
今後のイベントおよび
施設の利用について

本誌9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。

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）
では、令和5年4月から勤務する職員を若干名募集します。勤務時
間・勤務等の雇用条件、応募資格等の採用条件および採用試験の日
程等については、すでに配布中の募集要項やKissポート財団ホーム
ページでご案内しています。ご応募をお待ちしています。
【問合せ】
Kissポート財団  企画経営課  職員募集担当　☎03（5770）6831

令和５年度
Kissポート財団 職 員 募 集 お 知 ら せの

みなと区民まつり記念バッジ！
今年のデザインは港区立伝統文化交流館の外観がモチー
フです。バッジ購入時についてくる抽せん券をまつり当
日ご持参いただくと抽せん会で景品が当たります。
※抽せん券１枚と引き換えに、
　くじを１回引くことができます。

販売価格
200円

【問合せ】 
みなと区民まつり実行委員会事務局
☎03（5770）6837

《 記念バッジ 事前発売 》 9/16（金）～10/7（金）
《 芝 地 区 》�芝地区総合支所管理課（２階）、港区地域振興課（港区

役所３階）、生涯学習センター（ばるーん）
《麻布地区》�麻布地区総合支所管理課（１階）、麻布区民センター
《赤坂地区》�赤坂地区総合支所管理課（２階）、赤坂区民センター、

Kissポート財団広報・事業推進課、青山生涯学習館
※健康増進センター（ヘルシーナ）では販売していません。

《高輪地区》�高輪地区総合支所管理課（４階）、高輪区民センター
《芝浦港南地区》�芝浦港南地区総合支所管理課（１階）、港区スポーツ

センター、伝統文化交流館、芝浦港南区民センター、
台場区民センター

《 記念バッジ 当日発売 》 10/8（土）～10/10（月・祝）
10/8（土）～10/9（日） �みなと区民まつり各案内所

※本部テントでは過去バッジのみ販売しています。
10/8（土）～10/10（月・祝） �港区スポーツセンター

2022みなと区民スポーツ・体育祭  《スポーツまつり》

［主催］2022みなと区民スポーツ・体育祭実行委員会　【構成】港区、港区教育委員会、Kissポート財団、（一財）港区体育協会、港区スポーツ推進委員協議会、港区自主クラブ連絡協議会、
港区立スポーツ施設指定管理者、港区介護予防施設指定管理者　［協賛］森永製菓（株）、東京キリンビバレッジサービス（株）、サントリービバレッジソリューション（株）、（株）ローソン、
（株）永谷園、（株）伊藤園（順不同）

【スポーツまつり事前申込み一覧】

ゴルフプロによる
ワンポイントレッスン
【日時】	10/10（月・祝）

10:00〜12:00／13:00〜16:00
【会場】	みなとゴルフ（旧住地ゴルフスクール）

（第三東運ビル屋上階）　
【内容】	レッスン時間1名30分  プロ2名　
【対象】	港区在住・在勤・在学者
【定員】20人（先着順）
【参加費】	600円 ※貸しクラブ・ボール無料
【申込み・問合せ】	
9/11（日）〜9/30（金）までに港区ゴルフ連
盟事務局へEメールまたはFAX（住所・氏
名・電話番号）でお申込みください。
港区ゴルフ連盟事務局
Eメール：minato.golfrenmei@gmail.com
FAX03（6866）9754

無料体験
ボウリング教室
【日時】	10/10（月・祝）

10:00〜11:30
【会場】	東京ポートボウル　
【対象】	港区在住・在勤・在学者
【定員】	60人（先着順）
【費用】	無料 
【申込み・問合せ】	
9/11（日）〜9/27（火）までに
下記の二次元バーコードから
お申込みください。
東京ポート
ボウル
☎03（3451）
9211

ジュニア水泳教室（初回）兼記録会
一定の泳力のある子供のレベルアップを目的とした内容です。
記録会は10/10のみ開催（クロール50m、平泳ぎ25mタイム測定）
【日時】	10/10（月・祝）10:00〜12:30　
【会場】	港区スポーツセンター　プール
【講師】	港区水泳協会　指導員資格保有者
【対象】		港区在住・在学の小・中学生で25ｍを25秒以内に泳げ

る方
【定員】	60人（抽せん）
【費用】	無料（水泳帽・水着が必要です）
【申込み】	
往復ハガキの往信欄に郵便番号・住所・氏名・年齢・性別・電話
番号・学校名（学年）を、返信欄にご自分の住所・氏名を明記のう
え、〒105-0023 港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦3F 港区
スポーツセンター内 港区水泳協会「ジュニア水泳教室」係まで。
【締切り】	9/20（火）必着
【問合せ】	☎080（4334）2513（13:00〜18:00）

［主催］（一財）港区体育協会、東京都、（公財）東京都体育協会��［主管］港区水泳協会

「みなと区民スポーツ・体育祭《スポーツまつり》」が、港区スポーツセンターをメインにみなとパーク芝浦で開催されます！

アーチェリー
体験会
【日時】	10/10（月・祝）

①13:10〜13:50
②13:50〜14:30
③14:30〜15:10
④15:10〜15:50

【会場】	港区スポーツセンター
4階　武道場３

【対象】	港区在住・在勤・在学者
（小学4年生以上）

【定員】	各9人(先着順) 
【費用】	無料
【申込み・問合せ】	
９/11（日）〜9/30（金）までに港
区アーチェリー協会ホームペー
ジよりお申込みください。
https://minatokumaa.simdif.com/

申込み

10/10
（月・スポーツの日）

 10:00～16:30（開会式9:15～）

日 時 
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港区探訪◎港区 ‒ 自慢の宝ものを訪ねて

岡本太郎記念館
第6回

応接や打ち合わせに使われていたスペース。奥にあるマネキンは、岡本太郎自ら型を取ってつくられた実物大です。

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10月号は10月5日（水）発行予定Kiss ポート財団ホームページ
https://www.kissport.or.jp

Twitter ページ
https://twitter.com/Kissport_Zaidan

Facebook は終了し、
新たに Twitter を開設しました。

【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。

みなぎる創造のパワーを全身で感じて
日本が誇る芸術家、岡本太郎。その鬼才が42年にわたり暮ら

し、創作の場としたアトリエが記念館として公開されています。

岡本太郎記念館第6回

　岡本太郎が残した彫刻、デッサン、油彩の数々を展示
保存する「岡本太郎記念館」。未完の作品やエスキース
（下絵）が豊富に収蔵されています。
　岡本太郎の住まいをそのまま残した旧館では、実際
に制作が行われたアトリエや、打ち合わせに使われた
サロンを公開しています。旧館の設計を手がけたのは、
岡本太郎の友人で建築家の坂倉準三。建築コストを抑
えるためにブロックを積み上げただけのユニークなデ
ザインで、屋根をアーチ状にすることで強度を確保し、
天井の高いアトリエが実現したそうです。
　1998年の開館に合わせて新設された展示棟には、ふ
たつの展示室があり、現在は岡本太郎の創作の歴史や
没後のプロジェクトを紹介する企画展「岡本太郎の1世
紀」を開催中。留学先のパリから帰国し出征、その後復
員した岡本太郎が、日本で芸術活動を始めた直後に描
いた秘蔵の作品も見どころです。岡本太郎記念館の森
部幸子さんは「都会の喧騒を忘れられる場所です。ぜ
ひお越しください」と話します。

