
今後のイベントおよび施設の利用について
本誌6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

	 	

MINATOシティハーフマラソン２０２２
＼協賛企業募集中／

令和4年（2022年）11月20日（日）に3年ぶりに開催のMINATOシティハーフマラソン。港区を盛り上げ、地域ぐるみで世界に誇れる
大会へと創り上げていくためには、より多くの企業・団体の方々のご支援をいただくことが不可欠です。ぜひ、ご協力をお願いいたします。

11/20○日
【大会開催日】

令和4年（2022年）

【主会場】
港区立芝公園周辺
日比谷通り
東京タワー周辺

●  アスリートビブス（ナンバーカード）への企業ロゴ掲載
●  大会公式HPへの企業ロゴまたは企業名掲載
●  招待エントリー枠の提供(ハーフマラソン)
●  大会当日の屋外制作物への企業ロゴ掲載
●  大会プログラムへの企業広告または企業名掲載
●  キスポート誌マラソン特集号への企業広告または企業名掲載
※協賛コースに応じて各種協賛特典を設けています。
　詳細は大会公式ホームページをご確認ください。

主な協賛特典（一部抜粋）

検索MINATOシティハーフ2022

協賛募集について協賛募集について

【申込み】【申込み】 「 「MINATOシティハーフマラソン2022」大会公式ホームページのMINATOシティハーフマラソン2022」大会公式ホームページの
トップ画面にある協賛募集中よりお申込み。トップ画面にある協賛募集中よりお申込み。

【期　日】【期　日】 ★ ★協賛金　申込期間：令和４年（2022年） 4/11（月）から8/1（月）まで協賛金　申込期間：令和４年（2022年） 4/11（月）から8/1（月）まで
　　　　　入金期間：令和４年（2022年） 10/3（月）から10/31（月）まで　　　　　入金期間：令和４年（2022年） 10/3（月）から10/31（月）まで
★★協賛特典の企業ロゴ・各調査票・招待ランナーエントリー等の提出物協賛特典の企業ロゴ・各調査票・招待ランナーエントリー等の提出物
　提出期間：令和４年（2022年） 4/11（月）から8/5（金）まで　提出期間：令和４年（2022年） 4/11（月）から8/5（金）まで

【問合せ】【問合せ】  港区マラソン実行委員会　☎03（5770）1400（平日8:30～17:15）港区マラソン実行委員会　☎03（5770）1400（平日8:30～17:15）
Eメール：funrun@minato-marathon.jpEメール：funrun@minato-marathon.jp

詳細は大会公式ホームページをご確認ください。詳細は大会公式ホームページをご確認ください。
URL：https://minato-half.jpURL：https://minato-half.jp
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港区探訪◎港区 ‒ 自慢の宝ものを訪ねて
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東京第3回

※企画展「日本画トライアングル」は現在終了しております。

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7月号は7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。

江戸時代の住友の屋号「泉
いずみ

屋
や

」を冠した美術館
六本木一丁目駅すぐの立地でありながら、豊かな緑に囲まれた泉屋博古館東京。

ショップやカフェも充実し、アートな時間をゆったり堪能できる場所です。
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東京第3回

　泉屋博古館は、住友家が収集した美術品を中心に保
管・展示する美術館。1960年に京都の本館が開設さ
れ、1999年には六本木の住友家麻布別邸跡地に分館
（2021年より泉屋博古館東京に改称）が開館しました。
本館には青銅器や日本・中国の古書画など、東京館には
近代絵画や工芸品など、国宝2件を含む合計約3,500件
が所蔵されています。その多くは15代当主の住友友

とも

純
いと

によって集められたもの。公家に生まれた友純は、29
歳で住友家に迎えられ、事業発展に寄与しました。一
方で春

しゅん

翠
すい

の号を持つ風流人でもあり、収集した作品を
邸内に展示して若い画家に開放するなど、文化活動へ
の貢献にも熱心だったそうです。泉屋博古館東京はリ
ニューアル工事のため2年以上に及ぶ休館を経て今年
3月に再オープン。展示スペースが広くなり、カフェも
併設されました。現在、春翠がパリで購入したクロード・
モネ「モンソー公園」をはじめ、館蔵コレクションの洋
画作品を展示する展覧会を開催中です。

公家出身の実業家が収集した
気品ある奥ゆかしい作品の数々

作品が引き立つよう、グレーを基調とした展示室。リニューアル工事によって、2室だった展示室が4室に。

泉屋博古館東
京が建つ地に
かつてあった
住友家の麻布
別邸。ドイツ
の伝統様式を
用いた洋館で
した。
（写真提供：住
友史料館）

■ 泉屋博古館東京　
https://sen-oku.or.jp/tokyo/
【住　　所】港区六本木1-5-1
【開館時間】�11:00～18:00（入館17:30まで）、

金曜は11:00～19:00（入館18:30まで）
※高校生以上は入館料がかかります。

【休�館�日】月曜（祝日の場合は翌平日）、展示替期間、年末年始
【アクセス】�東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅徒歩3分、日比

谷線「神谷町」駅徒歩10分、銀座線「溜池山王」駅徒
歩10分

住友春翠の肖像写真。収集した美術
品を自邸に飾り、招待会や茶会を開
いて客をもてなしました。

（左）明るく開放感のあるホール。
（上）ホールに設置された彫刻作
品「蔭」（1911年）。ジョルジュ・
バローに学んだ日本最初の大理
石彫刻家、北村四海によるもの。

広報担当の橋本旦子さん。「当館周辺は美術館や博
物館など文化施設が多いエリア。ぜひ歩き回って楽
しんでください！」と話します。

【開催期間】 5/21（土）～7/31（日）
【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今回の港区探訪（泉
屋博古館東京）の感想を明記のうえ、
〒107-0052　港区赤坂4-18-13　Kissポート財団　広
報・事業推進課「光陰礼讃―モネからはじまる住友洋画コ
レクション」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】 6/17（金）必着

泉屋博古館東京リニューアルオープン記念展Ⅱ
「光陰礼讃―モネからはじまる住友洋画コレクション」チケットプレゼント
キスポート読者の皆さまの中から抽せんで5組10名様をご招待します。

