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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

港区探訪◎港区 憩いの場 今昔STORY

有栖川宮記念公園
あ

第4回

り

す

ふれあいコラム

が

金井ケイスケさん
か な

今後のイベントおよび
施設の利用について

Kissポート財団への寄附の
お願い

本誌７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。

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。

わ のみや

SLOW CIRCUS PROJECT

い

Kiss ポート財団ホームページ

7月5日（月）
発行

vo l.3 2 2

※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

Kissポート財団
マスコットキャラクター

【問合せ】企画経営課 ☎03（5770）
6831
Mail：k-kikakukeiei@kissport.or.jp

Facebook ページ

https://www.kissport.or.jp

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

次号8月号は8月5日（木）発行予定

https://www.facebook.com/kissport

MINATOシティハーフマラソン2021
参加ランナー募集！

令和３年（2021年）

11/23（火・祝）

MINATOシティハーフマラソン2021の参加ランナーを募集します。 詳細は大会公式ホームページにて、
ご確認ください。
大会公式HP：https://minato-half.jp

ハーフマラソン8:30スタート
ファンラン 8:50スタート

大会ボランティア募集！

【会 場】区立芝公園周辺をスタート・東京タワーをフィニッシュとするコース ※ファンランのフィニッシュ地点は都立芝公園（港区立みなと図書館北側）
となります。
【申込み】インターネット（RUNNET）
からの申込みとなります ※港区民エントリー、チャリティエントリーは窓口申込＊（平日 午前9:00〜午後5:00）も可能です。
11/23（火・祝）
【問合せ】港区マラソン実行委員会事務局 ☎03（5770）
1400 〈平日 午前8:30〜午後5:15〉
＊：窓口申込の詳細は大会公式ホームページまで。 【活動日時】
新型コロナウイルス感染症の状況によっては、
本大会の開催を見合わせる場合があります。
種目

【申込期間】
❶港区民・一般エントリー（抽せん） 7/ 5（月）午前9:00〜 〜7/15（木）〜午後5:00
❷チャリティエントリー（先着）

7/ 5（月）午前9:00〜 〜8/18（水）〜午後5:00

※ハーフマラソンは①②、
ファンランは①の申込期間となります。
※ハーフマラソン①の抽せんは、港区在住者を優先します。
［主催］
港区マラソン実行委員会、
公益財団法人東京陸上競技協会
［主管］
港区陸上競技協会

部門

申込区分

定員

①港区民・一般エントリー 2,800名

陸連登録者
ハーフマラソン
の部
②障害者
（21.0975km）
一般の部
③チャリティエントリー
ファンラン
（約800m）

−

100名
100名

①港区民エントリー

450名

②障害者

50名

参加料金
10,000円
40,000円
500円

7:00〜12:00（予定）
【活動場所】
ハーフマラソンコース周辺
【活動内容】
案内誘導、
清掃、
参加資格
マラソン補助（給水等）ほか
大 会 当日に満18歳 以 上 【対象者】
15歳以上（原則高校生以上）
で制限時間内（2時間30
※11月上旬の説明会参加必須
分）
に完走できる者
【人 数】
1,000名（関連団体募集を含む）
（車いすでの参加は不可）
【報 酬】
なし
年齢制限なし
【支給品】
スタッフジャンパー・キャップ・軍手
（生活用車いすは可。
【申込方法】
大会公式ホームページから
競技用車いすは不可）
https://minato-half.jp

【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】
120,000部
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港区 憩いの場
ストーリー

有栖川宮記念公園
あ り

第4 回

す

が わ

のみや

小川のせせらぎに心やすらぐ、日本庭園式の公園
今回ご紹介するのは、
広尾駅から歩いてすぐの有栖川宮記念公園。地域のランドマー
クとして住民たちから深く愛されてきたスポットです。

公園の西側にある大きな池。橋や石燈籠のたたずまいに風情を感じます。

新緑、花吹雪、冬景色……
一年を通して自然を楽しめる
有栖川宮記念公園は、広大な敷地に緑があふれる区立
公園。樹木の種類や数がとても豊かで、春にはウメやサ
クラ、夏には港区の花でもあるアジサイが咲き誇り、秋
には紅葉で一面が赤く染まるなど、四季折々の美しさを
堪能できます。野鳥も多く生息し、カモ、キジバト、ウグ
イスなどのほか、運がよければカワセミを目にすること
もできるそうです。

威仁親王の兄である有栖川宮熾仁親王の騎馬像。明治後期に千
代田区の旧参謀本部構内に建立され、1962年にここに移設され
ました。

公園の面積は東京ドームよりも広い約6万7,000平方
メートル。東京都立中央図書館がたつ高台から、広尾駅
側の公園出入口がある低地に向かってゆるやかに傾斜
する自然の地形をいかしたつくりで、丸太の階段を上っ
たり下りたりしながら公園を一周するだけでもいい運
動になりますよ。

児童福祉を願って賜与され公園に
国際色豊かなイベントも多数開催

（左）
野鳥が多く、バードウォッチングにも最適。7月頃にはカル
ガモの親子が姿を見せます。
（右）
丘の上には噴水のある広場が。

園内にある大小2つの滝から、西側の池に向かって渓流が注いでい
ます。水辺の生き物を探しながらの散策も楽しそう。

江戸時代、この地には忠臣蔵で有名な浅野家の下屋敷
があり、のちに奥州の大藩だった盛岡南部藩の下屋敷と
なりました。明治時代から昭和40年代にかけて、この
あたりの町名が「盛岡町（麻布盛岡町）」だったのはその
たけ ひと

名残です。明治維新後の1896年には、有栖川宮威仁親
たね

王の御用地となります。親王はここに跡取りである栽
ひと

仁王の新邸を設ける予定でしたが、栽仁王は早世され、

（左）
「新聞を配る少年保護育成の会」
によって1958年に建立された、新聞少年の像。同様の像
が国内各地にありますが、こちらが第1号。
（中）
園内に設置された三角点。三角点とは正確な
測量のために国土地理院が作った基準点のこと。どこにあるか探してみてくださいね。
（右）
高台にあるベンチには、幕末に海上防備のため築かれた第一台場の石垣石が使われています。