1954年以降の岡本太郎作品は
すべてこの場所から生まれた

アトリエの床には絵の具が飛び散り、机には使いかけの道具が。今にも岡本太郎が姿を現しそうな雰囲気です。

■ 岡本太郎記念館　https://taro-okamoto.or.jp/
【住　　所】東京都港区南青山6-1-19
【開館時間】�10:00～18:00（入館17:30まで）
【休�館�日】火曜日（祝日の場合は開館）、年末年始、保守点検日
【入�館�料】一般650円、小学生300円
【アクセス】�東京メトロ銀座線、千代田線、半蔵門線「表参道」駅

徒歩約8分
※駐車場はございません。

庭には、彫刻作品のミニチュアが多数並びます。

区港

1955年にこの庭で行われた型破りな「実験茶会」に使
用したテーブルとベンチ。

（左上）展示室入口にある大きな自画像写真はインパクト大。（右上）貴重な手書
きメモやスケッチも。（下）1940年代から1980年代までの作品を時系列で展示。
年代が進むほど「目」が象徴的に描かれるようになっていくのがわかります。

コンクリートブロックを
用いた斬新な建築美にも
注目。

【活動日時】11/20（日）6:30〜12:00（予定）
【活動場所】ハーフマラソンコース周辺
【活動内容】走路・迂回路誘導、給水、会場内誘導・

検温補助 ほか
※活動内容・場所は事務局にて決定します。

【対象者】15歳以上（原則高校生以上）
※10月下旬以降に開催する説明会への参加必須（オンライン含む）

MINATO
シティハーフマラソン2022
＼大会ボランティア募集中／

【人　数】合計1,200名（予定）（港区関係団体募集を含む）
【支給品】スタッフウェア・キャップ・軍手
　詳細及び申込みは、
　大会公式サイトをご確認ください。

【問合せ】港区マラソン実行委員会事務局
☎03（5770）1400

（平日8:30〜17:15）【締切り】 9月30日（金）
大会公式サイト 

ボランティア募集

「岡本太郎記念館 招待券」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。

【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（岡本太郎記念館）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「岡本太郎記念館 招待
券」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】 9/19（月・祝）必着

1947年に描かれた題不詳の作品。申込み
代表的作品「太陽の塔」の内部再生や、「明日の
神話」が渋谷に置かれた経緯など、没後の活動
を映像で紹介する展示。

1階ホールの壁一面に張られた年表。今回の企画展
に合わせ、10年ぶりに展示替えが行われました。

交番

表参道駅スパイラル

骨董通り

港区立
青南小学校

根津美術館

青山学院大学
青山キャンパス 岡本太郎

記念館
※当選者の発表はチケットの発送をもって代えさせていただきます。

個人、友人、サークル仲間など、
皆さまのご応募をお待ちしています。

人気の作品「犬の植木鉢」
をモチーフにしたぬいぐ
るみポーチ。ミュージ
アムショップにはTARO
グッズが勢ぞろい！

巨大な芭蕉やシダが生い茂り、周辺の建物とは一線
を画す外観が目を引きます。
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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
マ
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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。

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

Ｅ
直

FAX

〒
☎

【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予約サイト

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

サントリー美術館

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。

29

8 10 26

9 19 20

1715 16 28

麻布区民センター

白金台いきいきプラザ

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、
上記の 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

11
12 18 2521 27

14

22 23 24

7

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

講　座

青山生涯学習館

港区スポーツセンター

台場コミュニティーぷらざ

1 4

2

3
生涯学習センター

週末の夜、快適なスポーツセンターでラグ
ビーボールに触れて汗を流しませんか？
身体接触がなくルールも簡単！初心者、男
女問わず大歓迎！

街ぶらロゲイニングとは、時間内に地図上に設定されたポ
イントを回るスポーツです。グルメあり、史跡あり、坂道あ
り！歩きながらでもOK。
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【日　時】	10/21・28、11/11・18（各金・全4回）	
	 19:00〜21:00（18:30受付開始）
【会　場】 港区スポーツセンター　サブアリーナ
【講　師】 日本ラグビーフットボール協会指導者
【対　象】 港区在住・在勤・在学で高校生以上、主に未経験者・初心者の方
【定　員】 30人（抽せん）　　　【費　用】 無料
【申込み・問合せ】  Eメールに 申込み必要事項 とEメールアドレス、ラ

グビー・タグラグビーの経験有無を明記のうえ、日
本ラグビーフットボール協会育成普及部「Kissポー
ト初心者タグラグビー教室参加申込み」係までお申
込みください。

 ☎︎03（3401）3289（10:00～17:00 火曜定休）
 Eメール：minatoinfo@rugby-japan.or.jp
【締切り】 10/13（木）
［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

【日　時】	10/23（日）	10:00〜15:00（9:00受付開始）
【会　場】 港区白金台いきいきプラザ
【対　象】 どなたでも　【定　員】 60人（抽せん）　　　
【費　用】 大人（高校生以上）1,500円、小中学生以下は無料（保

護者同伴のこと）※傷害保険含む
【制限時間】	3時間
【申込み】 当財団HPに 申込み必要事項 と性別、Eメールアド

レスを明記のうえお申込みください。
【申込期間】 9/5（月）～10/11（火）
【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

初心者タグラグビー教室

みなと街ぶらロゲイニングin白金台

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

スポーツの秋！ 女性限定のスポーツ大会です！
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ツ【日　時】	10/30（日）9:00〜16:30（8:30受付開始）
【会　場】 港区スポーツセンター　アリーナ　ほか
【対　象】 港区在住・在勤・在学または、主に港区内で活動しているチームの女性
【定　員】	バレーボール8チーム、 卓球25ペア （抽せん）　
 ※ チームの代表者が港区外の方の場合、チームの活

動実績をお知らせください。
【費　用】 バレーボール 1チーム：4,000円
 卓球 1ペア：2,000円
【申込み・問合せ】	所定の申込用紙に 申込み必要事項 とチーム名を明

記のうえ、郵送、FAXまたは直接スポーツ事業課窓
口までお申込みください。〒105-0023 港区芝浦
1-16-1  みなとパーク芝浦 3階　Kissポート財団  
スポーツ事業課「レディーススポーツ大会」係まで。

  FAX03（5439）6224   ☎︎03（5439）6201（平日8:30～17:15）
 ※ FAXでお申込みの場合、送信後必ず受信確認の電話をお願いいたします。
 ※ 開催要項・申込用紙は港区スポーツセンターほか、区内関連施

設にあります。Kissポート財団HPからもダウンロードできます。
【締切り】 10/14（金）必着

Kissポートレディーススポーツ大会
【バレーボールの部、卓球の部】

FAX
〒

【内　容】 ダブルス
 ※ペア変更は1名のみ当日まで受付けます。
 ※ 抽せん会は行いません。組合せは、主催者側で行います。

●卓球

［協力］港区バレーボール連盟、港区卓球連盟　［後援］港区教育委員会　

【内　容】 9人制（家庭婦人ルール）
【抽せん会】 10/17（月）18:30～ スポーツセンター 4階会議室
 ※各チームの代表者は必ずご出席ください。
 　抽せん会に欠席した場合は、大会に出場できません。

●バレーボール

Ｅ

新橋で気軽にヨガを楽しんで
心も身体もリラックスしましょう。

ストレッチや簡単な筋トレで全身を整え
リフレッシュ !　後半はピラティスで引き
締め、快適な身体づくりを目指します!!