区港

クロード・モネ《モンソー公園》
1876年　泉屋博古館東京

J.P.ローランス《マルソー将軍の遺体の前のオーストリ
アの参謀たち》　1877年　泉屋博古館東京

（左）隣の庭園には昔の面影を残す飛び石が。（上）麻
布別邸があった頃からの木々の緑を眺めながらのカ
フェタイムも素敵。

神谷町駅

六本木
一丁目駅

ス
ペ
イ
ン
坂

スウェーデン大使館

神谷町郵便局

港区立
みなと科学館泉屋博古館東京

御組坂

泉ガーデン
レジデンス

泉ガーデンタワー
申込み

大倉集古館

館内にあるミュージアムショップでは、
グッズや図録が購入できます。

リニューアル工事で新しく設けられた
展示室。邸宅美術館をイメージし、洋
館風の壁紙や家具をしつらえています。
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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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今
月
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伝統文化交流館
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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

赤坂御所・赤坂御所・
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。

5 14 16 21 22 23

6

8 9 13

7 20

10

15 17 19 23

2411 12

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

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。

台場区民センター

僕も私も気分は騎士（ナイト）!!
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小学生フェンシング体験教室

【日　時】 7/23（土） 10:00〜12:00（9:30受付開始）
【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】 1,500円（当日現金支払い）
【申込み】   当財団HPに 申込み必要事項 とEメールアドレス、

性別、利き腕（右または左）、経験の有無を明記のう
え、お申込みください。

【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）
 Eメール：sportsjigyo@kissport.or.jp

【締切り】 7/3（日）23:59
［後援］港区教育委員会　［協力］港区フェンシング協会

HP
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【会　場】 港区スポーツセンター アリーナまたはサブアリーナ
【対　象】 港区在住・在学の小・中学生
【定　員】 各クラス12人（抽せん）         
【費　用】 800円
【申込み・問合せ】   当財団HPに 申込み必要事項 とEメールアドレス、

性別、身長、希望日と希望クラス、ラートの経験の
有無、学校名を明記のうえ、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）
 Eメール：sportsjigyo@kissport.or.jp

【締切り】 7/10（日）23:59
［後援］港区教育委員会　
［協力］日本ラート協会

三次元の回転で身体はまるで宇宙
遊泳をしているかのようです。こ
れまでよりさらに充実させるため
教室時間拡大・少人数制とします。

小・中学生ラート体験教室

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」。誰でもちょっとした
練習で楽しく回れて無重力に似
た感覚を体験！

大人のためのラート体験会
～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～

【会　場】 港区スポーツセンター　サブアリーナ
【対　象】 港区在住・在勤・在学で高校生以上の方
【定　員】 各クラス12人（抽せん）　
【費　用】 1,500円 
【申込み・問合せ】   当財団HPに 申込み必要事項 とEメールアドレス、

性別、身長、希望日と希望クラス、ラートの経験の
有無を明記のうえ、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）
 Eメール：sportsjigyo@kissport.or.jp

【締切り】 7/10（日）23:59
［後援］港区教育委員会　
［協力］日本ラート協会

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

〈紡ぐ～Spin Your Heart～〉2022
しっかり噛めると、脳とカラダがめざめる!!

連続音楽講座
MINYO As A Pop Music
ポップ・ミュージックとしての「民謡」 

［1部］世界で初めて入歯を入れたロバ「一文字号」
［2部］パワーアップは正しい噛み合わせから！！

わたしたち日本庶民の共有資産「民謡」。
俚謡山脈がクラブDJの耳で掘り起こした音源から、
グッとくる名唱・名演を紹介＆解説。

【日　時】 6/25（土） 
 13:00〜16:00（12:30開場）

【会　場】 赤坂区民センター　区民ホール  　
【講　師】 東京歯科大学特任教授　石上恵一氏
【対　象】 どなたでも
【定　員】 200人（先着順）（親子での参加大歓迎）
【費　用】 200円（資料代）（当日現金支払い）
【申込み】  ホームページ　https://heartconnections.or.jp
　　　　 または右の二次元バーコード

【申込期間】  6/5（日）10:00〜6/24（金）17:00
【問合せ】 NPO法人ハート・コネクションズ
　　　　☎050（6868）9489（平日10:00〜17:00）
　　　　☎090（1127）7272（平日10:00〜17:00）
［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
［協賛］NPO法人JOSF、合同会社Hcloud

【日　時】 7/2・9（毎土・全2回）
 19:00〜20:30（18:30受付開始）
 毎回出席していただく講座です。

【会　場】 伝統文化交流館  　
【講　師】 俚謡山脈
【対　象】 どなたでも　※ただし中学生以上の方
【定　員】 40人（抽せん）　 
【費　用】 1,000円（当日現金支払い）※お一人様2人分まで申込可
【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 と参加人数を明記のうえ、〒105-0023　港区
芝浦１-11-15　伝統文化交流館「民謡講座」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】 6/15（水） 必着

5
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座
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講 

座

FAX
〒
HP

クラブ現場の俚謡山脈

【日時・会場】 

【日時・会場】 

閑静で緑豊かな街・南青山で、ヨガの楽しさを体験し、ヨガ
を通して健やかな身体とこころづくりをしてみませんか？

4
健 

康

はじめてのヨガ

【日　時】 7/14（木） 10:00〜11:30（9:45受付開始）
【会　場】 青山生涯学習館　レクリエーションホール
【講　師】 キャロル利

とし

子
こ

（ヨガインストラクター）
【対　象】 港区在住・在勤・在学で健康な成人
【定　員】 10人（抽せん）　　
【費　用】 500円（当日現金支払い） 
 ※ヨガマットはこちらで用意します

【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、〒107-0062  港区南青山4-19-7  青
山生涯学習館「はじめてのヨガ」係まで。

  FAX03（3470）0856　☎03（3470）4584　  
 ※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。

