
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。イベントおよび施設等の最新情報は、Kissポート財
団ホームページまたはイベント主催者・各施設にお問い合わ
せください。

Kissポート財団への寄附のお願い
Kissポート財団では、寄附金を募っています。寄附金
額に応じて、所得税・住民税の控除があります。詳し
くは当財団のホームページをご覧ください。
※�寄附された方には、金額に応じて当財団キャラクター
グッズを進呈中

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

Kissポート財団
マスコットキャラクター

コミュニティ情報誌

「  　　　　　」を無料でお届けします。
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。

対　象

▷ 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。

最低送付部数 1件当たり20部以上からお届けします。

※�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9:00～17:15）

第2回 伝統文化フェスティバル 其の壱

3 //19（（土））
其の弐

3 //20（（日））
14:00〜〜

（（13:30開場））
〈〈1,000円〉〉

其の参

3//21（（月・祝））
13:00〜〜

（（12:30開場））
〈〈1,000円〉〉

【会　場】 伝統文化交流館
【出　演】 3/19（土）　　伝統文化交流館 活動団体発表会

（舞台：三線/琴/舞踊等、展示：華道/書道、体験：茶道）
3/20（日）　　東家一太郎（浪曲）、赤嶺姉妹（沖縄伝統舞踊）、尾上博美 ほか（日舞）

神田阿久鯉（講談）、はさみ家紙太郎（紙切り）
ビエンカ ほか（二胡＋ギター）、宮田 陽・昇（漫才）

3/2１（月・祝）  東家一太郎（浪曲）、石川利光（尺八）、春日 よ栄芝（小唄）、春風亭昇 （々落語）
竹本越孝 ほか（義太夫節）、はさみ家紙太郎（紙切り）、藤山大樹（和妻）

【対　象】 どなたでも ※小学生以上
【チケット】 3/20・21のみ1,000円（小学生以上／当日現金支払い）
【申込み・問合せ】 当財団HPまたは電話でお申込みください。（先着順）

伝統文化交流館　☎03（3455）8451（休館日以外10:00～17:00）

10:30〜〜
（（10:00開場））
〈〈入場無料〉〉

「港区教育史」刊行記念講演会開催
3/20（日）11:30～（11:00開場）

【申込み】みなとコール��☎03（5472）3710

（予定）

今年もやってきました!!笑顔になれる3日間
落語、講談、マジック、漫才に和楽器コンサート
等々、日本の伝統文化や演芸を存分に味わえる
夢のイベント！

WEBでみなと区民まつり2021

ぜひ以下の
二次元コードより
ご覧ください！

また気に入った逸品は
各ページから購入する
こともできます。

みなと区民まつりホームページではさまざまな地域の特産品や
手作りの品をご紹介しています。
行ったことがある場所でもない場所でも、
地域の新たな魅力に出合えます！！

長崎県長崎市
【問合せ】【問合せ】
みなと区民まつり実行委員会事務局みなと区民まつり実行委員会事務局
☎︎03(5770)6837（平日9:00～17:15）☎︎03(5770)6837（平日9:00～17:15）
Eメール：matsuri@kissport.or.jpEメール：matsuri@kissport.or.jp

【問合せ】
みなと区民まつり実行委員会事務局
☎︎03（5770）6837（平日9:00～17:15）
Eメール：matsuri@kissport.or.jp
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港区探訪◎港区 ‒ 憩いの場 今昔STORY

明治神宮外苑第12回

四季折々の表情を楽しめる散歩コースとして人々に親しまれている明治神宮外苑のイチョウ並木。

2022

月号

〒107-0052 港区赤坂4-18-13
☎03（5770）6837  FAX03（5770）6884

【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（火）発行予定Kissポート財団ホームページ
https://www.kissport.or.jp

Facebookページ
https://www.facebook.com/kissport

【発行部数】120,000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 JQA-QMA12663

JQA-EM4580



		

	

	

【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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東京の一等地に広がる、スポーツと文化の拠点
今回は、明治神宮の境内の一部である明治神宮外苑をご紹介します。手入れが行き届