ボール運動やリズム体操、模倣運動を行い飽
きないようリズムある運動遊びを楽しみます。

バレエの動きをもとに、姿勢改善・腰痛予防・
歩き方改善など、体の調子を整えます。
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ばるーん de ヨガ（昼間・秋期）
～無理なく、楽しく、健康に～

からだコンディショニング

親子で！身体遊び～体の動かし方や
動かす楽しさを知る教室～ 

体幹とインナーマッスルに効く！
「プリエ・バーレッスン初級編」

【日　時】 10/3・24、11/7、12/12・26（各月曜・全5回）
	 10:00〜11:00（9:30受付開始)
【会　場】 生涯学習センター（ばるーん） 4Fレクリエーションルーム
【講　師】 田村 縁  【対　象】Kissポート会員【定　員】20人（抽せん）
【費　用】 3,500円（全5回分）※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予約サイト
  Kissポート電話予約センター
  ☎︎03（5413）7021（平日9:00～17:15）
【申込期間】 9/7（水）～9/21（水）
【用意するもの】	マスク、運動できる服装、タオル、飲み物
【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）
【その他】 運動を止められている方や妊娠中の方はご遠慮ください。

【日　時】 10/13・27、11/10（各木・全3回）	18:30〜20:00
【会　場】 赤坂区民センター　多目的室
【講　師】 笠原寛子（（株）東京アスレティッククラブ健康運動指導士）
  伊藤順子（ピラティス講師）
【対　象】	どなたでも　ただし18歳以上の方　※港区在住・在勤・在学者優先
【定　員】18人（抽せん） 　【費　用】 1,500円（全3回分）

【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、〒107-0052  港区赤坂4-18-13  赤坂区
民センター「からだコンディショニング」係まで。

 FAX 03（5413）2714　☎︎03（5413）2711
 窓口でもご予約できます。
 ※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【持ち物】	タオル、飲み物    【締切り】 9/30（金）必着

【日　時】 ①11/4（金）		10:00〜11:00（9:30受付開始）
	 ②11/11（金）10:00〜11:00（9:30受付開始）
【会　場】 台場区民センター　ホール
【講　師】 （株）東京アスレティッククラブ所属講師2名
【対　象】	港区在住・在勤・在学で1歳半から3歳の親子
【定　員】 各回15組（抽せん）　1組2名
【費　用】 各日1,000円（1組・当日現金支払い）
【申込み・問合せ】	 当財団HPまたはハガキに 申込み必要事項 とEメール

アドレス、お子さまの年齢・氏名と参加希望日①②を
明記のうえ、〒107-0052 港区赤坂4-18-13　赤坂
コミュニティーぷらざ 2F　Kissポート財団　広報・
事業推進課「親子遊び」係まで。☎︎03（5770）6837

【締切り】 10/12（水）

【日　時】 10/25、11/29、12/20、1/31、2/28、
	 3/28（各火・全6回）	18:30〜20:00
【会　場】 生涯学習センター（ばるーん）　305学習室
【講　師】 田中恵美（バレエインストラクター）
【対　象】	港区在住・在勤・在学で18歳以上の女性の方
【定　員】 16人（抽せん） Kissポート会員への登録が必要です。
【費　用】 6,000円（全6回分）
【申込み】 KissポートWeb予約サイト
【締切り】	10/2（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
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【日　時】	9/28、10/5・12・19・26、11/2・9・16
	 （毎水・全8回）19:00〜20:30（18:30受付開始）
【会　場】 伝統文化交流館   【講　師】王

おう

 唯
ゆい

任
にん

（日本棋院プロ棋士） 
【対　象】 中学生以上の女性の方（囲碁のルールを知らないレベル）
 ※港区在住・在勤・在学者優先
【定　員】 10人（抽せん）　
【費　用】	2,500円（全８回分、テキスト代込み）（初日一括現金支払い）
【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 、中学生の場合は、さらに学校名、保護者の氏名
と電話番号を明記のうえ、〒105-0023　港区芝浦
１-11-15  伝統文化交流館「囲碁入門講座」係まで。

 FAX 03（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】	9/16（金）必着 
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座お勤め帰り、学校帰りに囲碁を習ってみませんか？ ほっと
する和の空間で経験豊富なプロ棋士が易しく丁寧に教えます。

女性向け囲碁講座【入門編】 
レディ・碁！ 

FAX
〒
HP

王 唯任

9
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座書道の歴史を学びながら、書初め体験をしま
せんか？ あなたの書が芸術になります！

【日　時】	10/1（土）13:30〜16:00
【会　場】 生涯学習センター（ばるーん）　304学習室
【講　師】	金田翠夢　　　　【対　象】港区在住・在勤・在学者
【定　員】 20人（抽せん）　  【費　用】	500円（当日現金支払い）
【申込み・問合せ】  港ユネスコ協会HPまたは電話でお申込みください。

港ユネスコ協会 ☎︎03（3434）2300（祝日を除く火
～金10:00～17:00） https://minato-unesco.jp/

【締切り】	9/15（木） 
［主催］港ユネスコ協会　［共催］港区教育委員会　［協力］生涯学習センター

和の文化と精神の書道 
線の芸術の書道

☎

外部団体ホームページ HP
HP

Kissポート財団ホームページ 
https://www.kissport.or.jp

お申し込み方法

申込み

その他のスポーツ情報は、P5の「クリップボード」をご覧ください。

2022年9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

０才からのファミリーコンサート
ピアノ五重奏
ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ
お子さまと一緒に楽しめるコンサートです。
クラシック、ポップス、アニメソング、童謡メドレー
を、ピアノと弦楽五重奏でお楽しみください。
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【日　時】 9/25（日）14:00開演（13:30開場）※14:50終演予定
【会　場】 麻布区民センター　区民ホール
【出　演】 国立音楽大学学生・卒業生
 ピアノ・ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ
【曲　目】   シューマン「トロイメライ」・プッチーニ「私のお父さん」・

久石譲「海の見える街」・馬飼野康二「勇気100%」・
 アラン・メンケン「パートオブユアワールド」　ほか
【対　象】 どなたでも 　　【定　員】 175人（先着順）
【チケット】 500円（高校生以上）、中学生以下は無料
 （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。
 〒106-0032 港区六本木5-16-45　
 麻布区民センター　☎︎03（3583）5487
【申込期間】 9/5（月）10:00～9/22（木）

【日　時】	10/3（月）
	 19:00	〜20:30（18:30受付開始）
【会　場】 伝統文化交流館  
【講　師】 石上阿希（早稲田大学教育・総合科学学術院講師）
【対　象】 どなたでも   【定　員】 40人（抽せん）　　
【費　用】	500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Eメールアドレスを明記のうえ、〒105-0023
港区芝浦１-11-15  伝統文化交流館「袖の巻」係ま
で。 FAX 03（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】	9/22（木）必着  

【会　場】 生涯学習センター（ばるーん）　101学習室 
【内　容】・ いろんな色の万年筆のインクから3色選んでペンを3本作ります。
  ・3本のペンでオリジナルのポストカードを作成しましょう。
【講　師】	株式会社オカモトヤ　鈴木美樹子
【対　象】 港区在住・在勤・在学で5歳以上の方
【定　員】 30人（抽せん）　　【費　用】500円（当日現金支払い）
【申込み・問合せ】    	港ユネスコ協会ホームぺージから申込フォームまた

は電話でお申込みください。
 ☎︎03（3434）2300（火～金10:00～17:00）
【締切り】	9/16（金） 
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座江戸春画の傑作 鳥居清長の ｢袖の
巻｣。全12図完全復刻プロジェク
トが進む中、その春画に施された
彫と摺の技術について徹底解説！