こう きょ

のちに威仁親王も薨去されたため、有栖川宮家は廃絶
て る のみや の ぶ

に。大正天皇は廃絶を大変惜しまれ、第三皇子光 宮 宜
ひと

仁親王に有栖川宮の旧称である高松宮の称号を賜り、祭

オーストリア大使館

祀を引き継がれました。子どもの遊び場に深い関心を
市に賜与。同年、有栖川宮記念公園として一般に開放さ

外苑西通り

寄せられていた高松宮殿下は、1934年にこの地を東京

人たちが、体を動かしたり、自然を愛でたりとさまざま
に楽しんでいます。樹木観察会やフラワーアレンジメ
ント教室といった定期イベントや、各国大使館と連携し
た各種ワークショップも開催されていますので、チェッ

有栖川宮
記念公園
東京メトロ
広尾駅

もの広場が設けられており、子どもから大人まで多くの

アルゼンチン
大使館
麻布運動場

入口
（広尾口）

広尾橋
天現寺橋

天真寺
ドイツ
大使館

フィンランド大使館
パキスタン大使館

ナショナル麻布
フランス大使館

有栖川宮記念公園 住所：港区南麻布5-7-29
東京メトロ日比谷線「広尾」
駅徒歩3分

クしてみてくださいね。

【広

ナショナル麻布

麻布高等学校

れることになりました。
現在、園内には、遊具のあるエリアや梅林などいくつ

公園近くの もうひとつの

イラン大使館
四の橋

「ナショナル麻布」は1962年創業のスーパーマーケット。各国大使館が
点在するエリアだけあり、一般のスーパーでは見かけない輸入食材が大充
実！日本でありながら「日本食」コーナーが設けられているのもユニーク
です。現在はありませんが、創業時は
ガソリンスタンドや病院などが併設
されていたそう。地域に寄り添い60
年もの長きにわたって親しまれてき
た国際型スーパーに、公園の帰りに立
ち寄ってみてはいかが？
住所：港区南麻布4-5-2
営業時間：9:00〜20:00
定休日：年始のみ休業

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7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

★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。

※ 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

オランダ大使杯 第35回
港区中学生サッカー大会

健 康

3

サントリー美術館へ行こう！

「ざわつく日本美術」
を楽しむ

HP

本展では、思わず「心がざわつく」ような展示方法や作品を
通して、目や頭、心をほぐし、
「作品を見たい」という気持ち
を高めていきます。

〒
【日 時】8/13（金）11:00〜12:00
FAX 【会 場】東京ミッドタウン 3階 サントリー美術館
【対 象】港区在住・在勤・在学者
【定 員】30人（抽せん）
【費 用】1,400円（入館料含む）
【申込み・問合せ】
ハガキまたはFAXに 申込み必要事項 を明
記のうえ、〒107-0062 港区南青山4-19-7 青山
生涯学習館「サントリー美術館へ行こう！」
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】7/5（月）〜7/26（月）必着

6 7 8 10

田町

高輪ゲートウェイ

芝浦港南区民センター
12 16 17

品川

台場区民センター 17

国立能楽堂 5

「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
〒
Kissポート財団
☎
「キスポートテニス」
係まで。
FAX

Ｅ

左記の
スポーツ

直

健 康

5

文 化 共通
の申込み必要事項

Web

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「鵺（ぬえ）」を例に取り、実
演や体験も盛り込みながら講座を進め、さまざまな角度から
能楽鑑賞に役立つ基本的な知識を学びます。

☎ 【日

時】事前講座：9/8・22、10/6・20、11/10（各水）
公演鑑賞：11/26（金）
ふりかえりと能舞台体験：12/11（土）
【会 場】国立能楽堂 大講義室
ただし、11/26は本舞台 見所、12/11は研修能舞台
日時

テーマ

9/8（水）
概論〜能とはどのような
18:00〜20:00 芸能なのか〜
9/22（水）
シテとワキの対話で読み
18:00〜20:00 解く能「鵺」
10/6（水）
面と装束を知る
18:00〜20:00 （着付け実演あり）
10/20（水）
アイ狂言を知る
18:00〜20:00
11/10（水）
囃子を知る
18:00〜20:00
公演鑑賞
演目：狂言「空腕」
11/26（金）
白頭」
18:30〜20:30 能「鵺
※希望者のみ予約制
（別途チケット代）

12/11（土）
ふりかえりと能舞台体験
17:00〜19:00 ※要白足袋

健 康

〜チェックで確認、あなたのカラダ〜

尾上菊五郎 一枚
明治8年（1875）
頃
サントリー美術館

「ロコモティブシンドロー

4

講 座

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。

伝統文化交流館

【費 用】3,000円（全4回分）
【申込み・問合せ】
ハガキまたはFAXに 申込み必要事項 を明
記のうえ、〒107-0062 港区南青山4-19-7 青山
生涯学習館「青山絵画の基礎講座」
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。
【締切り】7/14（水）必着

講 座

9月
「『ロコモ』
ってなんだろう？」

【日 時】9/11（土）
10:00〜11:30
（受付9:30）
【会 場】東麻布区民協働スペース
協働スペース１
【講 師】齊藤 諭
【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
※別途手数料がかかる場合がございます。

11

浜松町
東京タワー

東麻布区民協働
スペース 2

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

Kissポートカルチャー健康講座

身体を動かす簡単なチェッ
クを行い、今の自分の状態
を確認してみましょう。

新橋

麻布区民センター 14

お申し込み方法

お申込みの際は、
P3の 申込み必要事項 をご確認ください。

Web ム」について説明をします。
☎

新橋新橋亭 9
生涯学習センター

六本木ヒルズ

会場の場所：マップ上にある
番号と連動しています。

お申込みの際は、
P3の 申込み必要事項 をご確認ください。
2

東京
ミッドタウン

青山霊園
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講 座

［主管］
港区小中学生サッカークラブ連合会
［協賛］
バルドラール浦安 ［後援］港区教育委員会
［協力］
駐日オランダ王国大使館
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文 文
化 化

講 座

【日 時】8/29、9/5・12（予備日：9/19）
（毎日曜）
【会 場】芝給水所公園運動場、青山中学校
【対 象】港区在住・在学および港区内のクラブチームに所属
する中学1〜3年生で編成されたチーム
〒
・Ａクラス：
Ｅ
中学生（1〜3年生のオープン）
20人以内/チーム
・Bクラス：中学1年生20人以内/チーム
【費 用】1チーム2,000円（監督会議時に徴収）
【申込み・問合せ】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
3階 Kissポート財団 スポーツ事業課「中学生
サッカー大会」係まで郵送、持参またはメールで送
付してください。
☎03（5439）6201
Eメールアドレス：sportsjigyo@kissport.or.jp
【締切り】8/23（月）
必着
【その他】監督会議および抽せん会
8/25(水)18:30〜
みなとパーク芝浦１階
リーブラホール