いた自然美と歴史ある建築美を眺めながら、散策を楽しめるスポットです。

明治神宮外苑第12回

ストーリー

　明治天皇とその后の昭憲皇太后を祀る明治神宮は、

神社の本殿が建つ「内苑」と、神宮球場などがある「外

苑」で構成されています。外苑一帯は、江戸時代には武

家屋敷や寺院が建ち並んでおり、明治時代に入ると陸

軍の演習が行われる青山練兵場となりました。明治天

皇もここで近衛兵を指揮したそうです。やがて代々木

に新しい練兵場が開設され、青山練兵場は1912年に

開催予定だった日本大博覧会の会場となるはずでした

が、国の財政状況が悪化し博覧会は中止に。まもなく

明治天皇が崩御したため、空き地となっていた青山練

兵場とその周辺が、明治神宮外苑の用地となりました。

内苑は国費で作られましたが、外苑はすべて国民の寄

付によって造営されました。

　明治天皇が乗馬を好んでいたこと、またスポーツ振

興のねらいもあり、外苑には球場や競技場などスポー

ツ施設が多く設けられています。また、明治天皇の生

涯を描いた壁画を展示する聖
せい

徳
とく

記念絵画館や、明治期

に宮中晩餐会が行われた明治記念館本館など、歴史と

文化を感じられる施設も充実しています。

　明治神宮外苑といえば、美しいイチョウの並木道を

真っ先に思い浮かべる人も多いでしょう。4列に並ぶ

イチョウの総本数は146本。新宿御苑在来木から採取

したイチョウの種子を宮内省南豊島御料地内（現在の

明治神宮内苑）に蒔いて育て、その中から選び抜かれた

ものが、1923年に外苑に植栽されました。114年経つ

今でもすくすくと育つイチョウの姿は、見る人に元気

を与えてくれます。

　実はこの並木道、立体感のある景観を生み出すため、

約1mの勾配がある設計となっています。青山通りか

ら絵画館に向かって、そして逆に絵画館から青山通り

に向かって、並木道の眺めを見比べてみるのも面白そ

うですね。

明治天皇にゆかりの深い練兵場が
国民の寄付によって神宮外苑に

港区 ‒ 憩いの場

計算され尽くした景観美を堪能！
300m続くイチョウ並木道

イチョウ並木を抜けると正面にそびえたつ重要文化財である聖徳記念絵画館は、日本最初期の美術館建築。

赤坂仮皇居御会食所として、1881年に建てられた明治記念館
本館。大日本帝国憲法草案審議の御前会議が開かれたことか
ら「憲法記念館」とも呼ばれます。1階にあるラウンジkinkeiは、
まさにその憲法草案審議が行われた部屋。
格天井や壁一面に描かれた金鶏が荘厳な雰
囲気を醸し出す空間で、上質な食事やお茶を
楽しめます。右上の写真は、明治天皇や当時
の要人にふるまわれていたとされている料
理を再現した「鴨肉のカレーライス」。

住所：港区元赤坂2-2-23 明治記念館内 本館1階
営業時間：10:00～21:00（土日祝は9:00～）
※食事ラストオーダー20:00、飲物ラストオーダー20:30

明治記念館 ラウンジ明治記念館 ラウンジkk
キ ン ケ イキ ン ケ イ

inkeiinkei

外苑近くの もうひとつの

外苑にイチョウを植樹している様子。緑量が
多く気品があり、公害に強いことからイチョウ
が選ばれました。

最寄り駅：JR「信濃町駅」「千駄ヶ谷駅」、
地下鉄「外苑前駅」「青山一丁目駅」「国立競技場駅」

イチョウ並木：青山通り側の入り口には、江戸
城のお堀の古材を利用した石塁が。

日本最古の車
道用アスファ
ルト：1926年
に完成し、94
年にわたって
使用されまし
た。

（左）御観兵榎（ごかんぺいえのき）：明治天皇が青山練兵場の観兵式に臨む際は、いつ
もこの榎の西側に御座所が設置されました。現在の榎は二代目。（右）明治記念館：赤
坂仮皇居の御会食所（迎賓館）として1881年に建設。その後、伊藤博文に下賜されまし
たが、明治神宮造営にあたり寄贈され、この地に移築されました。

聖徳記念絵画館：館内の壁や床に
は、国産の天然大理石がふんだんに
使われています。その大理石の断面
には、なんと約3億年前の化石を見る
ことができます。

（左）明治神宮野球場：東京六大学野球をはじめとする学生野球の聖地。東京ヤクルト
スワローズのホームグラウンドでもあります。（右）葬場殿趾：明治天皇の葬儀で、御霊
柩（ごれいきゅう）が安置された場所。柵内には石碑とクスノキの大木が。
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【日　時】	4/10・17・24（毎日曜）、予備日:5/8（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と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
   （H22/4/2～H24/4/1生まれ）
 ・Ｂクラス　小学４年生で編成
   （H24/4/2～H25/4/1生まれ）
  ・Ｃクラス 小学３年生で編成
   （H25/4/2～H26/4/1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・問合せ】  所定の申込用紙に必要事項を明記のうえ、FAXまた

はEメールで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。 FAX03（5439）6224

 Eメール：sportsjigyo@kissport.or.jp
 ☎03（5439）6201（平日8:30～17:15）
【締切り】	3/29（火）16:30
【その他】	監督会議・抽せん会：4/1(金)19:00～
 会場：港区スポーツセンター　４F　会議室
 ＊監督またはコーチのいずれかが必ず出席してください。

［主管］港区小中学生サッカークラブ連合会
［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】	3/16（水）	10:00～11:00
	 	開始時間までに会場へお越しください。
【会　場】 南浜町児童遊園（港区芝浦1-12-12） 
【講　師】 桜田敬子
  （元NHKテレビ・ラジオ体操アシスタント）
【曲　目】 みんなの体操、ラジオ体操第一 
【対　象】	どなたでも
【定　員】	30人（現地先着順） 　
【費　用】	無料
【申込み】   当日、直接会場にお越しください。
【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）

［共催］芝浦一丁目町会

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
マ
ッ
プ

今
月
の
募
集 伝統文化交流館

南浜町児童遊園
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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
 Kiss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電話番号

（⑥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、⑥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。

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

芝浦港南区民センター
高輪ゲートウェイ

★�感染状況により、事業の延期・中止、事
業内容・開催時刻の変更、定員の増減が
生じる場合がございます。
★�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。

　・�マスクの着用、検温、手指のアルコール消
毒、間隔を空けた着座、名簿記帳等にご協
力ください。

　・�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。
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麻布区民センター

新型コロナウイルス感染症への
対応について

生涯学習センター

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。

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。
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2022 Kissポート
港区小学生サッカー大会
～J：COM港・新宿カップ～

あなたのラジオ体操、正しいですか？
元NHKテレビ・ラジオ体操アシスタントが、
ラジオ体操の正しいやり方を伝授します。

4
健	

康

みんなのラジオ体操

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。

講　座

体　験

FAX

港区スポーツセンター

インナーマッスルも意識しながら、腹筋を中心に
身体全体の引き締めを目指します。体幹の整え方
や身体のほぐし方など、効果的な動作を即実践！

5
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ウェルカム“プレイスポーツ”
3月「薄着の季節に備えてボディシェイプ ！」

【日　時】 ３/26(土)10:00～11:30（9:30受付）
【会　場】 赤坂区民センター　4F　多目的室
【講　師】 西川徹郎
【対　象】	Web港区会員で18歳以上の方
【定　員】	15人（先着順）
【費　用】 500円　※別途手数料がかかる場合があります。
【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
  （平日9:00～17:15　初日のみ10:00～）
【申込期間】	3/7（月）10:00～3/21（月・祝）23:59
【用意するもの】	運動できる服装、タオル、飲み物等
【その他】  妊娠中の方、運動を止められている方は参加をお控え