春画は楽しい！おもしろい！
鳥居清長「袖の巻」に見る彫と摺のスゴワザ

FAX
〒
HP

【日　時】	10/6（木）14:00〜15:00
	 	（13:30受付開始）
【会　場】 東京ミッドタウン 3F サントリー美術館
【講　師】	サントリー美術館　エデュケーター 
【対　象】	港区在住・在勤・在学者  　
【定　員】	40人（抽せん）
【費　用】	1,500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 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。 FAX 03（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】	9/22（木）必着
【問合せ】	青山生涯学習館　☎︎03（3470）4584

大阪市立美術館が誇る東洋美術の精華を一堂に
ご覧いただける展覧会です。エデュケーターに
よる解説と講義後に、同展を観覧いただきます｡

サントリー美術館へ行こう!
『美をつくし―大阪市立美術館コレクション』展
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座

晩秋　
上村松園　一面　
昭和18年（1943） 
大阪市立美術館　

【全期間展示】
会期：
9月14日（水）～
11月13日（日）　
※展示替あり

FAX
〒
HP

【日　時】	10/18・25（毎火・全2回）
	 	10:00〜11:30（9:30受付開始）
  毎回出席していただく講座です。
【会　場】 青山生涯学習館　学習室２
【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回分）（初日一括現金支払い）
【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 「はじめての俳句」係まで。
 FAX 03（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。
【申込期間】	9/5（月）～10/4（火）必着

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（秋）のお題での句会を実施します。

はじめての俳句14
講	

座

FAX
〒
HP

石上阿希

相良まゆみ

赤坂塾「そうだったのか！生物学」
知ってるようで知らない自分のこと
第１回 肝臓 　　　　 第2回 腎臓 
聞けば納得する生物に関する謎、聞いて得した気分になる
生物の知識。今回のテーマは『知っているようで知らない
自分のこと』です。

【会　場】 赤坂区民センター 　第１会議室
【講　師】 鈴木健史
【対　象】 どなたでも　※港区在住・在勤・在学者優先
【定　員】 30人（抽せん）　　【費　用】 1,000円（全2回分）
【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、〒107-0052　港区赤坂4-18-13　
 赤坂区民センター「赤坂塾　そうだったのか！生物学」
 係まで。　 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】	9/16（金）必着
【問合せ】 赤坂区民センター　☎︎03（5413）2711
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【日　時】10/7・21（各金・全2回）
回 日程 時 間 テーマ 

第1回 10/7（金） 18:30～
   20:00

肝臓 何をしているんでしょう？
第2回 10/21（金） 腎臓 尿は何のために作る？

	 毎回出席していただく講座です。

【日　時】11/４・11・18（毎金・全3回）
	 	19:00〜20:30（18:30受付開始）

和の心　落語から学ぶ
落語の国をのぞいてみれば 
古典落語を通して、日本人の暮らしの中で培っ
た知恵・人情などを学ぶ講座です。最後に本
物の落語家さんによる公演があります。
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講	

座

FAX
〒

日時 テーマ 講師
11/4   19:00～20:30 「落語国の遊び」 佐藤俊雄
11/11 19:00～20:30 「江戸っ子の生活百科いろいろ」 伊藤昌一
11/18 19:00～20:30 「落語」二席 立川こはる

 ※11/４・11は芝落語会会員による講座
 　11/18は、落語家 立川こはるさんによる落語二席
【対　象】	どなたでも
【会　場】 芝浦港南区民センター　第1・第2集会室、ホール
【定　員】	30人（抽せん）  
【費　用】	1,500円（全３回分）（初日一括現金支払い）
【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「落語の国をのぞいてみれば」係まで。

   FAX 03（3798）4553　☎︎03（3769）8864　
 ※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】	9/5（月）～10/14（金）必着
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座実技を交えて楽しく学べる講座です。金封紙の
書き方、選び方、数珠の扱い、袱紗の扱い、仏式・
神式・キリスト教のお参りの仕方など。

【日　時】	11/12（土）	13:00〜15:00
【会　場】 芝浦港南区民センター　第１・第２集会室 
【講　師】	相

さ が ら

良まゆみ（日本現代作法会）
【対　象】 どなたでも 
【定　員】 10人（抽せん） 　【費　用】500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、〒108-0023 港区芝浦4-13-1 
芝浦港南区民センター「和のマナー講座」係まで。

 FAX 03（3798）4553　☎︎03（3769）8864
 ※ FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】	10/27（木）必着

和のマナー講座
「話し方・弔事のマナー」

☎

技能育成講座「はじめての能楽」
～能『三輪（みわ）』神話の世界へようこそ～
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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。

【日　時】 9/22（木）・29（木）、10/6（木）・14（金）・
	 	21（金）(全５回）19:00〜20:30　
	 ※最終日に限り19:00〜21:00
【会　場】 赤坂区民センター　４階　多目的室
【講　師】 シテ方金

こん

春
ぱる

流能楽師　柏
かしわ

崎
ざき

真
ま

由
ゆ

子
こ

【対　象】 どなたでも　※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】  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、〒107-0052　港区赤坂4-18-13  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

 ※ FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】 9/10（土）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）
［主催］赤坂区民センター	

台場区民センターで活動している団体が活動内
容を公開します。始めてみたいけれど…と迷って
いる貴方、見学・体験にいらっしゃいませんか？
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験

台場区民センター
「サークル体験入会ウィーク」

サークルの見学・体験大歓迎 !!　

直

【日　時】 		

【会　場】 台場区民センター　　
【申込み】 当日、直接会場までお越しください。
【問合せ】 台場区民センター　☎︎03（5500）2355　

日にち 時間 「団体名」　活動内容（対象） 会場

9/24
（土）

11:30
～

16:30

「U.ballet Odaiba」　バレエ
未就学児（3歳～）　11:30～12:20
大人　　　　　　　13:00～14:00
小学1～3年生　　 14:00～15:00
小学4年生以上　　 15:00～16:30

第1・2
集会室

9/26
（月）

15:30
～

18:15

「お台場キッズダンスMEGJAM」　キッズダンス
小学１・２年生女子　 15:30～16:30
小学生男子　　　　　16:30～17:30
未就学児3～5歳女子  17:30～18:15

ホール

9/27
（火）

18:30
～

「体操三井島システム　お台場」  健康体操
18歳以上 ホール

20
体	

験日本の伝統文化「いけばな」を、気軽に楽しむ体
験教室です。季節の花や草木を、お気に入りの
器に自由に生けてみましょう。

【日　時】	10/26（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）　101学習室
【講　師】	草月流　英会　平嶋英宝
【対　象】 港区在住・在勤・在学者　　【定　員】15人（抽せん）
【費　用】 無料　ただしお花代2,000円（花器付き）
【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「いけばな」係まで。
 FAX 03（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】	10/12（水）必着
【問合せ】 生涯学習センター（ばるーん）　
 ☎︎03（3431）1606

第17回協働参画事業「ばるーん文化体験講座」
「いけばな体験教室」

FAX
〒
HP

麻布演劇市　第261回公演　
表現集団 式日 第一回公演「無神論」
幽霊は彷徨い歩き、かつての同腹たちの入り乱
れた感情に溶け込んでいく。自分の死は正しかっ
たのか。誰かの拠り所となれたのだろうか。