青山生涯学習館

サントリー美術館

赤坂区民センター 13 15
芝給水所公園運動場 1

「今月の募集」
の使い方

【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】
7/14（水）
10:00〜8/25（水）
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】軽めの運動も行います。
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)

スポー ツ
1

・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。

東宮御所・
赤坂御用地・迎賓館

青山中学校 1

スポーツ

スポーツ

新型コロナウイルス感染症への
対応について

今
月
の
募
集
会
場
マ
ッ
プ

３

青山絵画の基礎講座
全4回の講座で、初心者から経験者、初歩デッサンから古典
技法まで学べます。好きなモチーフの絵をじっくり描いてみ
ませんか？

HP 【日 時】7/29、8/5・19・26（各木）
〒
13:00〜16:00（12:30開場）
FAX 【会 場】青山生涯学習館 レクリエーションホール
【講 師】高橋 光
（社会教育関係団体「古典絵画技法を学ぶ会」
講師）
【対 象】港区在住・在勤・在学者
【定 員】12人（抽せん）
※各イベントに記載のある終演時刻は、すべて予定です。

講師
伝統文化ジャーナリスト

氷川まりこ

観世流シテ方

川口晃平
御厨誠吾

下掛宝生流ワキ方

味方 玄

観世流シテ方

大蔵流狂言方

幸流小鼓方

茂山千三郎
成田達志

ー

観世流シテ方

川口晃平

【対 象】Web港区会員
【定 員】65人（抽せん）
【費 用】10,000円（11/26は別途チケット代）
【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】7/9（金）
10:00〜8/18（水）
23:59
【その他】新型コロナウイルス感染症の状況によっては、開催
時間の繰り上げ、講師
変更の可能性がありま
すので、予めご了承く
ださい。
【問合せ】Kissポート財団
文化芸術課
☎03（5770）
6837
FAX 03
（5770）
6884
［協力］
国立能楽堂

能「鵺 白頭」
（シテ/味方 玄
撮影/渡辺真也）

➡次のページにつづく。

４

2021年7月号

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。

体 験

“書”のワークショップ（親子編）

体 験
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HP

自分だけのうちわで暑い夏をのりきろう！
今年の夏は親子で書道にチャレンジしてみませんか？自分だ
けのうちわで、暑い夏をのりきりましょう！夏休みの課題等
にもおススメです。

［協力］
新橋新橋亭

〒

FAX
Ｅ

体 験

“書”のワークショップ（大人編）

自分だけのうちわで暑い夏をのりきろう！

〜なにコレ!? 夏休み体験！!〜

体 験
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百畳敷で行灯づくり！
琵琶の音色と影絵で遊ぼう♪

趣のある百畳敷で自分だけの行灯を作ってみませんか？
薩摩琵琶の演奏や影絵で遊んで昔ながらの日本の夕涼みを
☎ 楽しもう！

Web

【日
【会
【対
【定
【費

時】8/20（金）・21（土）
16:30〜18:30（16:00開場）
場】伝統文化交流館 交流の間（百畳敷）
象】港区在住・在学の小学生とその保護者
員】各回40人（先着順）
用】2人一組：行灯キットは1つ 2,500円
3人一組：行灯キットは2つ 3,000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
※未就学児の参加はご遠慮ください。
【発売日】7/12（月）
10:00〜
【その他】小学生以下は保護者の同伴が必要です。
【問合せ】Kissポート財団 文化芸術課
☎03（5770）
6837（平日 9:00〜17:00)

HP
〒

FAX

【日
【会
【講
【対

時】8/25（水）10:30〜11:45
場】伝統文化交流館
師】観世流能楽師 松木千俊 ほか
象】小・中学生とその保護者
※ただし港区在住・在勤・在学者優先
【定 員】15組（抽せん）
【費 用】ひとり500円（資料代ほか）
【用意するもの】
白足袋または白ソックスをご持参ください。
【申込み・問合せ】ハガキまたはFAX、Eメールに 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
「伝文館 能楽教室」係まで。
☎03（3455）
8451 FAX 03（3455）8453
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
Eメール：denbuninfo@kissport.or.jp
【申込期間】7/5（月）
〜7/31（土）
必着

こんぱる

重要無形文化財総合指定
保持者 観世流能楽師
松木千俊（まつき ちとし）
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鑑 賞

環境講座

夏休みあかりの工作教室

生活に欠かせないあかり！ LEDを学びながら世界に一つだけ、
LEDを使った、あなただけのオリジナルランプシェードを作
HP りましょう！
〒

【日 時】8/28（土）14:00〜16:00（13:30開場）
FAX 【内 容】LEDあかりの講義とランプシェードを作成します。
【会 場】生涯学習センター（ばるーん） 101学習室
【講 師】パナソニック（株）
ライフソリューションズ社
【対 象】港区在住・在学の小学生とその保護者
【定 員】10組20人 応募者多数の場合、抽せん
【費 用】1,500円（講座料・保険料等）
【申込み・問合せ】ハガキまたはFAXに 申込み必要事項 とお
子さまの氏名・年齢を明記のうえ、
〒105-0004 港区新橋3-16-3 生涯学習センター
「あかりの工作教室」係まで。
☎03（3431）
1606 FAX 03（3431）
1619 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】8/10（火）
必着

劇団俳優座演劇研究所
30、31期生修了公演
「見よ、飛行機の高く飛べるを」
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FAX 【日 時】8/4（水）17:00開演
Ｅ
8/5（木）12:00開演/17:00開演
8/6（金）11:00開演
【会 場】麻布区民センター 区民ホール
【出 演】劇団俳優座演劇研究所 30、31期生
【対 象】どなたでも ※乳幼児はご遠慮ください。
【定 員】各回50人（先着順）
【チケット】一般：2,000円
劇団俳優座後援会会員：1,000円
港区在住・在勤・在学者：無料
【申込み・問合せ】
電話またはFAX、Eメールに 申込み必要事
項 を明記のうえ、劇団俳優座演劇研究所「見よ、飛
行機の高く飛べるを」までお申込みください。
☎03（3470）
2888（10:30〜18:30、
土日・祝を除く）
FAX 03
（3470）
2053
※ FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
Eメール：soumu@haiyuza.net
【申込期間】7/15（木）
〜7/31（土）
必着