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

【日　時】	4/26、5/31、6/28、
	 	 7/26、8/30、9/27
	 	（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】	Web港区会員で18歳以上の女性の方
【定　員】	16人（抽せん）　　　
【費　用】	6,000円
【申込み】	KissポートWebチケット
【締切り】	4/9（土）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）

バレエの「プリエ」をもとにした、姿勢改善、
歩き方改善など、美しいカラダに整えます。
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体幹とインナーマッスルに効く！
「プリエ・バーレッスン入門編」

Web

 祝 芝浜小学校開校
一部：「芝浜」＊落語と小唄
二部：令和 忠臣蔵＊芝浦語り　
地元芝浦に因んだ演目で、芝浜小学校
の開校を芝浜小学校の子どもたちと一
緒に楽しみましょう！

6
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1
区立青山中学校　

1芝給水所公園運動場

俳優座劇場

台場コミュニティーぷらざ
16
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Web
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【日　時】	5/13・20・27、6/3
	 （毎金・全4回）	
	 18:45～20:15（18:15受付開始）
【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） 
 大リーガー松井秀喜選手などプロス

ポーツ選手やプロチームの専属トレーナーの経験を有す
【対　象】 Web港区会員で18歳以上の方
【定　員】	40人（抽せん）　　
【費　用】	3,000円　※別途手数料が発生する場合があります。
【申込み】	KissポートWebチケット
【申込期間】	3/22（火）10:00～4/24（日）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）
 Eメール：sportsjigyo@kissport.or.jp

［後援］港区教育委員会

長距離ランナーのための
筋力アップトレーニング
MINATOシティハーフマラソンに向かって
さあ！トレーニングを始めよう!!

Web

懐かしい童謡や唱歌、フォークソング
等を皆で元気に歌いましょう。

【日　時】	4/15（金）		14:00～16:00
	 	（13:30受付開始）
【会　場】  生涯学習センター（ばるーん）  101学習室
【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）
【費　用】	500円（うちドリンク代300円） （当日現金支払い）
【申込み・問合せ】   当財団HP、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。
  FAX03（3431）1619　☎03（3431）1606
  ※ 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（木）

うたごえ喫茶7
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【日　時】	一部：4/9（土）
	 	15:00～16:30（14:30開場）
	 	二部：4/9（土）	
	 	18:00～19:30（17:30開場）
【会　場】 伝統文化交流館
【出　演】 【一部】落語：遊興亭福し満「芝浜」　　
　　　　　　　小唄：春日　よ芝幸「芝浜」
  【二部】赤穂観光大使三羽烏　トークショー
  　　　 お話：渡辺仁久（港区観光協会会長）
  　　　「芝浜」と「忠臣蔵を語る！」
  　　　講談：若林鶴雲「刃傷松之廊下」　　　
  　　　進行：もりいくすお  
【対　象】 どなたでも　
 ※ただし芝浜小学校入学生と同伴者の特別枠あり
【定　員】 各60人
【費　用】	一般【一部】2,000円　 【二部】1,500円
 （先着20名）（当日現金支払い）
 芝浜小学校入学生無料（先着20名）　
 同伴者割引500円（先着20名）（当日現金支払い）
【申込み】   電話またはEメールに、郵便番号、住所、氏名、電話番号、

Eメールアドレス、一部か二部どちらかを明記のうえ、
NPO法人 江戸前21「芝浜小学校開校記念イベント」
係まで。 

 ☎03（6230）9898
 Eメール：info@edomae21.org
【申込期間】  3/5（土）～4/8（金）
【問合せ】  NPO法人 江戸前21 ☎03（6230）9898
［協力］伝統文化交流館

12

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。

2022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。



みんなでつくろう！
オリジナルこいのぼり
手や足で思いっきりペイントして、
みんなで伝統文化交流館オリジナル
のこいのぼりを完成させよう！どん
なこいのぼりが出来上がるかな？
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【日　時】	4/16（土）		
11:00～12:30
13:30～15:00
雨天時は4/30（土）に延期

【会　場】 伝統文化交流館　裏庭 
【講　師】	しゅんさく（現代美術家）
【対　象】 小学生以下のお子さま（未就学児は保護者同伴）
【定　員】 各回20人（現地先着順）　　
【費　用】	無料
【申込み】 当日、直接会場にお越しください。
【問合せ】 伝統文化交流館
  ☎03（3455）8451　 FAX03（3455）8453
  Eメール：denbuninfo@kissport.or.jp
【その他】 汚れてもよい服装でご参加ください。
  完成したこいのぼりは5/1（日）～5/5（木・祝）まで
  伝統文化交流館で展示いたします。

万葉2022 イン 東京
～万葉集の魅力に触れるイベント～
元号「令和」の礎となった万葉集。古代人の思いや出来事が込
められた美しい万葉の歌の魅力を、存分に味わう機会です。

【日　時】 3/13（日）
	 15:30開演（15:00開場）※17:30終演予定
【会　場】 伝統文化交流館
【講　師】 関 隆司（高岡市万葉歴史館 課長補佐研究員）
【対　象】	どなたでも　
【定　員】 60人（先着順）　　　 
【チケット】	無料
【申込み】 赤坂・一期一会プロジェクトのHPからお申込みくだ

さい。https://akasaka15.localinfo.jp
【問合せ】 赤坂・一期一会プロジェクト（万葉ロマン塾係）
 ☎080（4208）9909（10:00～18:00）
 Eメール：toshiharu.kawakami@gmail.com
【締切り】	3/10（木）
［主催］赤坂・一期一会プロジェクト　［協力］伝統文化交流館
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劇団俳優座演劇研究所 31・32期生修了公演
A・R・ガーニー作　安井 武訳