【日　時】 ①9/30（金）18:30開演	※20:30終演予定
	 ②10/1（土）13:00開演	※15:00終演予定
	 ③10/1（土）17:30開演	※19:30終演予定
	 ④10/2（日）12:00開演	※14:00終演予定
	 ⑤10/2（日）16:30開演	※18:30終演予定
	 ※①〜⑤各回とも開場は開演の30分前
【会　場】 麻布区民センター　区民ホール 
【出　演】 佐白 啓/穂南綾音/松谷聡達/三木祟史/涼哉/
 木下美音/永瀬雅也 ほか 
【演　目】	  「無神論」　 脚本：高木 展　演出：佐白 啓 
【対　象】 どなたでも（乳幼児委託所はありません）　　　　
【定　員】 各回175人（先着順）　予約優先
【チケット】 前売：3,500円　当日：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【tkghiraku@icloud.com】ま
でご連絡ください。チケット予約フォームのURLを
返信いたします。

 Eメール：tkghiraku@icloud.com
【申込期間】	9/5（月）～10/2（日）
【問合せ】 麻布区民センター　
 ☎︎03（3583）5487（休館日以外9:00～17:00）　　
【その他】 公演の内容や、チケット購入方法については、式日に

直接、上記のメールアドレス宛お問合せください。
［共催］麻布演劇市実行委員会、麻布区民センター
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まなマルシェDay
港区で身近なSDGｓ「教育」と「ごみ」
オンラインワークショップ!!
幅広い年代の港区民が参加する「まなマルシェメ
ンバー」が企画したSDGsのワークショップを開
催します。ぜひご参加ください。

【日　時】 10/8（土）	10:00〜12:00（9:45受付開始）
【会　場】 自宅等オンライン 
【対　象】 小学5年生以上のどなたでも  ※小学生は保護者同伴必須
【定　員】 30人（先着順）     【費　用】	無料
【申込み】    当財団HP（右の二次元バーコード）より
  お申し込みください。
【問合せ】 港区生涯学習スポーツ振興課
  生涯学習係   ☎︎03（3578）2744
【締切り】	9/30（金）
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申込み

申込み

FAX
〒
HP

【日　時】	10/8（土）	
	 13:30〜15:00（13:00受付開始）

19
体	

験お好みのインクで作ったオリジナルペンで、
ポストカードをデザインしてみませんか？

オリジナルペンで
ポストカードを作ろう!!

☎

敬老の集い 
音楽と講談の贈り物
講談のリズムや吹奏楽の懐かしい曲、赤坂区民
センターで心地よい秋をお楽しみください♪

【日　時】 9/19（月・祝）14:00開演（13:30開場）
	 ※16:00終演予定
【会　場】 赤坂区民センター
【出　演】 宝井琴鶴（講談）
 赤坂ウインドオーケストラ（吹奏楽）
【演　目】 第１部　講談のプレゼント   第２部　音楽の花束
【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】 無料（全席自由）※未就学児不可
【申込み】   当財団HPまたは電話で 申込み必要事項 とEメール

アドレスを連絡のうえお申込みください。
【締切り】	9/17（土）20:00 定員になり次第終了
【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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宝井琴鶴

☎

鑑　賞�

Ｅ

赤坂ウインドオーケストラ

2022年9月号４

お申し込み方法のマーク

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。
HP 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）〒 EメールＥ 直接来場直FAXFAX電話☎KissポートWeb予約サイトWebHP 外部団体ホームページ



クリップ
ボード

【日　時】	10/15（土）	16:00開演
	 （15:30開場）※18:30頃終演予定
【会　場】 赤坂区民センター 区民ホール 
【対　象】 港区在住・在勤・在学者および
  一般（その他の方）
【定　員】 350人（先着順）
【チケット】 事前予約制です。
 港区在住・在勤・在学の方：1,000円
 一般・大人：2,000円
 一般・学生：1,000円（入場時に学生証を拝見します）
 ※未就学児：無料
 ※所定の口座へ振込
【申込み】		コンテストのWebサイト[https://

jaimechanter.jimdofree.com]に ア
クセスし、予約の流れをご確認のう
え「予約フォーム」に必要事項を入力
して送信してください。その後、代
金を下記口座へお振込みください（振
込み最終期限：10/13（木））。

 口座番号：ゆうちょ銀行　00110-2-374637
 加入者名：J'aime chanter実行委員会

氷川武道場 
各種運動教室開講!!
現在開講中のヨガに加えて、ピラティス・骨盤調整ヨ
ガのクラスを新たに開講いたします。
詳細は青山運動場まで。
【日　時】 ヨガ 9/12・26（各月曜）
 11:00～12:00

ピラティス 9/7・14・21・28（毎水）
11:00～12:00

 骨盤調整ヨガ 9/8・15・22・29（毎木）
 10:00～11:00
【会　場】 氷川武道場
【講　師】 月曜：ヨガ Misa　
 水曜：ピラティス 新井　
 木曜：骨盤調整ヨガ エリコ
【対　象】 どなたでも（16歳以上の方）　
 ※港区在住・在勤・在学者優先
【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

フリーマーケット麻布演劇市 第262回公演　
演劇集団土くれ 第69回公演「明日花」
昭和25年、夏。戦争と共に途絶えていた花
火大会の復活を願い奮闘する、ある町の人
たちの物語。

【日　時】 10/6（木）19:00〜
	 10/7（金）14:00〜
	 	 19:00〜
	 10/8（土）14:00〜
	 	 18:00〜
	 ※開場は開演の30分前
	 ※上演時間は90分を予定
【会　場】 麻布区民センター　区民ホール 
【演　目】	  「明日花」　作：岩瀬顕子　演出：石塚幹雄  
【対　象】 どなたでも  【定　員】 各回175人（先着順）　
【チケット】 2,000円（事前予約制・当日券なし）
 ※ 港区在住・在勤・在学の方は、各回先着10名様までご

招待させていただきます。（必ず事前にご予約ください）
【申込み・問合せ】     電話またはEメールにてお申込みください。
 ☎︎090（9200）9025（演劇集団土くれ　石塚）
 Eメール：info@tsuchikure.net
［共催］麻布区民センター、麻布演劇市実行委員会
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観客を募集します！全国の応募者の中から
厳しい審査で選ばれた16人が競う最終審
査です。ぜひ客席から応援してください！

第20回フランス語で歌うコンテスト
J'AIME CHANTER 2022
コンテストを楽しみましょう！
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芝浦港南フリーマーケット～出店者募集～
“芝浦港南ふれあいまつり”同時開催！
ご家庭で休眠している品物をリユースして
いただけるチャンスです！

【日　時】 10/29（土）・30（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
【対　象】 港区在住・在勤・在学者で20歳以上の方
【定　員】 各日50店舗（抽せん）　
  ※新型コロナウイルスの感染状況により減店の可能性あり。
【費　用】 出店料　無料
【申込み】	往復ハガキに 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「フリーマーケッ
ト10/29」または「フリーマーケット10/30」係まで。

  ※ 希望日ごとに1枚の往復ハガキでお申込みになり、
宛先には必ず希望日を明記してください。

  ※ 往復ハガキの往信には、申込み先に必ず出店希望日
と必要事項のほかに「出品内容の詳細」を明記してく
ださい。復信の宛名面には、郵便番号、住所、氏名
を明記してください。

【締切り】 10/11（火）必着
【問合せ】 芝浦港南区民センター　☎︎03（3769）8864
【その他】	食品、化粧品、生き物、電化製品の出店はできません。

重複申込み、必要事項の記入不備は無効になります。
出店スペースはこちらで指定させていただきます。

28
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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」

