260年記念企画
特別展「北斎づくし」チケットプレゼント
7/22
（木・祝）
より東京ミッドタウン・ホー
ルを会場に開催される特別展
「北斎づくし」
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】7/22（木・祝）
〜9/17（金）
【会 場】東京ミッドタウン・ホール
葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖
【応募方法】ハガキに①郵便番号・住所②氏 浪裏」山口県立萩美術館・浦上記念
名（フリガナ）③電話番号④今月 館蔵（浦上コレクション）
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 広報・事
業推進課「北斎づくし 展チケットプレゼント」
係まで。 HP 可
【問合せ】Kissポート財団 広報・事業推進課「北斎づくし 展チケットプレ
ゼント」
係 ☎03（5770）
6837
【締切り】5/15（土）
23:59

もうすぐ
開館 1 周年！

多彩な伝統文化と気軽にふれあえます。伝統文化交流館
伝統文化交流館は、伝統文化に関わるさまざまな行事やイベントを通じて、伝
統や文化を次世代へとつないでいく施設。最近では季節イベント「ひな祭りイ
ベント」や親子ワークショップ「狂言にふれてみよう！」など、同館らしいイベン
トが続々と開催されています。さらに、2020年5月26日の開館から1周年を迎
えることを記念して、3月下旬に「伝統文化フェスティバル」を計4日間にわたり
開催。民謡や和楽器のコンサートに加えて、歌舞伎の隈取、着付けやお琴・三味
線の演奏などを体験できるコーナーもあり大盛況！ お子さまが着付け体験で
忍者に変身したり、友人同士で隈取を体験してスマホで写真を撮り合ったりと、
来館者は思い思いのスタイルで「伝統文化」とふれあっていました。
同館は、1936（昭和11）
年に芝浦花柳界の見番※として建設された「旧協働会
館」が前身。子どもの頃に会館で遊んだり、落語を聞いたりしたのが懐かしいと
話す方も多く、地域の人々に長く親しまれてきたことがわかります。伝統文化の

伝統文化交流館

港区指定有形文化財「旧協働会館」
を保存・活用

親子ワークショップ 狂言にふれてみよう！
3/21（日）

ひな祭りイベント
2/28（日）
〜3/3（水）

祝 開館1周年
伝統文化フェスティバル

・25（木）
・28（日）
・29（月）
3/24（水）

継承だけでなく地域コミュニティの強化にも寄与し、建築物としても魅力的な伝
統文化交流館。毎日、12時から14時は、
「百畳敷」と呼ばれる2階の大広間「交流
の間」
をどなたでも利用できますので、一度立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

民謡コンサート

※「置屋」
「料亭」
「待合」
からなる「三業」
を取りまとめ、芸者の取り次ぎや遊興費の精算をする施設のこと。

和楽器コンサート

隈取体験

お琴演奏体験

協働会館時代の1978（昭和53）年には芝落語会が開か
れ、立川談志師匠（写真右）
らが落語を披露。

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

着付け体験

三味線演奏体験

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。

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。