〒

FAX

『淋しさを昔にかへす歌人の
名さえむなしき三つの夕ぐれ』
（頓阿）を証歌とする組香主
体の体験香席。著名な「三夕
の和歌」に因んだ香を楽しん
でみませんか？

【日 時】9/4（土）14:00〜15:30
【会 場】芝浦港南区民センター 第1・第2集会室
やま だ まさひろ

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

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

Web KissポートWebチケット

懐かしの映画会

鑑 賞

『和のこころ』
香道であそぶ 四季
〜三夕香〜

体 験

体 験

新橋亭調理長の指導で皮から水餃子
を作ります。できた水餃子は会場で
〒 試食する、美味しく楽しい講座！
FAX
【日 時】8/21（土）
12:00〜14:00（11:30開場）

HP

研究生が永井愛の珠玉の作品に全身全霊を賭けて挑戦いたします。

☎

［主催］
劇団俳優座演劇研究所
［特別共催］
Kissポート財団

さんせきこう

親子で楽しむ
新橋亭の水餃子づくり

かしわざき ま ゆ こ

［主催］赤坂区民センター
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親子講座

【日 時】10/2・9・16・23・30（毎土・全５回）
10:00〜11:30
※最終日に限り 10:00〜12:00
【会 場】赤坂区民センター ４階 多目的室
【講 師】シテ方金春流能楽師 柏崎真由子
【対 象】どなたでも ※ただし港区在住・在勤・在学者優先
【定 員】15人（抽せん）
【費 用】5,000円（全５回分・テキスト代込み）
【申込み】ハガキまたはFAXに 申込み必要事項 と Eメールア
ドレスを明記のうえ、〒107-0052 港区赤坂4-1813 赤坂区民センター
「技能育成講座 はじめての能
楽」
係まで。
FAX 03
（5413）
2714 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】7/5（月）
〜8/31（火）
必着
【問合せ】赤坂区民センター
☎03（5413）
2711
【その他】汚れてもよい白足袋
持参（必須）

15

9

【春の名曲『熊野（ゆや）』
を謡ってみよう！舞ってみよう！】
能の謡（うたい）
と舞（まい）
を体験いただける初心者向けの講
座です。全５回。

鑑 賞

［主催］伝統文化交流館

「松の会」による大人気の能楽教室を伝統文化交流館で体験
しませんか？能の基本、謡や仕舞、能についてのお話など、
体験を通じて学びます。

体 験

暑い夏、お家時間で書道
に挑戦してみませんか？
書道に興味がある、今か
HP
ら始めてみたい、という
〒 方にもおススメです。
FAX
【日 時】7/31（土）
15:00〜16:00
（15:30開場）
【会 場】伝統文化交流館
【講 師】西口貴翠（書家）
【対 象】どなたでも
※ただし港区在住・在勤・在学者優先
【定 員】20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「大人うちわ」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】7/5（月）
〜7/18（日）
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。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。

★大人と子ども★
一緒に楽しむ能楽教室

体 験

10

［主催］伝統文化交流館

7

技能育成講座
「はじめての能楽」
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体 験

〒 【日 時】7/31（土）10:30〜11:30（10:00開場）
FAX 【会 場】伝統文化交流館
【講 師】西口貴翠（書家）
【対 象】どなたでも（中学生以上）
【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「親子うちわ」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】7/5（月）
〜7/18（日）
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。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。

【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】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「三夕香」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】8/25（水）
必着
【問合せ】芝浦港南区民センター
☎03（3769）
8864 FAX 03（3798）
4553

【会 場】新橋新橋亭 新館
【講 師】新橋亭調理長
【対 象】港区在住・在学の小学生とその保護者
【定 員】6組12人（抽せん）
【費 用】1,500円
【申込み・問合せ】
ハガキまたはFAXに 申込み必要事項 とお子
さまの氏名・年齢を明記のうえ、〒105-0004 港区
新橋3-16-3 生涯学習センター「水餃子」係まで。
☎03（3431）
1606 FAX 03（3431）
1619 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】7/29（木）
必着

ジュリー・アンドリュース主演
「メリーポピンズ」

「オールナイトニッポン」初代
HP パーソナリティ、アンコーこと
☎ 齋藤安弘氏選出の懐かしの映画
を、アンコーさんのお話ととも
にお届けします。

【日 時】8/15（日）
14:00〜16:30（13:30開場）
【会 場】赤坂区民センター 区民ホール
【対 象】どなたでも
【定 員】200人（先着順）
※事前予約者を優先させるため、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（全席自由）
【申込み・問合せ】
要予約。電話でお申込みください。 HP 可
赤坂区民センター ☎03（5413）
2711

〒 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7月号

鑑 賞
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夏休みこども大会

人形劇団ポポロによる人形劇公演です。

【日 時】8/22（日）14:00〜15:00（13:45開場）
〒 【会 場】芝浦港南区民センター 区民ホール
FAX 【出 演】人形劇団ポポロ
【演 目】人形劇「ばけものづかい」 同時上演「南京玉すだれ」
【対 象】どなたでも ※ただし港区在住・在勤・在学者優先
【定 員】お子さま20人とその保護者（抽せん）
【費 用】入場無料
【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「夏休みこども大会」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。
※お申込みは
「１組４名様まで」
でお願いいたします。
※お申込者（保護者）
に加えて、
「来場予定者全員のお
名前・ご年齢」
をご記入ください。
※芝浦港南区民センターの窓口でもお申込みを承り
ます。
※芝浦港南区民センターのホームページ内にて、
FAX申込用紙をPDFファイルでご案内しておりま
すのでよろしければご参照ください。
【締切り】7/31（土）
必着

クリップ
ボード
スポーツ・健康
ジュニアボウリング教室
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コミカレ

〜子どもも大人も楽しいひと時を〜

コミュニティ・カレッジ

５

コミュニティ情報誌

「

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

を
」

無料でお届けします。

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

毎月発行しているコミュニティ情報誌
「キスポート」
を、ご希望の数だけお届けします。
▷区内のマンション、もしくは区内企業（個人の方
への送付はご対応いたしかねます）
▷受取後に共有スペースへの配置もしくは各戸配布
(ポストイン)をお願いします。

対 象

（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）

【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

最低
送付部数

※本企画は、令和3年度内の期間限定のご案内となります。
※送付先が20件を超えた時点で締め切らせていただきます。
※送料は財団負担となりますので、お客様のご負担はありません。
【申込み】Kissポート財団HPからお申込みください。
【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）