募集店舗数が春より増えました。
【日　時】 10/30（日）10:30〜15:00	
	 ※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】 30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】	9/5（月）～10/7（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。
  ※ お申込みは1家族につき1名でお願いします。
  ※ 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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スポーツ・健康

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】  9/25（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9/23（金・祝）

トレーニングマシン講習会

申込み

申込み
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第4回万葉ロマン塾 
マンガ家 里中満智子の万葉語り

【日　時】	10/22（土）15:30開演（15:00開場）
	 	※17:30終演予定
【会　場】 伝統文化交流館 
【対　象】 どなたでも
【定　員】 60人（先着順）　　【参加費】	無料
【申込み・問合せ】     HPまたは電話、Eメールにてお申込みください。
 「赤坂一期一会プロジェクト」（川上）
 ☎︎080（4208）9909（9:30～18:00）
 Eメール：
 　toshiharu.kawakami@gmail.com
【締切り】	10/15（土）  
［主催］赤坂・一期一会プロジェクト
［協働］伝統文化交流館	

元号「令和」の礎となった万葉集の魅力を里中
先生が熱く語ります。（当日は港区民による
朗唱体験会もあります）

里中満智子

【日　時】 10/30（日）14:00開演
	 	（13:30開場）
	 	※16:30終演予定
【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）
【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
 （休館日以外9:00～20:00）
【申込期間】	9/5（月）9:00 ～10/29（土）20:00 

懐かしの映画会 
「ひまわり」ソフィア・ローレン主演
「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。
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【締切り】	10/12（水）18:00 
【問合せ】 ジェム・シャンテ実行委員会　
 Eメール：jaimechanterjp@gmail.com
  https://jaimechanter.jimdofree.com/
 お問い合わせフォーム
【その他】 代金の入金を確認後、ジェム・シャンテ実行委員会よ

り確認のメールを差し上げます。その際にお伝えす
る「予約番号」がチケット1枚分の代用となります。

［主催］ジェム・シャンテ実行委員会　［特別共催］Kissポート財団
［後援］在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本、（公財）日仏会館、
　　　（公財）フランス語教育振興協会（APEF）、港区国際交流協会
［協賛］日仏文化協会、KUSMI	TEA	PARIS

芝浦中央公園運動場
テニススクール開講中
お子さまから大人まで対象のテニス教室です。
スキル向上を目指します。
【問合せ】	芝浦中央公園運動場  ☎︎03（3450）6343

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。
【問合せ】	芝浦中央公園運動場 ☎︎03（3450）6343

イベント

ジュニア水泳教室
一定の泳力のある子どものレベルアップを目的と
した内容です。初回に選考会を実施します。（クロー
ル・平泳ぎ25ｍのタイムを測定）。
【日　時】 10/10（月・祝）・17（月）・24（月）・31（月）、
 11/8（火）・14（月）・21（月）・28（月）、
 12/6（火）・12（月）・19（月）・26（月）、
 1/10（火）・16（月）・23（月）・30（月）
 15:45～17:45（全16回）
 初回10/10のみ10:00～12:30
【会　場】 港区スポーツセンター　プール
【講　師】 港区水泳協会　指導員資格保有者

地域で働く、みんなとつながる。
これからシルバー応援フェスタ

「芝浦運河まつり」

参加者募集中！
詳しくは
Kissポート財団HPまで。

【対　象】 港区在住・在学の小・中学生で25ｍを25
秒以内に泳げる方

【定　員】 60人（抽せん）   【費　用】無料   
【申込み】	往復ハガキにP3の 申込み必要事項と学

校名（学年）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「ジュニア水泳教室」
係まで。

【締切り】 9/20（火）必着
【問合せ】 港区水泳協会☎︎080（4334）2513
［主催］（一財）港区体育協会、東京都、	（公財）東京都体育協会
［主管］港区水泳協会

ジュニアテニス教室
(パドルテニス)

シニア向け
ワンポイントレッスン会

屋外ゴルフ練習場で
打ち放題できます！

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】 9/25（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P3の 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】 9/16（金）必着
【問合せ】	港区パドルテニス協会 
 ☎︎090（2761）1941　（担当：天野）
【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

60歳以上のシニア対象。アマチュア指導員によ
るワンポイントレッスン会。 健康のためにゴル
フを始めたい方もお気軽にご連絡ください。
【問合せ】	港区ゴルフ連盟　担当：鴨沢 
 ☎︎080（7221）6001 （平日11:00～16:00）

東京タワーを見渡せる屋外ゴルフ練習場で1時間、
打ち放しできます。クラブ貸し出しあり。初心者
の方も大歓迎です！
【問合せ】	港区ゴルフ連盟　担当：鴨沢 
 ☎︎080（7221）6001 （平日11:00～16:00）
 Eメール：minato.golfrenmei@gmail.com

シルバー人材センターに入会して、地域で働いて
みませんか。イベントへのご参加をお待ちしてい
ます。秋津壽男さんの講演もあります。
【日　時】 10/27（木）
 13:30～16:00（13:00受付開始）
【会　場】	高輪区民センター
【対　象】	都内在住、60歳以上でシルバー人材セン

ターに入会して、就業する意欲のある方
【講　師】	医師 秋津壽男
【定　員】		50人（事前予約制）  　
 定員になり次第、終了とさせていただきます。 
【受講料】	無料
【イベント】		シルバー人材センターのご紹介・ご案内

および健康測定
【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まで。
 ☎︎03（5211）2571（平日9:00～17:00）　
【申込期間】  9/5（月）9:00～10/26（水）17:00
［主催］（公財）東京しごと財団	　
［共催］（公社）港区シルバー人材センター、東京都

運河の中には夢がいっぱい、運河の街「芝浦」へ。
【日　時】 10/2（日）10:00～17:00
 10/3（月）17:00～21:00
【内　容】 ◆運河クルーズ（当日申込受付）
 ◆カナルコンサート
 ◆ オープンカフェ（芝浦１丁目商店会、芝

浦２丁目商店会、芝浦商店会、海岸２・
３丁目商店会の模擬店）

 （10/3（月）は運河クルーズのみ）
 雨天の場合は当日８:30に決定
【会　場】	芝浦運河（新芝橋・新芝浦運河）沿い
【問合せ】 ☎︎03（3451）4010（担当：鳴海） 
 ※月～金10:00～12:00、13:00～15:00
 FAX 03（3451）2961
【その他】	たくさんの皆さまのご来場をお待ちして

おります。
  また、コロナ禍のため状況によっては急な

縮小、中止があります。
［主催］	芝浦商店会、芝浦1丁目商店会、芝浦2丁目商店会、

海岸2・3丁目商店会

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】 9/6・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】 田中優輝選手
 （デルミリオーレクラウド群馬 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
MIXフットサルスクール（個サル）

申込み
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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。



【日時】 10/14（金）10:00～11:30（9:30開場）
【会場】 生涯学習センター（ばるーん）305学習室　
【講師】 三浦豪太（プロスキーヤー、医学博士）
【対象】  港区在住・在勤・在学で60歳以上の方
【定員】 30人（抽せん） 
【費用】 無料
【申込み・問合せ】 当財団HP、ハガキ
またはFAXにP3の 申込み必要事項 
を明記のうえ、〒105-0004  港区
新橋3-16-3  生涯学習センター「さ
くらだ学校」係まで。
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】	9/30（金）必着 