『ザ・ダイニングルーム』
ダイニングルームを通して描く、20世紀アメリカのさまざま
な家庭の物語。研究生10名が57役に挑みます！

【日　時】 3/16（水）17:00～
	 3/17（木）12:30～/17:00～
	 3/18（金）13:00～　		　　	※開場は開演の45分前
【会　場】 麻布区民センター　区民ホール
【講　師】 劇団俳優座演劇研究所31・32期生
【対　象】	どなたでも 　※ただし小学校高学年以上の方　　　
【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Eメールに 申込み必要事項 とEメールア

ドレスを明記のうえお申込みください。
  また、終演時刻をお知りになりたい方は、お申込み時

にお問合せください。
	 劇団俳優座 「ザ・ダイニングルーム」係
 ☎03（3470）2888（平日11:00～18:00） 
 Eメール：soumu@haiyuza.net
【締切り】	3/11（金）18:00
［主催］劇団俳優座演劇研究所 　［特別共催］Kissポート財団
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ASPイッツフォーリーズ公演ミュージカル
遠ざかるネバーランド
ずっと飛べると思っていた……一人の女子
高校生が迷いこんだピーターパンの世界。
2018年に好評を得た舞台を新キャストで
再演。

【日　時】 3/23（水）	19:00～21:15
	 3/24（木）	14:00～16:15/19:00～21:15
	 3/25（金）	14:00～16:15
	 3/26（土）	13:00～15:15/18:00～20:45（アフターイベントあり）
	 3/27（日）	14:00～16:15							
	 ※開場は開演の30分前、終演時刻は予定
【会　場】 俳優座劇場　
【出　演】 德岡 明、神田恭兵、川原一馬、青柳累斗、工藤広夢
 藤森裕美、金村 瞳、鈴木彩子、東城由依、刀根友香
 近藤萌音、杉尾優香、森山真衣
【対　象】	どなたでも 　※ただし未就学児入場不可　　
【定　員】 各回240人（先着順）　　　
【チケット】 【全席指定】一般前売：6,500円  初日割：5,500円
 Kissポート価格：5,500円　
 25歳以下価格：3,500円（要当日年齢証明）
 当日券：7,000円
【申込み・問合せ】 オールスタッフ ☎03（5823）1055（平日11:00～18:00）
 https://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
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イラスト/鈴木雪乃
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地区予選を勝ちぬいた年中から中学3年生
までの子どもたちが、審査員長に青島広志
先生をお迎えし、赤坂区民ホールでの本選
に臨みます。

【日　時】 3/29（火）本選	11:15開演（予定）
3/30（水）本選	11:15開演（予定）
開場は開演の30分前

【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・ギター
【定　員】 200人
【チケット】 無料
【申込み】	往復ハガキまたはEメールに①氏名②連絡先電話番

号③希望日程（29日、30日、または両日）を明記の
うえ、〒106-0047　港区南麻布4-5-48-4階

  NPO法人日本ルーマニア音楽協会まで。
  Eメール：info@r-ms.org
【締切り】 3/24（木）
【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5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

青島広志Ⓒ学研

Ｅ
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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！
春のフリーマーケット開催！
お散歩がてらに掘り出し物を探し
てみませんか？

【日　時】 ３/20（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
	 	※ 出店者募集の締切りは3/7（月）必着です。詳しくは

芝浦港南区民センターホームページをご覧ください。
【問合せ】	芝浦港南区民センター　☎03（3769）8864
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春の落語会
柳亭小痴楽 芝浦寄席
春の落語会、ごゆるりとお楽しみください！
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【日　時】	4/24（日）15:00開演（14:30開場）※17:00終演予定
【会　場】 伝統文化交流館  
【対　象】 どなたでも　
【定　員】 70人（抽せん）
【費　用】	3,000円（当日現金支払い）
【申込み・問合せ】  当財団HP、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

「春の落語会」係まで。
 FAX03（3455）8453　 ☎03（3455）8451
  ※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（木）必着

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）。

【時　間】	10:00～11:30
【会　場】 生涯学習センター（ばるーん）
【対　象】	港区在住・在勤・在学で60歳以上の方
【定　員】	7人（抽せん）
【申込み・問合せ】   当財団HP、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「さくらだ学校企画運営委員募集」
係まで。 FAX03（3431）1619　☎03（3431）1606

  ※ 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（木）

令和4年度「さくらだ学校
企画運営委員」募集
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抽せん方式で出店者を募集！
「お台場ふれあいフリーマーケット」

恒例、春のフリマを開催します。

【日　時】 5/3（火・祝）11:00～15:00	※雨天時等中止
	 　（前日が雨天等により準備できない場合も中止）
【会　場】 台場コミュニティーぷらざ広場３階（屋外）
【対　象】 港区在住・在勤・在学で18歳以上の方
 （ただし、高校生は除く）
【定　員】 24店舗（抽せん）
【費　用】 出店料　無料
【申込み・問合せ】  当財団HP、または往復ハガキでお申込みください。
   往復ハガキには、 申込み必要事項 と出品予定の品

物名を具体的に明記のうえ、〒135-0091  港区台
場1-5-1  台場区民センター「台場・フリマ」係まで。 

  ☎03（5500）2355
【申込期間】	3/15（火）～4/15（金）必着
【その他】	 ※ 出品物は一般家庭用品（衣類、おもちゃ、生活雑貨

等）、手芸・工芸品に限ります。電化製品は不可。
  ※ 申込み記入事項に記入漏れがある場合、抽せん対

象になりません。
  ※ 往復ハガキでお申込みの場合、返信ハガキの宛名

面にご自身の郵便番号、住所および氏名を明記し
てください。

  ※ 出店場所は抽せん時に決定し、当選通知でご案内
します。
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YouTube配信

Kissポート財団
公式チャンネル
からご覧ください。

2022年２月12日（土）に港区・リーブラホールにて実施した
コンサート映像です。
【公開日】 3/15（火）～　【曲　目】 献呈／R.シューマン　ほか
【問合せ】 Kissポート財団　文化芸術課  