【締切り】 6/30（木）

FAX
〒
HP

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。

4
青山生涯学習館

港区スポーツセンター
1 2 3

生涯学習センター

高輪区民センター
18

24

日程 Aクラス
9:00-10:30

Bクラス
10:45-12:15

Cクラス
13:15-14:45

Dクラス
15:00-16:30

7/29（金） サブ
アリーナ

サブ
アリーナ

7/30（土） サブ
アリーナ

サブ
アリーナ

8/2（火） アリーナ アリーナ

8/3（水） アリーナ アリーナ アリーナ アリーナ

8/6（土） サブ
アリーナ

サブ
アリーナ

日程 Aクラス
9:00-10:30

Bクラス
10:45-12:15

Cクラス
13:15-14:45

Dクラス
15:00-16:30

7/30（土） サブ
アリーナ

サブ
アリーナ

7/31（日） サブ
アリーナ

サブ
アリーナ

8/6（土） サブ
アリーナ

サブ
アリーナ

申込み

入れ歯を入れた一文字号

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6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。



体　験 鑑　賞 将棋講座【入門編】 
いちからはじめる将棋講座
これから将棋を始めてみたい人向けの講
座です。戦法や定跡を覚えて実際に対局
しながら腕を磨いていきましょう。

【日　時】	7/10・17・24・31（毎日曜・全4回） 
  10:20～11:50（10:00受付開始）
 毎回出席していただく講座です。

【会　場】	伝統文化交流館		
【講　師】 堀	彩乃（日本女子プロ将棋協会（LPSA）所属	女流棋士）
	 植田	稔（日本将棋連盟公認将棋普及指導員）

【対　象】	小学生以上（港区在住・在勤・在学者優先）
【定　員】	20人（抽せん）
【費　用】 1,000円（全４回分）（初日一括現金支払い）
【申込み】  当財団HP、往復ハガキ、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、〒105-0023		港区芝浦
１-11-15　伝統文化交流館「将棋講座【入門編】」係まで。

	 ※参加者が小中学生の場合は保護者の名前も記入。
【締切り】	 6/28（火）必着
【問合せ】	伝統文化交流館	
	 ☎03（3455）8451　 FAX03（3455）8453

7
講 

座

〒
HP
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座

江戸城と東京の近代建築にみる「石文化」について、現在でも
行って見ることができる建物と湯河原との関係をいくつか
お話しします。

【日　時】  7/20（水） 14:00～16:00（13:30開場）
【会　場】	生涯学習センター（ばるーん）　305学習室
【対　象】	どなたでも　※港区在住・在勤・在学者優先
【定　員】	30人（先着順）　　【費　用】	500円
【申込み・問合せ】		電話または港ユネスコ協会ホームページの申込み

フォームでお申込みください。
	 港ユネスコ協会　☎03（3434）2300

【締切り】	7/15（金）	

世界を見よう！ みなとUNESCOサロン
江戸城と東京の近代建築に
みる「石文化」

☎

9
講 

座

今さら聞けない投資信託の基本と上手な選び方
～投資信託のしくみと種類、投資信託の調べ方～

【日　時】  7/25（月） 19:00～21:00（18:30受付開始）
【会　場】	生涯学習センター（ばるーん）　305学習室
【講　師】 NPO法人金融と証券を学習する会
	 証券カウンセラー

【対　象】	港区在住・在勤・在学者
【定　員】	25人（抽せん）　　【費　用】	500円
【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「証券」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】 7/7（木）必着

ばる～んゼミナール実務編
証券投資入門講座 
～だれでもわかる株式投資の基礎知識～

FAX
〒
HP

【日　時】	7/28、8/4・18・25（各木・全4回）　
  13:00～16:00（12:30受付開始）

【会　場】	青山生涯学習館　2F　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）　　
【費　用】	3,000円（全4回分）（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、〒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。

	 	 FAX03（3470）0856　☎03（3470）4584　
	 ※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。

【締切り】 7/13（水）必着

【日　時】	7/１（金） 19:00～20:30（18:30受付開始）
【会　場】	台場区民センター　第１・第２集会室
【対　象】		港区在住・在勤・在学者
【定　員】	25人（抽せん）
【費　用】	500円（当日現金支払い）
【申込み】				当財団HP、ハガキまたはFAXに	申込み必要事項	と

Eメールアドレス、職業を明記のうえ、
	 	〒135-0091		港区台場1-5-1		台場区民センター

「資産運用講座」係まで。	 FAX03（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】		6/20（月）必着
【問合せ】	台場区民センター　☎03（5500）2355	

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。4回の講座で、好きなモチー
フの絵をじっくり描いてみませんか？

資産を守るために知っておきたいリスク管理と資産運用の基
本について学びながら、金融市場の変動により安心して対応
できるようになることを目指します。

10
講 
座
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青山絵画の基礎講座

変動する金融市場に対応した
資産運用の方法とは

FAX
〒
HP

FAX
〒
HP
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験

どこでも、みんなで
「ベビーマッサージ＆ベビーヨガ」教室
保護者（複数参加可）と赤ちゃんがベビーマッサー
ジやヨガを楽しく学ぶ実践型講座です。同時に	
Zoomでライブ配信も実施します。

【日　時】	6/26、7/24（各日曜・全2回） 
  10:30～11:30
	 	講座内容は30分程度。その後、会場参加者の質問

に丁寧にお答えします。
【会　場】	台場区民センター　和室またはホール
	 	※ご希望により、オンラインでの参加可能

【講　師】	三上悦子（ベビーマッサージ協会認定講師）
【対　象】	港区在住・在勤の保護者と
	 	3か月～11か月前後のお子さま

【定　員】	10組（申込多数の場合抽せん）　　
【費　用】	1,000円（会場でお支払いください）
【申込み】		当財団HPからお申込みください。参加者全員の名前、

お子さまの月齢を忘れずにご入力ください。
【締切り】	6/16（木）必着
【問合せ】		台場区民センター		☎03（5500）2355
【その他】			参加方法等についての詳細は、参加者決定後、ご参

加いただく方に直接ご案内します。Kissポート財団
から届くメールが受信できるようにご設定ください。

HP

17
鑑 

賞

麻布演劇市 第259回公演
演劇団「周」第4回公演 「おたふく」
かつら・小道具を使わず着物のみで演じる時代劇です。人情豊
かな名作をお届けいたします。お楽しみくださればと存じます。