歩くことの意味、そして大切さ
「豪太流ウォーキング術」を一緒に体験しましょう。

さくらだ学校企画運営委員放課後講座
楽しく歩く　ワクワク生きる

令和４年度 みなと区民大学
【対　象】 港区在住・在勤・在学者　【申込み・問合せ】 当財団HP、ハガキまたはFAXに、P3の 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 広報・事業推進課「みなと区民
大学『大学名』」係まで。 FAX03（5770）6884　☎03（5770）6837（平日9:00〜17:15）　※��FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。　※定員はKissポート財団による募集人員です。定員に満たない場合は締切り後も受付。

港区内のキャンパスで各大学の特色を活かした講座を、
港区在住・在勤・在学の方に広く公開する「みなと区民大学」。
本年度の講座は明治学院大学・北里大学・東海大学で開講します。

回 開講日 テーマ・講師

第１回 10/27（木）

「くすりはどこに作用するのか？」
コンピュータで薬とタンパク質との相互作用を
観察する

【講師】 山乙教之
北里大学薬学部 創薬物理化学教室准教授

第２回 11/10（木）

「知っておきたい、“くすり”のこと」
処方薬とOTCの違い、薬を正しく使うためのコ
ツ、セルフメディケーションなどについて

【講師】 菅原充広
北里大学薬学部 医療安全管理学 薬物治療学I 
准教授

第３回 11/17（木）

「お薬の上手な使い方」
保険薬局薬剤師と病院薬剤師の活用方法について

【講師】 渋谷 清
北里大学薬学部 臨床薬学研究・教育センター 
薬物治療学IV准教授／北里大学メディカルセン
ター 薬剤部長

【時　間】 各回18:30〜20:00 （全3回） 1コマ90分
会場での対面形式

【会　場】 北里大学　白金キャンパス
プラチナタワー 2階 3201講義室

【定　員】 50人（抽せん） 
【費　用】 1,500円（全3回分）

（郵便振込、ネットバンキング） 
【締切り】 10/2（日）必着
［共催］北里大学

北里大学
暮らしに役立つ医療の知識と健康で
豊かな人生のための基礎知識 2022

ジャズや様々な音楽で使われるハモンドオルガンについて楽しく解説
します。ゲストによる実演もあり。圧倒的なサウンドを体感しましょ
う！

東海大学
ジャズを聴く

～ハモンドオルガンの魅力に迫る～
「民主主義の危機」が強く指摘される近年。「デモクラシー・民主主義」
を キーワードにアフターコロナの日本、国際社会の未来を展望します。

明治学院大学
もう一つのアフターコロナ：

デモクラシーの普遍性と多様性を考える
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
さいね。

回 開講日 テーマ・講師

第１回 10/4（火）「民主主義とは何か」
【講師】宇野重規 東京大学教授

第２回 10/11（火）
「アフリカにおける民主主義の意義
	～人々が変えるアフリカ大陸」

【講師】勝俣 誠 明治学院大学名誉教授

第３回 10/13（木）
「国際関係の民主主義
	～ウクライナ侵略からの世界を考える」

【講師】阿部浩己 明治学院大学教授

第４回 10/18（火）「ヨーロッパにおける民主主義の広がりと成熟」
【講師】浪岡新太郎 明治学院大学教授

第５回 10/25（火）「「ローカル」から民主主義を考える」
【講師】森 千香子 同志社大学教授

【趣　旨】 ロシアのウクライナ侵攻、米中の相互不信の深まりなどにより、「民主
主義対専制主義の戦い」との声が近年頻繁に聞こえるようになった。日本国内でも、
森友加計問題や学術会議任命拒否問題など、「民主主義の危機」との指摘が今も強
い。近年、デモクラシー・民主主義をめぐる議論がかつてなく高まってきています。
このようなことを念頭に、本講座は今回「デモクラシー・民主主義」をキーワード
にアフターコロナの世界と日本を語ります。人類普遍の価値・原理として民主主
義が今後更に国際社会に浸透していくのか、それとも「新冷戦」のレトリックとし
て「変質」し、世界の分断を更に深めていくのか。政治学者をはじめ、学内外多彩
な専門家から発信し、日本、国際社会の未来を共に展望します。
【時　間】 各回18:25〜19:55（全５回 第1回の10/4は開講式がある

ため終わりは20:10まで）
【会　場】 明治学院大学　白金キャンパス
【定　員】 50人（抽せん）
【費　用】 2,500円（全5回分）（郵便振込、ネットバンキング） 
【締切り】 9/21（水）必着
［共催］明治学院大学

回 開講日 テーマ・講師

第１回 11/16（水）

座学編）  ハモンドオルガンの歴史、構造、名演な
ど、基礎を楽しく解説します。

（注）本物のハモンドオルガンはこの日
は登場しません。

【講師】 田丸智也 東海大学教養学部准教授

第２回 11/30（水）

実演編）  本物のハモンドオルガンとレスリース
ピーカーを持ち込んで、実際にその素晴
らしいサウンドを体験していただきま
す。ゲストを迎えて、対談、演奏、セッ
ションも行います。

【ゲスト】 金子雄太 ハモンドオルガン奏者

【時　間】 各回18:45〜20:15（18:00受付開始）（全２回）
【会　場】 東海大学　高輪キャンパス
【定　員】 150人（抽せん） 
【費　用】 1,000円（全2回分）
  （郵便振込、ネットバンキング） 
【締切り】 10/25（火）必着
［共催］東海大学

◦舞台発表（グラウンド）		13:00〜20:00
　 ★“浪曲で語る『桜田小学校物語』！！” 東家一太郎・美（特別ゲスト）
　ダンス、舞踊、合唱、ジャズバンド、楽器演奏（民族楽器 など）
　太極拳、気功、チアリーディング、南京玉すだれ、阿波踊り　など
◦作品販売・体験（グラウンド）	
　 陶芸、和紙工芸、パステル画、籐手工芸、港ユネスコ協会　など
◦展示発表・体験（館内）　＊館内展示は10月上旬より順次実施しています。
　 絵画、俳句、生け花、飛行機の縮尺模型、書道、パソコン体験、FP実務、手芸工芸、
　和紙工芸、港ユネスコ協会、★「みんなで祝おう鉄道開業150周年」の作品　など
◦グラウンド催し
　 ★カフェ・ドゥ…カレー、サンドウィッチ等の販売
　★港区福祉売店はなみずき…クッキー等、小物販売
　★新橋近隣店舗出店… 「新橋亭」（肉まん・フカヒレスープ）、「新正堂」（和菓子 ほか）、新橋SLビール
　《震災復興支援物産店》　★いわき市　★つくば市　★ハート♡のんびる
◦館内催し　＊雨天の場合は、会場が変更になる場合があります。
　 ★ミニコンサート＋うたごえ喫茶（101学習室）
◦スタンプラリー		11:00〜16:00
　 グラウンドおよび館内（素敵な景品がたくさん！）
【問合せ】 生涯学習センター（ばるーん）　港区新橋3-16-3　☎03（3431）1606