☎03（5770）6837（平日9:00～17:15）

音楽のさんぽ道
～東京藝術大学学生によるコンサート～

ぜひご覧ください！

毎年、都立芝公園で行っている「芝公園梅まつり」を今年は
WEB配信で開催します。芝公園の梅林やお点前、琴演奏の
動画をぜひお楽しみください。
【公開日】 3月中旬
【問合せ】 Kissポート財団　広報・事業推進課  

☎03（5770）6837（平日9:00～17:15）
［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

芝公園梅まつり WEB開催のお知らせ

【問合せ】みなと区民まつり実行委員会事務局
☎03（5770）6837（平日9:00～17:15）　 FAX 03（5770）6884
メール：matsuri@kissport.or.jp

「WEBでみなと区民まつり2021」特集号
クロスワード答え発表！

ア ザ ブ ジ ユ ウ バ ン 　 シ コ
オ 　 タ イ シ カ ン 　 タ ワ ー
ヤ ユ 　 ン 　 ガ ク シ ホ ケ ン
マ リ ネ 　 カ イ 　 ツ ウ 　 ス
　 カ ツ セ イ 　 ミ タ 　 イ ー
タ モ ト 　 ヨ ビ ナ 　 ラ ツ プ
カ メ 　 ト ウ 　 ペ イ ン ト 　
ナ 　 シ バ 　 ヒ ン 　 ド ウ カ
ワ イ ン リ ス ト 　 ウ 　 チ イ
ダ イ バ 　 イ ト ト ン ボ 　 ヒ
イ エ 　 モ リ ビ ジ ユ ツ カ ン

答え
A B C D E F

シ バ コ ウ エ ン

プレゼントへの応募は令和４年2月28日（月）に締め切りました。
当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。（賞品の発送は3月末頃を予
定しています。）

2月5日に発行しました「WEBでみなと区民まつり2021」
特集号8ページに掲載のクロスワードの答えを発表します！
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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 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。

新型コロナウイルス感染症対策のため、�マスクの着用、検温、手指のアルコール消毒、間隔を空けた着座、名簿記帳等にご協力ください。
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【受　付】 3/19（土） 10:00～12:00
【受付場所】 港南いきいきプラザ
 （ゆとりーむ）ロビー
【出店料】 500円
 インターネットでも
 参加者を募集します。

スポーツ・健康 イベント

「酸性？アルカリ性？」 紫芋の粉を使って、溶液の
性質を調べる実験をします。
【日　時】 3/12（土） 
 1回目：9:30～10:30（9:15受付開始）
 2回目：11:20～12:20（11:05受付開始）
【会　場】 高輪区民センター  3階　講習室
【講　師】 佐々義子（NPO法人くらしとバイオプラ

ザ21常務理事） 
【対　象】 港区在住・在勤の親子
 （1組につき保護者1人と小学生2人まで）
【定　員】	各回10組（抽せん）
【費　用】無料
【申込み・問合せ】 電話または直接窓口へ
	  高輪区民センター　☎03（5421）7616
【申込期間】 3/5（土）10:00～3/8（火）16:00
［主催］高輪区民センター   ［共催］オフィスマキナ

お花見会、地域有志によるイベント、模擬店、防災コー
ナー、運河めぐり、フリーマーケット、ゴムボートレー
ス　ほか
【日　時】 3/27（日） 11:00～16:00
【会　場】 高浜運河東岸（御楯橋から楽水橋の一帯）
【対　象】 どなたでも
【問合せ】 港南ふれあい桜祭り実行委員会
 ☎080（4443）8090

親子バイオ実験教室

第10回港南ふれあい桜祭り

※第10回港南ふれあい桜祭りの
フリーマーケット参加者募集

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】  3/13（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】 ヘルシーナスタッフ
【対　象】 どなたでも　※ただし18歳以上の方
【定　員】  各回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】 ①②とも3/11（金）

トレーニングマシン講習会

芝浦中央公園運動場  個サル 
～現役選手から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】 3/11・18・25（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
キッズ　フットサルスクール（4～6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】 ①3/10・17・24・31（毎木）15:00～15:50

②3/10・17・24・31（毎木）16:00～16:50
【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】 ①20人　②15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

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

硬式テニスに最も近い室内テニスです。初心者の
方も楽しみながら基本を習得できます。
【日　時】 4/10（日）10:00～12:00
【会　場】 港区スポーツセンター  サブアリーナ
【対　象】 港区在住・在学の小学生・中学生
【定　員】 40人（抽せん）　　【費　用】	無料
【申込み】 往復ハガキに 申込み必要事項 と教室名、

学年、保護者および付き添いの方全員の氏
名を明記のうえ、下記へお申込みください。

 〒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「ジュニアテニス教室」係

【締切り】 3/19（土）必着
【問合せ】	港区パドルテニス協会 
 ☎090（2434）0715（担当：前川）
【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
［主催］（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

ジュニアテニス教室(パドルテニス) 氷川武道場  ヨガスクール
初心者向けのリラックスヨガクラスです。バランス
よく身体に刺激を与えていきます。
【日　時】 3/10・17・24・31（毎木）11:00～12:00
【会　場】 氷川武道場
【講　師】 ヨガインストラクター：Misa（ミサ）
【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】 青山運動場  ☎03（3405）8383

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】 3/11・18・25(毎金)17:00～18:00
【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

アクアフィールド芝公園 フットサル・サッカー
ビギナークラス　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】  3/8・15・22・29（毎火） 16:30～17:30
【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