【日　時】	7/15（金） 14:00～16:00/
  18:00～20:00
 7/16（土） 14:00～16:00/
  18:00～20:00
 7/17（日） 14:00～16:00
 ※開場は開演の30分前

【会　場】	麻布区民センター　区民ホール　
【出　演】	和泉妃夏、水島涼太、村山竜平　ほか
【演　目】	「おたふく」　山本周五郎原作、阿部照義脚本・演出
【対　象】	どなたでも　　【定　員】	175人（予約優先・先着順）
【チケット】	4,000円（当日現金支払い）
	 ※	港区在住・在勤・在学者・麻布演劇市友の会会員の方は、予約

なしで全公演当日先着50名様までご招待させていただきます。
【申込み】		チケット購入の方のみご連絡ください。
	 ☎090（4816）8983（演劇団「周」	村山）

【締切り】	7/17（日）
【問合せ】	麻布区民センター　☎03（3583）5487
［共催］麻布演劇市実行委員会、麻布区民センター

☎

19 
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子ども英語劇鑑賞会
劇団CALLによる英語＋日本語のペープサート劇
日本昔話「三枚のおふだ」
日本語混じりの英語劇なので親子で最後まで
安心してご覧いただけます。コロナ対策が施
されたウイズコロナバージョンをお楽しみく
ださい。

【日　時】	7/23（土） ①11:00～12:00/②14:30～15:30
  7/24（日） ③11:00～12:00/④14:30～15:30

※受付開始は開演の45分前　開場は開演の30分前
	 すべての回が同じ内容なので、１回のみお申込みいただけます。

【会　場】	麻布区民センター　区民ホール　
【出　演】 劇団CALL	
【演　目】 日本昔話「三枚のおふだ」	
【対　象】	どなたでも　		【定　員】 各回60人（予約制・先着順）	
【チケット】	500円（全席自由）
	 ※	港区在住・在勤・在学者、または３歳未満のお子さ

まは無料でご覧いただけます。	
【申込み】		当財団HP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。
【発売日】	各回とも6/5（日）　
	 ※各回定員になり次第締切り　

【問合せ】	劇団CALL　
	 Eメール：theatrecall@yahoo.co.jp

［協力］劇団CALL 

HP

０才からのファミリーコンサート
０才からのお子さまと一緒に
楽しめるクラシックコンサー
トです。本物の響きと感動を
お届けします。

【日　時】	7/3（日） 
 14:00開演（13:30開場）※15:00終演予定

【会　場】	赤坂区民センター　区民ホール
【出　演】	東京藝術大学大学院生　新井	凜（ピアノ）、
	 水谷有里（ヴァイオリン）、波多野太郎（チェロ）

【曲　目】	クライスラー：愛の喜び
	 エルガー：愛の挨拶
	 	ハイドン：ピアノ三重奏曲	第25番	ト長調	
	 Hob.XV：25	《ジプシー・ロンド》より第3楽章	など

【対　象】	どなたでも　※港区在住・在勤・在学者優先
【定　員】	400人（先着順）　　
【チケット】	500円（高校生以上）（当日現金支払い）　
	 ※お一人様6人分まで申込可　全席自由

【申込み・問合せ】		当財団HPまたは電話で	申込み必要事項	とEメール
アドレスを明記のうえ、赤坂区民センターまで。

	 ☎03（5413）2711（休館日以外	9:00～20:00）
【申込期間】	6/5（日）10:00～7/2（土）　※定員になり次第終了

16
鑑 

賞

☎
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音楽のさんぽ道
～東京藝術大学学生によるコンサート～
新進気鋭の演奏家4人でのアンサンブルを
お楽しみいただけます。

【日　時】	7/18（月・祝） 14:00開演（13:15開場）※15:00終演予定
【会　場】	高輪区民センター　区民ホール
【出　演】	お茶のお湯かるてっと（東京藝術大学大学院生）　
【曲　目】	情熱大陸、ジブリメドレー　ほか
【対　象】 どなたでも　※未就学児の入場はご遠慮ください。
【定　員】	200人（先着順）
【チケット】	無料（全席自由）　※お一人様4人分まで申込可
【申込み・問合せ】		当財団HPまたは電話でお申込みください。
	 	Kissポート財団　文化芸術課　
	 	☎03（5770）6837（平日9:00～17:15）

【申込期間】  6/8（水）10:00～7/15（金）23:59
【その他】	 ※	後日Kissポート財団公式チャンネル

（YouTube）で期間限定の無料公開を
行います。

	 ※出演者・曲目等に変更が生じる場合がございます。
	 ※受付番号を必ずお控えになり、当日ご持参ください。
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日本の伝統工芸である 〝くみひも″の技法を
用いて、あなただけの3wayコードを作っ
てみませんか？ネックレス、マスクコード、
グラスコードにもなります。

【日　時】 7/6（水） 
 18:30～20:00（18:00受付開始）

【会　場】	生涯学習センター（ばるーん）　205学習室
【講　師】 能村敦子（りんどうの会）
【対　象】	港区在住・在勤・在学者　　【定　員】	3人（抽せん）
【費　用】 無料　※ただし材料費4,000円
【申込み】	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「くみひも」係まで。 FAX03（3431）1619

	 ※	FAXでお申込みの場合、
	 　必ずご自身のFAX番号を明記。

【締切り】	6/22（水）必着		
【問合せ】	生涯学習センター（ばるーん）

☎03（3431）1606　 FAX03（3431）1619

第17回協働参画事業「ばるーん文化体験講座」
「くみひもジュエリー講座part3」
くみひもで作る"3wayコード"（青系）

FAX
〒
HP

仕上がり寸法	約70cm

創作ワークショップ
Ciao!! Ｌuigiのステンドグラス
イタリア（ナポリ）出身のルイージ先生の指導で、夏にぴったり
のステンドグラスのインテリアアクセサリーを作ってみませんか？！

【日　時】	7/25（月） 13:30～16:30（親子のみ）
	 	8/8（月） 18:30～21:00（大人のみ）

【会　場】	赤坂区民センター　美術室
【講　師】	ルイージ・ベッロボーノ	
【対　象】	どなたでも　※港区在住・在勤・在学者優先
	 	親子講座のお子さまは小学校高学年に限定