７月 施設休館日のお知らせ

トレーニングマシン講習会 芝浦中央公園運動場
トレーニングの第一歩をヘルシーナから始めま
MIXフットサルスクール

しょう！指導員が親切丁寧にご案内します。
【日 時】7/25（日）
12:00〜12:30
15:00〜15:30
【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】どなたでも（18歳以上）
【定 員】
３人（先着順）
【費 用】
無料（ルーム利用料別途）
【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
HP：https://www.momohanokai.jp/
minato-kenkozoshin/
【締切り】7/21（水）

プロボウラーによるボウリング教室。
ボウリングの基本を楽しく学べます。
【日 時】7/30、8/6・20・27（各金）
15:00〜17:00
【会 場】東京ポートボウル
【講 師】木田大輔（プロボウラー）
【対 象】港区在住・在学の小学生
【定 員】各20人（先着順）
予約専用ページ
【費 用】無料
【申込み】上の予約専用ページよりお申込みく
現役フットサル選手によるお子さま対象のフッ
ださい。
トサル教室です。スキル向上を目指します。
【締切り】7/23（金・祝）
必着
【日 時】7/9・16・23・30（毎金）
【問合せ】東京ポートボウル
17:00〜18:00（60分レッスン）
☎03（3451）
9211
【会 場】芝浦中央公園運動場
［主催］
（一財）
港区体育協会、東京都、
【講 師】大島旺洋選手（バルドラール浦安所属）
（公財）
東京都体育協会
【対 象】港区在住・在学（優先）の4歳〜小学4
［主管］
港区ボウリング連盟
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

芝浦中央公園運動場
フットボールアカデミー

（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】7/6・13・20・27（毎火）
10:00〜11:30（90分レッスン）
【会 場】芝浦中央公園運動場
【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】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 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】7/9・16・23・30（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

WEBで
WEB
でみなと区民まつり2021

1件当たり20部以上から
お届けします。

施設

日にち

赤坂区民センター

11
（日）

芝浦港南区民センター

12（月）

生涯学習センター（ばるーん）

19（月）

高輪区民センター

12（月）

健康増進センター（ヘルシーナ） 11
（日）
・18（日）

【新しい日常での「みなと区民大学」
】
今年も実施します！〜

「誌面みなと区民大学」
〜連載予定のお知らせ

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」。 昨年度は、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
ら実施しました。その一環として、本誌「キスポート」の
記事の中で、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」を連載してまいりました。そのテー
マとして「薬」を取り上げ、専門家から知識・情報をご紹介。
多くの読者の皆さまから大変ためになったとご好評をい
ただきました。
昨年度に引き続き、本年度もテーマを新たに、本誌に以下
の内容で連載する予定です。
【誌面みなと区民大学】
北里大学
【シリーズ開催】
2021年９月号から５回を予定
新しい日常を強いられる中、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。
また「みなと区民大学」では、この「誌面」シリーズのほかに、
同じようにご好評いただいたオンライン講座を、
本誌の誌面
本年度も実施予定です。今後また本誌の誌面
で掲載を予定しております。ご期待ください！
※参考：
「みなと区民大学」オンライン講座
昨年度実施実績（秋期）
（※今年のものではありません）
★ 明治学院大学〜こころを探り、人を支える〜
10/6（火）
から計6回
★ 芝浦工業大学 脳が喜ぶ〜音楽とテクノロジーの関係〜
10/9・23（各金）
★ 東海大学 おうちで楽しむ「ジャズのひみつ」
10/21（水）
から計7回
★ 戸板女子短期大学「食事から手に入れる健康〜「栄養」を転ばぬ先の杖に〜」
11/17（火）
から計5回

参加区民団体募集

区民による港区最大のイベント「みなと区民まつり」
を今年もオンラインで開催します。
【応募資格】
①申込団体のメンバーの70％以上が港区在住・在勤・在学者で構成されていること。
②申込団体の構成が、5人以上であること。
③募集要項を理解したうえで応募すること。
【募集要項配付場所】
各区民センター・生涯学習センター（ばるーん）
・青山生涯学習館・伝統文化交流館・Kissポート財団事務局
【申込方法】
※昨年度実施の様子（一例）
募集要項に同封の参加申込書を郵送かFAX送信またはメール送信。
または、みなと区民まつりHPからもお申込みいただけます。
【申込期間】
7/19（月）
〜8/20（金）
消印有効（先着順）
【申込み・問合せ】
☎ 03（5770）
6837（平日9:00〜17:00） みなと区民まつり実行委員会事務局まで
FAX 03
（5770）
6884
Eメール：matsuri@kissport.or.jp
（連絡先を明記のこと）
※「参加区民団体募集」
の詳細はKissポート財団HP内、みなと区民まつりからご覧ください。
（決定次第随時公開予定）

昨年度は100以上の団体の方々にご出演いただき、
初めてWEBでのみなと区民まつりを実施しました。
おかげさまで大盛況！次につながるイベントとして、大いに期待されています。
※その様子は2021年2月の「WEBでみなと区民まつり」
特集号でご紹介しております。
またKissポート財団HP内、みなと区民まつりでもご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

昨年実施の動画・画像もこちらからご覧いただけます。⇒
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2021年7月号

７月より来年３月まで月に一度︑港区立

障 害 保 健 福 祉 セ ン タ ー に お い て﹁ ソ ー

シャルサーカス﹂のワークショップが行

わ れ ま す︒ フ ァ シ リ テ ー タ ー の サ ー カ

ス ア ー テ ィ ス ト・金 井 ケ イ ス ケ さ ん に︑

﹁ソーシャルサーカス﹂の魅力などをうか

がいました︒

ソーシャルサーカスとは︑
どのようなものなのでしょうか ?