第75回都民体育大会 予選会

【対　象】 港区在住・在勤で東京都民の方（都内に
住民票がある方） 

 ※種目により参加制限・選考等があります。
【申込み・問合せ】	各競技の詳細については、競技団体にお

問合せください。
 各競技団体については港区体育協会のホー

ムページをご確認ください。
 なお、ボウリング競技については、東京ポー

トボウル ☎03（3451）9211 へ直接お申
込みください。

 〒105-0023 港区芝浦1-16-1　みなと
パーク芝浦 3階　（一財）港区体育協会
☎03（3452）2055（平日8:30～17:15）

競技種目 会場 開催日 申込締切日

剣道
港区

スポーツ
センター

3/21（月・祝） 3/6（日）

バレーボール 3/27（日） 3/17（木）

空手道 3/27（日） 3/26（土）

ボウリング 東京ポート
ボウル 3/21（月・祝）3/18（金）

第25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
つくし 東海林 すみれ 青南保育室 6歳
とら バナルジー ハリ 青山小学校  あすなろ学級 1年生
スケボー 内呂 革太 赤坂小学校 2年生
花だより 林 美衣咲 芝浦小学校 3年生
寅年 両角 美杜 赤羽小学校 4年生
夢 増島 菜々 麻布小学校 4年生
健康 鈴木 麻央 東町小学校 5年生
早春の海 徳高 美優 青南小学校 5年生
一望千里 望月 咲良 赤坂小学校 6年生
南十字星 宮下 世楽 青山学院初等部 6年生

Kissポート賞 上手な作品、秀作 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 2022年2月2日（水）

今田 篤洞 先生（産経国際書会 副理事長・審査
会員・菽水書人社 理事長・慶應義塾大学書道会 講師）
　コロナ禍の前より出展作品の点数は減ってしまい
ましたが、その代わりに個人の出品点数が多く、充
実した作品が多数寄せられて、よかったと思います。
　作品は力強く表現された、堂々としたものがそろっ
ていて、賞の選定が難しかったです。

佐藤 浩苑 先生（毎日書道会 審査会員・清和書道会 常任理事・浩苑書道会 主宰）
　今年も港区の「子どものびのび書展」の審査をさせていただきました。この書
展は他の書道展と異なり、審査がとても楽しいです。子どもたちの独創性にいつ
も感心させられます。筆文字の楽しさが素直に表現され、美しく正しい筆法にと
らわれない、楽しい書作品を審査して、こちらまで楽しい気分になります。
　コロナ禍の毎日の中で、いろいろとアイデアを考えて書かれたのでしょう。来
年もぜひ、楽しいアイデアのたくさんつまった作品を楽しみにしております。

内田 勝（公益財団法人 港区スポーツふれあい文化健康財団　常務理事）
　今年もコロナ禍にあって、大変な1年でしたが、子どもたちの元気な書が146作品も集まりました。

「子どものびのび書展」も25回目を迎え、書展の開催が新年の恒例行事になって久しい感じです。
　今回は特に子どもたちの筆の使い方がダイナミックで力強い感じがしました。コロナ禍の中で、
なかなか外へ出ることができないうっぷんを書にしたためたかのようでした。
　「子どものびのび書展」は、うまい字だけではなく、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切に、字を愛する文化を紡いで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、ご協力をありがとうございました。

【展示期間】	3/8（火）～3/21（月・祝）9:00～21:00（開館時間変更の可能性があるため、時間についてはお問合せください。）
   ※赤坂区民センター 休館の3/14（月）・3/20（日）は閲覧不可。
【会　　場】	赤坂区民センター  ３階  文化情報コーナー  ※最終日は展示場所が移動する場合があります。【問合せ】	Kissポート財団  広報・事業推進課  ☎03（5770）6837

第25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

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146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

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 5（土）
赤坂区民センター 14（月）・20（日）・27（日）
芝浦港南区民センター 14（月）
台場区民センター 21（月・祝）
生涯学習センター（ばるーん） 21（月・祝）
青山生涯学習館 14（月）
伝統文化交流館 9（水）
高輪区民センター 14（月）
健康増進センター（ヘルシーナ） 20（日）・27（日）

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。

重ねて、こころより深く御礼申し上げます。

　　　　　　★2021年  6月　　稲葉八重子様　　　　　　　10,000円
　　　　　　★2021年  8月　　廣瀬元昭様　　　　　　　　20,000円
　　　　　　★2021年  9月　　明治安田生命 品川支社様　 205,000円
　　　　　　★2021年10月　　ミナトシティコーラス様　　65,957円

作品 名前 学校・園名 学年
とら 深尾 櫻 芝浦アイランド子ども園 5歳
雪のおみやげ氷になった 野口 晃希 慶應義塾横浜初等部 1年生
ひまわり 山口 彩愛 芝浦小学校 2年生
決定力 寺内 聡佑 立教小学校 3年生
虎 山内 良晃 白金の丘学園小学校 4年生
虎 皿谷 歩豊 港南小学校 5年生
寅の年 藤波 創 青南小学校 5年生
純美 野村 莉々 芝浦小学校 6年生
今年でバイバイ菌by白血球 山田 蒼乃 白金の丘学園小学校 6年生
未来　ENDLESS 田窪 真子 田園調布雙葉小学校 6年生

作品 名前 学校・園名 学年
りぼん 髙木 郁 赤坂保育園 5歳

いちご 山﨑 愛子 ヨコミネ式キッズアカデミー
桜新町校 5歳

令和四年  寅年  合格 冨田 瑞葵 暁星小学校 1年生
ゴジラ 千田 創士郎 青山小学校  あすなろ学級 2年生
仁 塩谷 美怜 白金小学校 3年生
お正月 中村 真菜 青山小学校  あすなろ学級 3年生
七本槍 田中 英介 青南小学校 4年生
元気な子 保井 凛久 青山小学校  あすなろ学級 4年生
朝の光 東山 遼祐 青山小学校  あすなろ学級 5年生
壬寅 寺内 慶悟 赤羽小学校 6年生
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新型コロナウイルス感染症の感染状況により、事業の延期・中止、事業内容・開催時刻の変更、定員の増減が生じる場合がございます。
新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用、検温、手指のアルコール消毒、間隔を空けた着座、名簿記帳等にご協力ください。