【定　員】	7/25（月）：6組、8/8（月）：6人（抽せん）　　
【費　用】	2,000円（材料費込み）（当日現金支払い）
【申込み】		当財団HP、	ハガキまたはFAXに	申込み必要事項	

と、Eメールアドレス、希望日、25日のみ：お子さ
まの氏名（フリガナ）・性別・学年を明記のうえ、
〒107-0052	港区赤坂4-18-13	赤坂区民センター
「ステンドグラス」係まで。	 FAX03（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】	7/4（月）必着
【問合せ】	赤坂区民センター　
	 ☎03（5413）2711（休館日以外	9:00～20:00）
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能に親しむ

親子用
フィッシュ

敷居が高いといわれる「能」を体験しながら、
親しむ講座です。初めての方もご存知の方も、
お気軽にご参加ください。

【日　時】	8/9（火）・16（火）・23（火）・30（火）、
  9/7（水）（全5回） 14:00～15:30（13:30受付開始）

【会　場】	麻布区民センター　２階　講習室
【講　師】		野村昌司（観世流シテ方能楽師／故野村四郎氏長男、

父および26世宗家観世清和に師事）	
【対　象】	港区在住・在勤・在学者　　【定　員】11人（抽せん）
【費　用】	2,500円（全5回分）＋謡本代	2,500円（初日一括現金支払い）
	 テキストの謡本は「土蜘蛛」か「吉野天人」のいずれかになります。

【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、〒106-0032　港区六本木5-16-45
麻布区民センター「能に親しむ」係まで。

	 FAX03（3583）5547	　☎03（3583）5487
	 ※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。

【締切り】	7/8（金）必着
［主催］麻布区民センター 
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大人用
ミラー

申込み

新井 凜 水谷有里

申込み

申込み

波多野太郎
FAX

2022年6月号４

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。



クリップ
ボード

23
コ
ミ
み
な

ーあなたの企画を実現しますー

麻布区民センター・赤坂区民センター合同募集
コミュニティみなと
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。

【実施期間】		2022年11月～2023年2月までの希望日時（両区
民センター共通）

【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）
【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、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。

麻布区民センター：https://www.kissport.or.jp/sisetu/azabu/
赤坂区民センター：https://www.kissport.or.jp/sisetu/akasaka/

	 	 〒106-0032　港区六本木5-16-45
	 	 麻布区民センター「コミュニティみなと」係

	 FAX03（3583）5547　☎03（3583）5487　
	 〒107-0052　港区赤坂4-18-13
	 赤坂区民センター「コミュニティみなと」係
	 FAX03（5413）2714　☎03（5413）2711	　

	 	 ※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】	7/18（月・祝）

FAX
〒

コミュニティみなと
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ーあなたの企画を実現しますー

芝浦港南区民センター・台場区民センター合同募集
コミュニティみなと
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。

【実施期間】	芝浦港南区民センター:2022年10月～2023年2月までの希望日時
	 台場区民センター:2022年10月～12月下旬までの希望日時
【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）
【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「コミュニティみなと」係
	 	 FAX03（3798）4553　☎03（3769）8864　

	 〒135-0091　港区台場1-5-1
	 台場区民センター「コミュニティみなと」係
	 FAX03（5500）2367　☎03（5500）2355	　

	 	 ※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】	6/30（木）	必着

FAX
〒

【日　時】	7/31（日）	14:00～16:00（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】	400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。電話または当財団HPからお申込みください。
	 	赤坂区民センター　☎03（5413）2711
【申込期間】	6/5（日）9:00～7/30（土）20:00	

懐かしの映画会 高岡健二・秋吉久美子主演
「赤ちょうちん」
「オールナイトニッポン」初代パー
ソナリティ、アンコーこと齋藤安弘
氏推奨の懐かしの映画を、アンコー
さんのお話とともにお届けします。

22
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☎
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赤坂ふれあいコンサート 
サントリーホール　オペラ・アカデミー
歌曲の愉しみ オペラの悦び
日本とイタリアの歌曲からオペラ・アリアや重唱まで、次世代
の若き音楽家たちによる名曲の数々をお楽しみください。

【日　時】	7/30（土）		14:00開演（13:30開場）※15:50終演予定
【会　場】	赤坂区民センター　区民ホール
【出　演】	岡	莉々香（ソプラノ）、萩野久美子（ソプラノ）、
	 石井基幾（テノール）、横山	希（ピアノ）　
【曲　目】	中田喜直：夏の思い出、ディ・カプア：オー・ソレ・ミオ、
	 ヴェルディ：オペラ『椿姫』より「乾杯の歌」　ほか
	 ※曲目は変更となる場合があります。
【対　象】	どなたでも　※未就学児の入場はご遠慮ください。
【定　員】	400人（先着順）
【チケット】	500円（当日現金支払い）	

※お一人様3人分まで申込可
【申込み・問合せ】		当財団HPまたは電話でお申込みください。
	 赤坂区民センター　☎03（5413）2711
	 （休館日以外	9:00～20:00）

［協力］サントリーホール 
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鑑	

賞昭和初期の建物で、真夏の怪談話を思う存分楽しんでください！

【日　時】	7/23（土）	18:00開演（17:30開場）※19:15終演予定
【会　場】	伝統文化交流館
【出　演】	神田松鯉（講談・人間国宝）、澤	雪絵（浪曲）
【対　象】	どなたでも　※未就学児の入場はご遠慮ください。
【定　員】	70人（抽せん）　
【費　用】	2,000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「真夏の怪談」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】	7/11（月）必着		

真夏の怪談
～伝統文化交流館でちょっと怖い夏休み～ 

FAX
〒
HP

澤 雪絵

Pf横山 希Sop岡 莉々香 Sop萩野久美子 Ten石井基幾

神田松鯉

スポーツ・健康
シニアバスケットボール教室
バスケットボール経験者が久しぶりにバスケット
コートに戻り楽しめる教室です。
【日　時】	6/18、7/16、8/27、10/29、11/26、
	 12/10、1/21（各土・全7回）15:45～17:45
【会　場】	港区スポーツセンター　サブアリーナ
【対　象】	バスケットボール経験者で60歳以上の