﹁ソーシャルサーカス﹂とは︑さまざま

な事情で社会に出ることに困難を感じて

いる人たちが︑サーカスの技を練習・習

得することを通じて︑自己肯定力や問題

解決能力︑コミュニケーション能力や協

調性などといったソーシャルスキルを身

年代後半くら

につけていくプログラムです︒

ソーシャルサーカスは

いから始まったもので︑ヨーロッパや南

米︑カナダなどのサーカスアーティスト

たちが︑貧困や移民︑虐待などの問題を

抱える人やマイノリティに向けて行った

社会貢献活動がもとになっています︒私

た ち﹁ス ロ ー サ ー カ ス プ ロ ジ ェ ク ト﹂で

は︑そのプログラムを日本用にアレンジ

して行っています︒

ワークショップでは︑具体的に
どのようなことをするのですか？

最初は︑からだを使った簡単なゲーム

から行います︒サーカスというと空中ブ

ランコや綱渡り︑アクロバットやジャグ

リングなどを想像しますが︑ソーシャル

サーカスの場合は︑参加者の名簿を見な

がらその都度︑参加者にあわせてプログ

ラムをつくります︒例えば車椅子の方が

いれば車椅子でも参加できるようなもの

にしたり︑聴覚障害がある方や発語が難

しい方がいれば︑なるべくからだを使っ

てコミュニケーションを取れるものにし

たりします︒

誰でも初対面では身構えるものです

が︑とくに障害がある方やマイノリティ

90

ふれあい
コラム

拡大版

わくわくドキドキ、新しい自分と出会える
「ソーシャルサーカス」に参加しよう！
か な

SLOW CIRCUS PROJECT

ミュニケーションをとっていきます︒例

一アーティストでしかないと思っていま

はありますが︑基本的には誰に対しても︑

私はワークショップを進行する立場で

めい

うんどう

せいげん

さい

い じょう

さい

み

まん

がつ

おう

もうし こ

ぼ

ちゅう が く せ い

しゃ
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ば

い じょう

あい

さい

みなと く

み

まん

ざいきん

ざいがくしゃゆうせん

せんこう

※応募者多数の場合は、港区内在住・在勤・在学者優先で選考となります。
かくかい

かいさい

び

か

まえ

しょう が い

ほ

けんふく

し

でん

しょう が い

わ

もうし こ

【申込み】各回、開催日の10日前までに障害保健福祉センターへ、電話またはファックスでお申込みください。
みなと く

り つ しょう が い

ほ

けんふく

し

港区立障害保健福祉センター（ヒューマンぷらざ）
へいじつ

☎03（5439）
2511（平日の8:30〜17:30）
がつ

にち

か

かいさいぶん

がつ
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げつ

FAX

じ
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し ん た い じょうきょう
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しゃ
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ひと

かん

といあわ

ほうじん

へ いじつ

☎
せいさく

FAX

045（642）
6132
ほうじん

そうだん

じ かんたいおう

メール：project@slowlabel.info
か い じょうきょうりょく

もくて き た い い く し つ

しょう が い し ゃ

て ちょう

し ば

も

ちょう め

ば ん

みなと く み ん

ご う

じゅん か い そ う げ い

り よう

か い

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。

さ い

に ち

じ

開催日時
ね ん

ね ん

2021年

2021年

8月3日 火
② 9 月 13 日 月
③ 10 月 2 日 土
④ 11 月 15 日 月
⑤ 12 月 6 日 月
①

がつ

がつ

がつ

がつ

がつ

みなと く り つ しょう が い ほ け ん ふ く し

［企画・制作］
NPO法人スローレーベル ［会場協力］
港区立障害保健福祉センター（ヒューマンぷらざ）

【広

た

みなと く

どなたでも参加できる、

【プログラムの内容に関するお問合せ】NPO法人スローレーベル（平日10:00〜17:00 ファックス24時間対応）
き かく

か い

か

申込みの際、身体状況の確認をすることがあります。手話通訳・介護者が必要な人は、ご相談ください。
ないよう

じょう

し

港区立障害保健福祉センター（ヒューマンぷらざ）
6階 多目的体育室
（〒105-0014 港区芝 1丁目8番 23号）

かか

さん

ワークショップです！

もうし こ

※ 8月 3日（火）
開催分は7月 26日（月）
までにお申込みください。

け ん ふ く

障害の有無に関わらず
ソーシャルサーカスの

かんたいおう

03（5439）
2514（24時間対応）

ほ

へ い じつ

ひと

な い ざ い じゅう

り つ しょう が い

※障害者手帳をお持ちの港区民は巡回送迎バスを利用
できます。
（平日のみ）

ひと

【対 象 】障害の有無にかかわらず、どなたでも。各回 20名。運動を制限されていない、18歳以上 60歳未満の人。
※8月のみ中学生以上、60歳未満の人

しくなります︒

えば︑ジャグリングや皿回しの道具など︑

す︒私にとって︑相手に障害があるかど

かくかい

SLOW CIRCUS PROJECT
「SLOW LABEL（スローレーベル）」より発
足した、日本で初めての、ソーシャルサー
カスを普及・実践するカンパニー。ソー
シャルサーカスとは、サーカス技術の練習
や習得を通じて協調性・問題解決能力・自
尊心・コミュニケーション力などを総合的
に育むプログラム。世界各地で貧困・難
民・虐待などに起因するマイノリティのエ
ンパワメントに活用されている。
「SLOW
CIRCUS PROJECT」は、2017年よりシル
ク・ドゥ・ソレイユのサポートを受け、イ
タリア、アジア、南米など世界各地でソー
シャルサーカスを実践する団体と連携し
ながら、多分野の専門家と共にプログラム
を開発。中学校や障害者福祉施設、子育て
世代や次世代ビジネスリーダー向けなど
多方面でのプログラム実践や、障害のある
人とのパフォーマンス創作、トレーニング
などに取り組んでいる。

か い

たの

む

の方は︑人との間に壁を感じやすい傾向

パッと見てきれいな色やおもしろい形の

うかは関係なく︑誰かと時間を共有した

う

にあります︒そこで︑
最初にワークショッ

道具を準備し︑﹁あれはなんだろう﹂﹁触っ

しょう が い

どのような思いで
活動されているのでしょうか ?