「ちぃばす」「ちぃばす」のの経路変更経路変更およびおよびダイヤ改正ダイヤ改正ののお知らせお知らせ

詳しくは、運行事業者の（株）フジエクスプレスのホームページ
または港区ホームページをご覧ください。

【問合せ】
ちぃばすお客様窓口：（株）フジエクスプレス　☎03（3455）2213
港区街づくり支援部地域交通課地域交通係　　☎03（3578）2279

麻布東ルート
ダイヤ改正
平日ダイヤの運行時刻を次のとおり全体的に20分繰り上げます。

出発停留所 現在 ４月１日（金）から

68-2　港区役所北
（六本木けやき坂方面）

始発 午前７時38分 午前７時18分
終発 午後８時08分 午後７時48分
間隔 毎時８分・38分発 毎時18分・48分発

※土休日ダイヤは変更ありません。

「ちぃばす」の一部ルートについて、経路変更とダイヤ改正を行います。「ちぃばす」の一部ルートについて、経路変更とダイヤ改正を行います。開始日は４月１日（金）開始日は４月１日（金）を予定しています。を予定しています。

環状第４号線（港南区間）工事に伴う変更（高輪ルート・芝浦港南ルート）
工事で、バスが運行できなくなるため、図２のとおり高輪ルートと芝浦港南ルートを経路変更し、
一部停留所を廃止します。

芝浦港南ルート
経路変更
図１のとおり経路を変更し、停留所を新設します。

ダイヤ改正
経路変更に伴い全
体の運行時刻を見
直します。また、
利用実態に合わせ
て、平日ダイヤの
始発を繰り上げる
ほか、朝・夜間の
運行区間と運行時
刻を変更します。

（株）フジエクスプレス
ホームページ

港区ホームページ

プレゼント

永青文庫で開催される本展のチケットを、
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。

【開催期間】 3/12（土）～5/8（日）
【会　場】 永青文庫

「戦国最強の家老 ――細川
家を支えた重臣松井家と
その至宝――」
チケットプレゼント

【応募方法】 当財団HPまたはハガキに①郵便番号・住所②氏名（フリガナ）③年齢④電話番号⑤今月
号の面白かった記事等⑥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「戦国最強の家
老展チケットプレゼント」係または「日本画トライアングル展チケット
プレゼント」係まで。

【 問 合 せ 】 Kissポート財団　広報・事業推進課　
☎︎03（5770）6837（平日9:00～17:15）

【 締 切 り 】 3/25（金）必着

「銀箔押尖笠形兜」
桃山時代（16世紀）
松井文庫蔵

「緋黒羅紗段替陣羽織」
江戸時代（17世紀）
松井文庫蔵

東京サンゴリアス応援東京サンゴリアス応援
観戦ペアチケット観戦ペアチケット
プレゼントプレゼント

東京サンゴリアス応援
観戦ペアチケット
プレゼント

3/20（日）
開始時間14:30
秩父宮ラグビー場

いよいよ始まったラグビーの新リーグ、ジャパンラグビーリーグワン。
港区がホストエリアの東京サンゴリアスを応援する観戦チケットをペアでプレゼント。

【対　象】 港区在住・在勤・在学者
【定　員】 80組160人（抽せん）
【費　用】 無料
【申込み】 申込方法はKissポート財団HPのイベント情報
「東京サンゴリアス応援チケットプレゼント」のページをご確認ください。
【問合せ】 東京サンゴリアス応援観戦ペアチケットプレゼント事務局（担当：野田）
☎︎03（5232）0785（平日9:30～17:00）
Eメール：kissport_sungoliath_campaign@mindshare.co.jp

【申込期間】 3/5（土）～3/15（火）
［後援］港区教育委員会

2022年度2022年度  港区タグラグビー教室 港区タグラグビー教室 参加者募集参加者募集

【対　象】 港区在住・在学の未就学児・小学生とその保護者　　【費　用】 無料
【申込み・問合せ】 所定の申込み用紙に必要事項を明記のうえ、FAXまたはEメールで公益財団法人日本

ラグビーフットボール協会「港区スポーツまちづくりプロジェクト係」まで。
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
FAX03（5775）5034　Eメール：minatoinfo@rugby-japan.or.jp
所定の申込み用紙は、Kissポート財団HPの当該ページからダウンロードしてご利用ください。

（３月下旬～）
【申込期間】 4/1（金）から随時申込み受付開始
［共催］日本ラグビーフットボール協会　［後援］港区教育委員会

泉屋博古館東京
で開催される本
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。

【開催期間】 
3/19（土）～
5/8（日）

【会　場】 
泉屋博古館
東京

泉屋博古館東京リニューアルオー
プン記念展ⅠⅠ「日本画トライアン
グル」チケットプレゼント

橋本雅邦《深山猛虎図》 1890年頃 泉屋博古館東京

木島櫻谷《柳桜図》右隻 1917年 泉屋博古館東京

木島櫻谷《柳桜図》左隻 1917年 泉屋博古館東京

VS

子どもたち
大集合！
みんなで
楽しもう！

図２

【対　戦】

教室名 開催日 場所 時間
青山教室 第１日曜日 青山小学校

10:00～12:00東町教室 第２日曜日 東町小学校
港南教室 第３日曜日 港南小学校

御成門教室 第４日曜日 御成門小学校

日曜日の午前中、タグラグビーで気持ち良く体を動かしましょう。
4教室で開催しますので、都合に合わせてどこでもいつでも参加できます。

各教室とも、年度９回
の開催予定です。雨天
時は各教室の体育館で
実施します。

【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・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

おトクな情報満載！

※一度お申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。　※定員、客席配置等に変更や制限が生じる場合がございます。