港区民男女
【定　員】25人（抽せん）　　【費　用】	無料
【申込み】	下記メールアドレスに	申込み必要事項	

を明記のうえ、お申込みください。
	 必要事項：①教室名②住所③氏名（フリ

ガナ）④年齢⑤性別⑥連絡先電話番号⑦
バスケットボール経験年数

	 送付先メールアドレス：
	 minatoku.basketball.renmei@gmail.com
【締切り】	6/17（金）必着
【その他】	※定員に満たない場合は、締切り後も引き続き受付します。
［主催］（一財）港区体育協会、（公財）東京都体育協会、東京都
［主管］港区バスケットボール連盟

イベント

【曲　目】		第一部：ミニコンサート
第二部：空海を和太鼓で語る
第三部：	和太鼓ワークショップ
	 　　　（じょんがら節などを演奏予定）

【対　象】	どなたでも　
【定　員】		200人（先着順）			【費　用】	無料		
【申込み】	①Peatixからお申込み（以下のURL）
	 　https://piiece.17.peatix.com
	 　よりお申込みください。
	 ②FAXからお申込み
　　　　　	FAX申込みは高輪区民センターに6/5～設

置のチラシFAX欄を使ってお申込みください。
☎03（5444）2273（平日10:00～16:00)

【申込期間】	6/5（日）～7/8（金）17:00
【問合せ】		高輪区民センター
	 ☎03（5421）7616（平日10:00～16:00）

［主催］高輪区民センター　［共催］（一社）日本クールシニア推
進機構　［協力］大本山 弘法寺－真言宗－

津軽三味線全国大会優勝・大太鼓一本打ち全国大会
優勝の二刀流演奏家：木村善幸を中心に、歌と和太
鼓・三味線の音楽パフォーマンス
【日　時】	7/10（日）14:30～16:30（14:00受付開始）
【会　場】	高輪区民センター　区民ホール（自由席）
【出　演】		眞壁光明／クラシカルクロスオーバー歌手

木村善幸／和太鼓・三味線
上田昭憲（弘法寺住職）／講話

夏香祭～空海を和太鼓で語る
ー第3部で太鼓を叩けます！ー

弓道初心者講習会
日本の伝統文化弓道を体験してみませんか？	初心
者の方を対象に弓を引けるように指導します。
【日　時】	7/9・16（毎土・全2回）

13:30～16:30（13:00受付開始）
※2回連続で出席していただく講座です。

【会　場】	港区スポーツセンター　武道場3
【講　師】	港区弓道連盟指導員
【対　象】	港区在住・在勤・在学者で12歳以上の方
【定　員】	20人（先着順）

（15歳以下の場合、保護者の同意が必要です）
【費　用】	3,000円（初日当日現金支払い）
【申込み】	往復ハガキに3ページの	申込み必要事項	と

性別を明記のうえ、〒105-0023	港区芝浦
1-16-1	みなとパーク芝浦	3階	（一財）港区
体育協会内	港区弓道連盟	千葉志津子まで。
☎080（6090）1322（13:00～21:00）

【申込期間】	6/5（日）～6/20（月）必着
※ただし定員になり次第受付終了

［主催］港区弓道連盟

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】		6/26（日）
	 ①12:00～12:30	②15:00～15:30
	 ※	①②は同じ内容なので、１回のみお申込

みいただけます。
【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6/24（金）

トレーニングマシン講習会

氷川武道場  ヨガスクール

「ジャズ」ってどんな音楽？今大注目のジャズピアニ
ストRINA率いるピアノトリオが実演を交えながら、
わかりやすくレクチャーします。
【日　時】	7/15（金）19:00～20:30（18:30受付開始）
【会　場】	高輪区民センター　区民ホール
【出　演】	RINA：ピアノ、佐藤潤一：ベース

小田桐和寛：ドラム
【曲　目】	Moon	River	-	Henry	Mancini

Shadows	Of	The	Mind	-RINA　ほか
【対　象】	どなたでも	※未就学児の入場はご遠慮ください。
【定　員】	200人（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】		高輪区民センター
	 ☎03（5421）7616（平日10:00～16:00）

［主催］高輪区民センター　［共催］合同会社Sunshine of Your 
Love、Jazz Arts Ensemble of Tokyo

港区シルバー人材センターを知っていただくと同
時に、シルバー人材センターへの入会、入会後の就
業を目的としています。
【日　時】	7/7（木）9:15～12:00（9:00受付開始）
【会　場】	港区シルバー人材センター
【対　象】	港区在住で原則60歳以上のシルバー人材

センターに入会して就業を希望される方
【定　員】	15人（事前予約		先着順）		【受講料】		無料
【申込み・問合せ】	電話でお申込みください。公益財団法人

東京しごと財団　シルバー人材センター
課　シルバー講習担当係

	 ☎03（5211）2326（平日9:00～17:00）
	 ※	ご提供いただいた個人情報は、入会案内、就業支援等のため

にシルバー人材センターへの情報提供のみ利用いたします。
【締切り】	6/30（木）
【その他】	※	お申込み後キャンセルされる場合は必

ずお申込み先へ電話にてご連絡ください。
	 ※	実施内容が変更・中止となる場合があ

ります。ご了承ください。
［主催］（公財）東京しごと財団
　　　（東京都シルバー人材センター連合）　

［共催］（公社）港区シルバー人材センター

「RINA Trio」Jazz Live

解説とプロバレエダンサーによる実演を通してバ
レエの面白さや見所を紹介します。
【日　時】	7/17（日）14:00～15:30（13:30受付開始）
【会　場】	高輪区民センター　区民ホール
【出　演】	みなとシティバレエ団
【対　象】	どなたでも	※未就学児の入場はご遠慮ください。
【定　員】	100人（先着順）　　【費　用】無料
【申込み】	原則チケットのお申込みはPeatixにて。