てみたいな﹂
と興味を持ってもらい︑ファ

り︑表現しあったりすることのすべてが

しょう

金井ケイスケ
サーカスアーティスト。
「SLOW CIRCUS
PROJECT
（スローサーカスプロジェクト）
」
ディレクター。中学生で大道芸を始める。
文化庁国内研修員として能を学んだ後、文
化庁海外派遣研修員として、日本人で初め
てフランス国立サーカス大学（CNAC）へ
留学。卒業後フィリップ・ドゥクフレ演出
のサーカス作品でヨーロッパツアー後、フ
ランス現代サーカスカンパニーを立ち上
げ世界35カ国で公演。2009年帰国。2015
年より「SLOW LABEL（スローレーベル）」
パフォーミングディレクター。

会 場
みなと く

〜サーカス団員といっしょにパフォーマンスを楽
〜サーカス団
しょにパフォーマンスを楽しもう！〜
たい

プの内容を説明してから始めるような

シリテーターが﹁これ︑やってみます？﹂

同じなのではないでしょうか︒障害があ

﹁新しい体験﹂
です︒それは誰にとっても︑

ソーシャルサーカス

いん

かしこまった形はとらず︑より自然にコ

とか﹁あれも楽しいですよ﹂
と語りかける

る方と一緒に何かをするとき︑その方々

を﹁助 け る﹂と イ メ ー ジ す る こ と も あ る

かもしれませんが︑本当はそうではなく︑

﹁新しい体験﹂の機会をたくさんもらって

ような形で進めていきます︒パーティに

来たようなわくわくした気分になれるよ

う︑空間づくりも工夫しています︒

参加者同士が協力して行う
プログラムもあるのですか？

法のような力があります︒サーカスの持

サーカスには︑人と人とをつなげる魔

つ︑楽しさや不思議さ︑美しさなど︑言葉

いるのだと思います︒

頼関係を築けるプログラムを多彩に用意

では表現しきれないあらゆる価値を︑参

参加者がお互いに協力し合いながら信

しています︒例えば︑大きな輪になった

加者の方々と共に感じる時間は︑とても

だん

ロープをみんなで持ち︑外側に体重をか

です︒たくさんの方が輪になってつなが

大歓迎！

けて張り合うことでバランスを取るゲー

りあうからこその︑ソーシャルサーカス

だいかんげい

﹁サーカス﹂は︑
﹁サークル﹂︵輪︶が語源

さから後ろ向きで飛び降りる人を︑みん

です︒今後も多くの方と一緒に︑盛り上

ひとりでも、
だれかといっしょにでも

尊いものだといつも感じています︒

なでキャッチする技もあります︒どの技

げていきたいですね︒

ソーシャルサーカス・ワークショップの
参加申込みを受付けています。詳しく
は下をご覧ください。

ムを行うこともあります︒また︑これは

も危険のないよう︑少しずつ段階的に練

参加
申込み
受付中！

金井 ケイスケさん

上級者向けですが︑１メートルほどの高

習を重ねていきます︒みんなで協力しな

いとできない技の練習では︑自然と協調

性が生まれ︑成功したときは共に達成感

こうしたプログラムを体験するうち

を感じて仲間意識も芽生えます︒

に︑参加者はそれぞれ︑自分の殻を破っ

て新しい自分になる体験をしていきま

す︒コミュニケーションに難しさを抱え

ていた方が相手の目を見て話せるように

なったり︑夢を持てなかった方が夢を語

れるようになったり︑上半身麻痺だった

方のからだが少しずつ動くようになった

り︑緊張して力を抜けなかった方が︑う

まく力を抜けるようになったり⁝⁝︒そ

うした変化の場面に出会えたときは︑こ

の活動をやっていてよかったなと︑うれ

ソーシャルサーカス・ワークショップの様子

い

にち
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にち
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会場

“ でん ぶ ん か ん” の 夏 まつり

伝統文化
交流館

日本の夏はこんなに楽しい、面白い !!

8 月 9 日（月・振）

8 月 10 日（火）

1 10:30〜12:00（10:00開場）
2 14:30〜16:00（14:00開場）

Ａ「型染め」
でコースターづくり

4日間
開催

8 月 15 日（日）

1 10:30〜12:00（10:00開場）
2 14:30〜16:00（14:00開場）

11:00〜12:00（10:30開場）
15:00〜16:00（14:30開場）

C スタンプで描く手ぬぐいづくり

〈申込：要〉

Ｂ 墨と水で水墨画千鳥うちわづくり〈申込：要〉

D コーン型の蚊取り線香づくり

〈申込：要〉

★ 歌舞伎隈取り体験

〈当日先着〉

★ 歌舞伎隈取り体験

〈当日先着〉

★ 歌ってみよう！「東京音頭」

〈当日先着〉

★ 踊ってみよう！日本の踊り

〈当日先着〉

〈申込：要〉
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和楽器コンサートを開催！
簡単なワークショップも開催いたします。
【出 演】小池将也、上田麻里名、音間大誠
【対 象】どなたでも
【定 員】30人（当日先着順）
【費 用】無料
【申込み】当日、直接会場にお越しください。

申込希望コース番号
申込希望の日時とコースを以下の組み合わせからお選びいただき、下記の【申込み】
の要領でお申込みください。

※

8/ 9（月・振）
-

-

-

-

8/10（火）

-

-

8 月 22 日（日）

-

11:00〜12:00（10:30開場）
15:00〜16:00（14:30開場）

については申込みの必要はありません。

いにしえ

厄病退治や悪魔払いとして古から伝えられる
獅子舞と和楽器のコラボコンサートを開催！
簡単なワークショップも開催いたします。

【対 象】どなたでも ※ただし港区在住・在勤・在学者優先
【定 員】

：各回各体験20人（抽せん）
：当日先着20人。当日、会場にて整理券を1回目10:00から、2回目14:00から配布します。

【料 金】

：各1,000円

【出 演】相模里神楽 垣澤社中
【対 象】どなたでも
【定 員】30人（当日先着順）
【費 用】無料
【申込み】当日、直接会場に
お越しください。

：無料

【申込み】往復ハガキに 申込み必要事項 とＥメールアドレス、
「申込希望コース番号」
を明記のうえ、
〒105-0023 港区芝浦１-11-15 伝統文化交流館「夏まつり」
係まで。 HP 可
【申込期間】7/5（月）
〜7/18（日）
必着
【その他】 同じ回で複数体験の申込みはできません。
ご希望の方は午前と午後各1つずつのお申込みが可能です。
汚れてもよい服装でご参加ください。
動きやすい服装でご参加ください。
小学2年生以下のお子さまは保護者同伴でお願いいたします。
の蚊取り線香づくりはお香の原料を使用するため、
香原料に過敏な方はご参加を控えてくださいますようお願いいたします。
ソーシャルディスタンスでのご案内となるため、入場制限にて、お待ちいただく場合がございます。
※他にもスタンプラリーや楽しいイベントを行う予定です。お楽しみに!!