新発売 赤坂区民センター
区民ホ－ル

みなと毎月落語会
柳家三三 独演会

【日　時】 6/14（火）
19:00開演

（18:30開場）
※21:00終演予定

【出　演】 柳家三三
【対　象】 どなたでも

港区在住・在勤・在学者割引あり
【チケット】 Kissポート価格：3,850円（限定25枚）

※ 受付時に、会員IDを確認させていただ
きます。

一般価格：前売り4,000円
当日4,500円

【申込み・問合せ】 
（株）立川企画　
☎︎03（6452）5901（平日10:00～18:00）

【発売日】 3/8（火）10:00～
【その他】 ※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況

により、定員の増減や開催の延期等をす
る場合がございますので、予めご了承く
ださい。

※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。
［主催］（株）立川企画
［特別共催］Kissポート財団

K

柳家三三

販売中 赤坂区民センター　区民ホール

東京演劇集団風 バリアフリー演劇
ヘレン・ケラー ～ひびき合うものたち
バリアフリー字幕の表示、舞台上での手話通訳、音声ガイド・舞台説明あり

【日　時】 3/26（土）14:00開演（13:00開場）※16:00終演予定  途中休憩あり
12:45 バリアフリー先行入場
13:40 舞台説明（サポート内容、舞台装置、出演者の役柄や衣装等を紹介）
終演後、希望者は舞台見学会に参加できます。16:30 終了予定

【出　演】 演出：浅野佳成　音楽：小室 等　出演：倉八ほなみ、髙階ひかり、酒井宗親、
仲村三千代、蒲原智城、柳瀬太一、坂牧 明、清水菜穂子、稲葉礼恵
舞台手話通訳：小島祐美　音声ガイドナレーション：辻 由美子

【対　象】 どなたでも　※未就学児の入場はご遠慮ください。
【チケット】 Kissポート価格：3,000円　一般：3,400円　学生：2,000円

障害者割引：1,500円（介助者1名まで無料）　全席指定
【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
※障害者の方で車椅子席をご希望の方は、電話でお申込みください。

【締切り】 3/25（金）23:59
【問合せ】 Kissポート財団　文化芸術課　

☎︎03（5770）6837（平日9:00～17:15）　 FAX03（5770）6884
【その他】 当日、学生証、障害者手帳等の提示をお願いする場合があります。

K

自分らしい明日を探しているすべての人へ―
「生きている幸せをともに味わいたい」と求め合うヘレン・ケラーとアニー・サリバンの
出会いの物語。舞台後方の字幕とライブで役者の動きなどを俳優が説明する音声ガイ
ドに加え、舞台衣装をまとった手話通訳者が役者と連動しながら舞台上で通訳をする“あ
らゆる人がともに楽しめる”バリアフリー演劇です。都内の公共ホールでは初の公演
となります。この機会にぜひ、ご体験ください。

バリアフリー字幕・
ライブ音声ガイド

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 板橋区立文化会館　大ホール

中村勘九郎　中村七之助
陽春特別公演 2022

【日　時】 3/30（水）
15:00開演（14:30開場）
※17:00終演予定

【出　演】 中村勘九郎、中村七之助、中村勘太郎、中村長三郎　ほか
【演　目】 １.玉兎（たまうさぎ）　清元連中

２.トーク＆ミニ歌舞伎塾（かぶきじゅく）
３.色彩間苅豆（いろもようちょっとかりまめ）　清元連中

かさね
【対　象】 Web港区会員限定
【チケット】 S席：8,000円（一般価格8,500円） 

※10枚限定。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。

出演：中村勘九郎　中村七之助　
中村勘太郎　中村長三郎　ほか

バリアフリー演劇「ヘレン・ケラー ～ひびき合うものたち」
連携企画障害者アート展

共生のアート展
ーひびき合い、つながるということー
▼特定非営利活動法人 虹色の風コメント
2009年設立の虹色の風は、障害がある人たちのアート活動と社会参加を応援するNPO法人
です。これまでいろいろな場所で作品展を開催し、多くの方々に作品を見ていただくことで、
共生の意味と価値と豊かさをお伝えしてきました。そしてこのたび、バリアフリー演劇と同
時開催という新しい挑戦の機会に恵まれました。「希望につながる物語 ― ヘレン・ケラー」と
ともに、つながることで生まれる共感と感動を皆さまにお届けできれば幸いに思います。

【対　象】どなたでも　　【費　用】無料
【申込み】申込不要。当日、直接会場にお越しください。
【問合せ】Kissポート財団  文化芸術課  ☎︎03（5770）6837（平日8:30～17:15）

開館時間変更の可能性があるため、時間についてはお問合せください。

虹色の風監修の作品たち虹色の風監修の作品たち
桜 5月の風 はじめての絵の具

新発売 Bunkamura オーチャードホール

森山良子コンサートツアー 
～My Story～ 

【日　時】 4/27（水）
17:00開演（16:00開場）
※19:30終演予定

【出　演】 森山良子
【曲　目】 さとうきび畑、この広い野原いっぱい、涙そうそう　ほか
【対　象】 Web港区会員限定
【チケット】 S席：7,000円（一般価格7,500円）

※10枚限定。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。

【その他】 ※ 車椅子でご来場予定のお客様は、座席番号を問合せ先までお早め
にご連絡ください。（受付は公演前日まで）

デビュー55周年を迎え、ますます活躍の場を広げる
森山良子。「さとうきび畑」や「涙そうそう」といった
名曲をお聞き逃しなく。

舞台説明

舞台手話通訳

3/24（木）～
3/31（木）

赤坂区民センター
3階  文化情報コーナー

開館時間
9:00～21:00

※3/27（日）休館

【申込み】 KissポートWebチケット
【申込期間】 3/7（月）10:00～3/21（月・祝）23:59
【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（※土日祝休業）
※ 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。
※未就学児のご入場はご遠慮ください。

H
ハ ッ ピ ネ ス

APPINESS !

【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。
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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