URL：https://220717ballet.peatix.com/
難しい場合は直接バレエ団事務局（平日
10:00～17:00）までお越しください。
みなとシティバレエ団事務局　港区浜松
町2-13-5-2F

名作に親しむバレエ鑑賞会
【ラ・バヤデール】

シルバー人材センター就業体験講習
リビングサービス

児童虐待に対する理解と知識を深めるため、映画
「189」のチャリティー上映会を開催します。
【日　時】	①6/25（土）13:00～15:00（12:40受付開始）

②6/25（土）15:50～17:50（15:30受付開始）
③6/25（土）18:50～20:50（18:30受付開始）

【会　場】	麻布区民センター（自由席）
【対　象】	どなたでも		【定　員】各回200人（先着順）
【費　用】	前売り券1,000円（申込み後口座振込み）、

当日券1,200円（現金支払い）
【申込み】		前売り券を購入する場合は、前売りチケット購入フォー

ム（https://tol-app.jp/s/5ep9qduurbbghljb3ukc/
yol0tn）から申込み、当日券を購入する場合は当日
直接会場にお越しください。

【問合せ】		映画「189」上映会実行委員会
	 Eメール：info@tokyohills-lc.org
	 港区子ども家庭支援部子ども家庭支援セ

ンター　子ども家庭サービス係
	 ☎03（5962）7201（平日8:30～17:00）

［主催］映画「189」上映会実行委員会　［共催］港区
［後援］Kissポート財団

映画「189」チャリティー上映会

参加者募集中！
詳しくはKissポート財団HP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

芝浦中央公園運動場
フットボールアカデミー

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）

©1974年  日活株式会社

募集要項 募集要項

【申込期間】		6/5（日）～7/16（土）
【問合せ】		高輪区民センター
	 ☎03（5421）7616（平日10:00～16:00）

［主催］高輪区民センター　［共催］みなとシティバレエ団

2022年6月号 ５

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。



	 	

パフォーマンスキッズ・トーキョーパフォーマンスキッズ・トーキョー
「めにみえないもの「めにみえないもの製造工場製造工場」」

※写真は過去の公演です。

パフォーマンスキッズ・トーキョーパフォーマンスキッズ・トーキョー
「めにみえないもの製造工場「めにみえないもの製造工場」」

　　 辻田 暁さんからのメッセージ 　　

文章を書くにはペンを使います。
料理をするには包丁を使います。
形のないものを作るには何を使えばいいでしょう？
…からだです！
自由や、悲しみや、お腹がすいたからハンバーグが食べたいとか、そういう
形のない気持ちや考えを、からだを使って表現すること、それがダンスです。
このワークショップでは、感じていること、考えていること、
そんな目に見えないことを、からだを使って次々と作りだしていきます。
言ってみればそれは、目に見えないものを作る工場です。「めにみえないもの製造
工場」で、からだをおもいっきり動かして、私と一緒にダンスを作りましょう！

©Masahiro Hada

©松本和幸 ©松本和幸

ダンサー・俳優の辻田 暁さんと一緒に、オリジナルの舞台作品をつくりませんか？
最終日には赤坂区民センターで発表公演を行います。

【 日 時 】 8/10（水）・11（木・祝）・17（水）・18（木）・19（金）・22（月）・23（火）・25（木）  9:45〜12:45
8/26（金）  10:00〜16:00
8/27（土）  10:00〜12:00　※8/27（土） 14:30〜 発表公演

【 会 場 】 赤坂区民センター　区民ホール
【 講 師 】 辻

つ じ

田
た

 暁
あ き

／ダンサー・俳優
【 対 象 】 小学3年生～中学3年生　　【 定 員 】 12人（抽せん）　　【 費 用 】 無料
【申込み】 「芸術家と子どもたち」HPからお申込みください。

https://www.children-art.net/pkt-akasaka2022-kodomo/
【問合せ】 特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち　　

☎︎03（5906）5705　 FAX 03（5906）5706　HP：https://www.children-art.net/
【締切り】 6/15（水）　※6/22（水）までに参加可否をご連絡します。
［主催］公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち、
公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団（Kissポート財団）　［助成・協力］東京都　［協力］赤坂区民センター

子ども出演者募集中！子ども出演者募集中！

【申込み方法】 Kissポート財団ホームページ「お知らせ」内「2022（第41回）みなと区民まつりにご協賛ください」
もしくは右の二次元バーコードから詳細をご確認のうえ、必要事項を入力いただき、お申込みください。

【申込み・広告画像・アナウンス原稿提出締切り】 7/5（火）
※ みなと区民まつりの全部または一部が中止になった場合、いただいた協賛金・協賛品は返金・返還いたしません。
　また、まつり会場にて実施される予定であった特典は消滅いたします。あらかじめご了承ください。

【問合せ】 みなと区民まつり実行委員会事務局　Eメール： matsuri@kissport.or.jp （氏名、電話番号などの連絡先を必ず
ご記入ください。）
Kiss ポート財団　☎03（5770）6837（平日9:00～17:15）　「みなと区民まつり実行委員会」

❶  約20万人が来場するまつり会場内設置の「協賛企業等看板」に氏名・
企業名掲載

❷  「キスポートみなと区民まつり特集号」（9月中旬頃12万部発行、新聞折込・
港区内主要駅等に設置）、Kissポート財団ホームページに氏名・企業名掲載

❸ 「キスポートみなと区民まつり特集号」にロゴ掲載

ご協賛いただいた場合、下記の特典があります。

10/8（土）〜10/10（月・祝）開催の2022（第41回）みなと区民まつりを多くの皆さまに楽しんでいただくため、
区民・企業の皆さまからの協賛金（１万円から）・協賛品を募集しています。ぜひ、ご協力をお願いいたします。

★100万円以上 ❶～❻　 ★50万円以上100万円未満 ❶～❺　 ★10万円以上50万円未満 ❶～❹　 ★５万円以上10万円未満 ❶～❸　 ★1万円以上５万円未満 ❶・❷