有栖川宮
記念公園

【問合せ】伝統文化交流館
☎ 03（3455）8451

FAX

03（3455）8453

［主催］
伝統文化交流館

400年で様変わりした広尾の街
現在の有栖川宮記念公園一帯は、ハイセンスなショップや住宅が軒を連
ね、世界各国の人々が行き交う国際色豊かなエリアですが、江戸時代にさか
のぼると、
武家屋敷がたち並んでいました。また、
天現寺橋の先の方まで「広
尾原（ひろおのはら）」と呼ば

（左）江戸時代（1862年）の地図。
「南部美濃守下屋敷」とある場所
が、現在の有栖川宮記念公園（
『補正港区近代沿革図集 麻布・六
本木』
より）
。
（下）
現在の有栖川宮記念公園周辺の地図。

れる野原が広がっており、春に
はつくしが多く生えることか

有栖川宮記念公園

ら「つくしが原」とも呼ばれま
した。もともとは下渋谷、下豊
沢という2つの村にまたがる野
原でしたが、江戸時代の中ごろ
に広尾と改称されたようです。
天現寺橋

地下鉄広尾駅

右の図では、江戸時代の市井の
人々が広尾原をのんびりと歩
く様子が描かれています。

【広

秋の広尾原を描いた図（
『江戸名所図会3巻』
「広尾原」1834
〜1836年刊 国立国会図書館ウェブサイトより転載）
。

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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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
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。

※アルコール消毒、マスクの着用にご協力ください。

販売中 サントリーホール 大ホール

※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。

K

フレッシュ名曲コンサート 第30回Kissポートクラシックコンサート

渋谷伝承ホール 出張公演
新発売 （渋谷区文化総合センター大和田内）

みなと毎月落語会

期待の新星による躍動感あふれるヴァイオリン協奏曲と、熟練の巨匠による滋味あふれるチェロ協奏曲をぜひお楽しみください！

「令和特選寄席」
渋谷出張編

今回は会場を渋谷に移して開催いたします。

【日 時】9/5
（日）
17:30開演（16:45開場）

【出 演】指揮：大友直人 管弦楽：東京交響楽団
ヴァイオリン：荒井里桜 チェロ：堤 剛
【演 目】第一部 ワーグナー：
「ニュルンベルクのマイスタージンガー」
第一幕への前奏曲
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
第二部 ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調
《全席指定・フレッシュ名曲コンサート特別料金》
【チケット】
大友直人
一般販売
Ｓ席：3,600円 Ａ席：2,600円 Ｂ席：1,400円
ⒸRowland Kirishima
みなとく割 Ｓ席：3,200円（エリア指定あり）
※みなとく割は港区在住・在勤・在学の方が対象です。
コンサート当日に会場で身分証等の確認をさせていただく場合があります。
サントリーホールチケットセンター（https://suntory.co.jp/suntoryhall/）
☎0570（55）
0017（休館日除く10:00〜18:00 ※変更の場合あり）
チケットぴあ（https://t.pia.jp/） ☎0570（02）
9999 Ｐコード：197-447
※サントリーホールチケットセンター、チケットぴあともに新型コロナウイルス感染症の
拡大状況等により、営業時間等の変更の可能性があります。
※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。

【日 時】9/14
（火）

※21:00終演予定
19:00開演（18:30開場）

荒井里桜

ⒸShigeto Imura

【出 演】柳家花緑、橘家文蔵、古今亭菊之丞、三遊亭兼好
【会 場】渋谷伝承ホール（渋谷区桜丘町23-21）
【対 象】どなたでも
【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
※お一人様2枚まで
【申込み・問合せ】
（株）
立川企画 ☎03（6452）
5901
【発売日】7/9（金）
※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。

堤 剛 Ⓒ鍋島徳恭

※車椅子で鑑賞される方はKissポートチケットセンター☎03（5413）
7021へお電話にてお申込みください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためチケット申込み時の申込者情報
（氏名や連絡先等）
は正確にご申告をお願いします。
※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のであらかじめご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、公演の中止や開演時間の変更等が発生した場合は当財団ウェブサイト上で告
知します。ご来場の前にご確認をお願いします。
※当日は検温等で入場にお時間をいただきます。開演時間まぎわのご来場の場合、
演奏開始に間に合わない場合もございますので、
お早めのご来場をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、公演会場の最新のガイドラインにつきましてはサントリーホールのウェブ
サイトをご覧ください。
※その他、当公演開催時における、新型コロナウイルス感染拡大の予防に関する取組とお願いは
当財団ウェブサイト上の当公演の開催情報をご覧ください。
【問合せ】Kissポート財団

文化芸術課

K

☎03（5770）6837

柳家花緑

橘家文蔵

古今亭菊之丞

三遊亭兼好

当日券の販売はございません

［主催］
Kissポート財団、
（公財）
東京都歴史文化財団（東京文化会館）
［企画協力］
東京オーケストラ事業協同組合

公演開催情報

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。

新発売 国立劇場

小劇場

新発売 渋谷さくらホール（渋谷区文化総合センター大和田内）

国立劇場開場55周年記念
令和3年9月文楽公演 寿式三番叟・双蝶々曲輪日記
【日 時】9/19
※13:20終演予定
（日）
10:45開演（10:15開場）
ことぶきしきさん ば そう

【演 目】寿 式三番叟

ふたつちょうちょうくる わ にっ き

双蝶々曲輪日記
難波裏喧嘩の段 八幡里引窓の段
【対 象】Web港区会員 【定 員】30人（先着順）
【チケット】全席指定：6,300円（一般価格：7,000円）
※お一人様2枚まで ※別途手数料が発生する場合があります。
10:00〜 7/23（金・祝）
23:59
【申込期間】7/7（水）
【申込み】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
【その他】※ Webからのお申込み、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。
※チケットご購入後の当日の座席変更および返金等は一切いたしません。

［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

フォレスタコンサート in 渋谷さくらホール「昭和・想い出の歌がたり」
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。

【日 時】9/11
※16:00終演予定
（土）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：5,900円（一般価格：6,500円）別途手数料が発生する場合があります。 ※10枚限定。お一人様2枚まで
【申込期間】7/9（金）
10:00〜7/23（金・祝）
23:59
【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 平日12:00〜15:00（※土日祝除く）
【その他】※ Webからのお申込み、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。
※未就学児童のご入場はお断りいたします。
※本公演では、新型コロナウイルス等の感染症対策のため、左右1席ずつ空けての売止席を設けて販売いたしますが、
感染症対策の緩和に伴い、売止席の追加販売を行う場合がございます。その際には、お隣が空席ではなくなりま
すので、予めご了承ください。また、チケットご購入後の当日の座席の変更および返金等は一切いたしません。

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。