❹  Kissポート財団ホームページ（みなと区民まつりページ）
にロゴ・URLを掲載

❺ 場内放送、または大殿前ステージにて告知
❻  ポスター下部にてロゴ掲載（サイズ未定）および増上寺参

道沿いにブース出展（ブース出展の特典は先着３社程度）

2022（第41回）

　　　　　港区民ラグビー応援プログラム
「リポビタンＤチャレンジカップ2022」

日本代表 対 フランス代表
観戦ペアチケットプレゼント

【対 象】 港区在住・在勤・在学者　　【定 員】 70組140人（抽せん）
【申込み】 ハガキまたは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、　
〒107-0061  港区北青山2-8-35  日本ラグビーフットボール協会
普及育成部「港区民応援プログラム」係まで
Eメール：minatoinfo@rugby-japan.or.jp

【申込期間】 6/5（日）～6/30（木）必着
［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

ラグビーワールドカップ2023（フランス）を控え、ラグビーワールドカップ2023（フランス）を控え、
フランス代表が来日して、テストマッチを開催。フランス代表が来日して、テストマッチを開催。

世界が注目するビッグマッチ、進化し続ける日本代表を熱く応援しよう。世界が注目するビッグマッチ、進化し続ける日本代表を熱く応援しよう。

7/9 土
14:50

（12:00開場）
【会 場】
国立競技場

東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会の
レガシーとして和紙人形の
ルーツ、製作技法、作品の
数々を先生の解説と共に紹
介いたします。ぜひご覧く
ださい。

【出　演】 「若竹和紙人形」
主宰　豊若秀豊

Japanese paper art
和紙の芸術

YouTube配信
ぜひご覧ください！

Kissポート財団公式チャンネル
からご覧ください。 

申込み

協賛申込み

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「『スイス  プチ・パレ美
術館展』チケットプレゼント」係まで。

SOMPO美術館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】 7/13（水）～10/10（月・祝）
【会　場】 SOMPO美術館

「スイス プチ・パレ美術館展 
印象派からエコール・ド・パリへ」
チケットプレゼント

モーリス・ドニ《休暇中の宿題》
1906年 油彩・カンヴァス 
94×73cm 
ASSOCIATION DES AMIS DU 
PETIT PALAIS, GENEVE

申込み

【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】 6/17（金）必着©JRFU

【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６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　区民ホール

ヴァイオリンミューズコンサート
～荒井里桜リサイタル～

【日　時】 7/24（日）14:00開演（13:15開場）※16:00終演予定
【出　演】 ヴァイオリン：荒井里桜　ピアノ：江口 玲
【曲　目】 ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第1番  ニ長調 Op.12-1

ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第2番 イ長調 Op.100
ヴィエニャフスキ：グノーの「ファウスト」の主題による華麗なる幻想曲 Op.20　ほか
※曲目は変更となる場合があります。

【対　象】 どなたでも　※未就学児の入場はご遠慮ください。
【定　員】 387人（先着順）
【チケット】 Kissポート価格：800円　一般価格：1,200円

18歳以下価格：500円
車椅子席：800円（介助者１名無料）
全席指定　
※車椅子席はお電話のみのお申込みとなります。

【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：Kissポートチケットセンター　☎︎03（5413）7021

【問合せ】 Kissポート財団　文化芸術課
　☎︎03（5770）6837（平日9:00～17:15）

【申込期間】 6/10（金）10:00～7/23（土）23:59

今をときめく新進気鋭のヴァイオリニストによる名曲の数々をお楽しみください！

新発売 赤坂区民センター　区民ホール

みなと毎月落語会
「令和特選寄席」
【日　時】 9/15（木）19:00開演（18:30開場）※21:00終演予定
【出　演】 柳家花緑、橘家文蔵、古今亭菊之丞、三遊亭兼好
【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】 6/8（水）

※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

柳家花緑 橘家文蔵 古今亭菊之丞 三遊亭兼好

K

荒井里桜　©Shigeto Imura

K

６月
施設休館日の

お知らせ

施 設 日にち
麻布区民センター 11日（土）・12日（日）
赤坂区民センター 26日（日）
芝浦港南区民センター 13日（月）
生涯学習センター（ばるーん） 20日（月）
青山生涯学習館 13日（月）

江口 玲　©kunihisa kobayashi

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 江東公会堂（ティアラこうとう　大ホール）

かわいい赤ちゃん恐竜から大きな肉食恐竜まで登場！家族全員で、楽しく
学べるリアル恐竜ショー！恐竜たちがどんな時代を生きて、どんな暮らし
をしていたのか。恐竜パークをみればその答えがきっと見つかります。
ショーには大人気のティラノサウルスや日本の恐竜フクイラプトルが登場。
お子さまが喜ぶこと間違いなし！夏休みの家族の思い出づくりにぴったりなショーです！

【日　時】 7/20（水） ①13:00開演（12:15開場）②16:00開演（15:15開場）
【対　象】 Web港区会員限定
【チケット】 2,800円（一般価格3,300円）　※各10枚限定、お一人様4枚まで。

※3歳以上有料、2歳以下膝上鑑賞無料。ただし、座席が必要な場合は有料。
※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】 6/6（月）10:00～6/16（木）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。

販売中 伝統文化交流館

長唄の魅力 ～歌舞伎とともにいきる～

【日　時】 6/26（日）14:30開演（14:00開場）※16:00終演予定
【出　演】 杵屋五吉郎／杵屋五三吉次（三味線方）、杵屋巳津也改め杵屋巳三郎（唄方）

田中傳一郎／望月太津之／福原 寛（囃子方）
【内　容】 楽器の説明および長唄鑑賞の手引き　演奏曲：「勧進帳」  ほか（予定）
【対　象】 どなたでも　※未就学児の入場はご遠慮ください。
【定　員】 70人（抽せん）
【チケット】 2,000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「長唄の魅力」係まで。　
☎︎03（3455）8451
FAX03（3455）8453
※FAXでお申込みの場合、必ずご自身
　のFAX番号を明記してください。　

【締切り】 6/15（水）必着

日本の伝統音楽の中でも、歌舞伎や日本舞踊を通して現代も愛されている長唄について解説と演奏を
交えながら、その魅力に迫ります。

福原 寛望月太津之田中傳一郎

杵屋五吉郎 杵屋巳三郎

杵屋五三吉次

申込み

【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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