第21回フェスティばるーん第21回フェスティばるーん

［主催］フェスティばるーん実行委員会

 ～来て★見て♪体験して！～
生涯学習センター利用団体による年に一度のお祭だよ！

【日 時】 10/21（金） 11:00〜20:00
【会 場】 生涯学習センター（ばるーん）、生涯学習センター前グラウンド　＊駐車場はございません。

ミニチュアホース
ふれあいコーナー

ミニチュアホースがみなと区民まつりに
やってきた！この機会にふれあいましょう！

※事前予約制です。
【日時】	 10/8（土）11:00〜12:00

 10/9（日）10:00〜11:00
【対象】	 幼児・小学生とその保護者
【会場】		みなと区民まつり・区立芝公園エリア
【費用】	 無料
【申込み】 		9/15（木）10:00〜9/29（木）23:59
インターネット予約：
KissポートWeb予約サイト
電話予約：
☎03（5413）7021（平日9:00〜17:15）
※ 一回のお申込みでお子さま3人分まで申込可
※ 枠に限りがあるため2日間でどれか1回

のみのお申込み
【問合せ】	みなと区民
まつり実行委員会事務局
☎03（5770）6837
［共催］東京都競馬株式会社

申込み

申込み
申込み

平成30年度「フェスティばるーん」

Ⓒ（株）ミウラ・ドルフィンズ

申込み

2022年7月18日（月・祝）に港区・高輪区民セン
ターにて実施したコンサート映像です。

【出　演】 お茶のお湯かるてっと
【曲　目】 情熱大陸、ジブリメドレー　ほか

音楽のさんぽ道
～東京藝術大学学生によるコンサート～

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。

３年振りとなる障がい者によるスポーツウエルネス吹矢の全国大会です。
観戦と体験会への参加を募集します。

【日　時】	 9/22（木）	12:00～16:00（11:00開場）
【会　場】 港区スポーツセンター　アリーナ
【対　象】 どなたでも　 【費　用】 無料　 【申込み】 当日直接会場にお越しください。
【問合せ】 （一社）日本スポーツウエルネス吹矢協会　
 障がい者サポート部　☎03（5625）0131（担当：カドヤ）
 Eメール：shogaisupport@fukiya.net
【その他】 観戦と体験会は参加・出入自由。
［主催］(一社）日本スポーツウエルネス吹矢協会　［後援］港区・港区教育委員会　［特別共催］Kissポート財団�　

第15回全国障がい者スポーツウエルネス吹矢大会
観戦・体験会コーナー開催

金子雄太 田丸智也

【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

Kissポート会員を対象にした、一般価格よりお安めの価
格です。KissポートWeb予約サイトでのチケット購入
の際には"Kissポート会員（港区在住・在勤・在学者）"の
会員登録が必要となります。

Kissポート電話予約センター

☎03（5413）7021
受付時間
9:00~17:15 平日（月〜金）

Kissポート
Web予約サイト

がおすすめする

公演情報９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予約サイト 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

みなと毎月落語会
「白鳥・彦いち・白酒 三人会」
【日　時】 12/5（月）

19:00開演（18:30開場）※21:00終演予定
【出　演】 三遊亭白鳥、林家彦いち、桃月庵白酒
【対　象】 どなたでも　※Kissポート会員割引あり
【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】 9/8（木）
［主催］（株）立川企画　［特別共催］Kissポート財団

K販売中 高輪区民センター　区民ホール

NHK交響楽団メンバーによるフルート&弦楽四重奏コンサート

【日　時】 9/25（日）14:00開演（13:15開場）※16:00終演予定
【出　演】 NHK交響楽団メンバー

フルート＆ピッコロ：梶川真歩　第一ヴァイオリン：白井 篤　
第二ヴァイオリン：松田拓之　ヴィオラ：佐々木 亮
チェロ：桑田 歩（ゲスト出演）

【曲　目】 ヴィヴァルディ：ピッコロ協奏曲 ハ長調 RV 443（四重奏版）
モーツァルト：フルート四重奏曲 第1番 ニ長調 K.285　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。
【チケット】 Kissポート価格：1,500円　一般価格：2,000円　学生価格（中学生以上）：800円

小学生：無料　車椅子席：1,000円（介助者１名まで無料）　全席指定
※小学生は保護者同伴、大人とのセット券になります。
※車椅子席は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予約サイト
電話予約：Kissポート電話予約センター　☎03（5413）7021

【締切り】 9/24（土）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）
【その他】 当日、学生証の提示をお願いする場合がございます。

終演時間、曲目等は変更が生じる場合がございます。

小学生から大人まで気軽に楽しめるフルート&弦楽四重奏。奏者による楽しいトークを交えながら、フルートと弦
楽器の魅力をたっぷりお伝えします。NHK交響楽団が誇る演奏者たちの極上のアンサンブルをお楽しみください。

K

梶川真歩

白井 篤 松田拓之

佐々木 亮 桑田 歩

好評発売中　10/18（火）  立川談笑 柳家三三 二人会
11/1（火）  立川志らく 柳家喬太郎 二人会

９月 施設休館日
のお知らせ
施	設 日にち

麻布区民センター 17日（土）、
18日（日）

赤坂区民センター 12日（月）
芝浦港南区民センター 12日（月）

台場区民センター 11日（日）、
19日（月・祝）

生涯学習センター（ばるーん） 19日（月・祝）
青山生涯学習館 12日（月）
伝統文化交流館 14日（水）
高輪区民センター 12日（月）
健康増進センター（ヘルシーナ） 18日（日）

三遊亭白鳥

林家彦いち

桃月庵白酒

Kissポート会員チケットお得情報
Kissポート会員の方向けに、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 NHKホール

ジャンルに囚われることなく、様々なアーティ
ストとコラボレーションし生まれた化学反応
は、多くの人々の心を動かしました。デビュー
50周年を記念するリサイタル、ぜひご来場く
ださい。
演奏予定曲：「津軽海峡・冬景色」、「天城越え」 
ほか
※終演後、アフタートークライブ予定。

【日　時】 10/29（土）16:00開演（15:00開場）
【対　象】 Kissポート会員限定
【チケット】 S席：7,650円（定価9,000円）

A席：5,100円（定価6,000円）
※S席10枚限定、A席6枚限定、お一人様4枚まで
※ 未就学児入場不可

【申込み】 KissポートWeb予約サイト
【申込期間】 9/6（火）10:00〜9/29（木）23:59
【問合せ】 チケット予約に関して：

Kissポート電話予約センター
　☎03（5413）7021
公演に関して：
　キョードーインフォメーション
　☎0570（200）888（月〜土 11:00〜16:00）
※ 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。

石川さゆり
50周年記念リサイタル
～心おもむくままに～

令和５年度
港区立区民センター 区民ホール

の特例貸出日について
令和５年度港区立区民センター区民ホールの特例貸出日の予約を行います。
【対象団体】① 港区に届出をした町会・自治会　②港区が指定する福祉団体

③区民センター在住登録団体
【貸出日数】年間2日（応募多数の場合は抽せん）
【申込期間】①第1回抽せん　10/3（月）〜11/30（水）20:00まで

②第2回抽せん（新規・落選団体・1日再予約）
＊ 貸出日は、第1回抽せんで空いている日
　12/16（金）〜1/6（金）20:00まで

【申込方法】	所定の様式に必要事項を明記のうえ、各区民センターの窓口に提
出してください。

【問	合	せ】各区民センターへ
※ 特例貸出日の詳細については、キスポート誌10月号でお知らせいたします。

【会　場】	伝統文化交流館　　【対　象】	どなたでも　　【定　員】	80人（抽せん）
【費　用】	2,000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P3の 申込み必要事項 とEメールアドレスを
明記のうえ、〒105-0023港区芝浦１-11-15  伝統文化交流館「ノンフィクショ
ン落語」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】		9/5（月）〜10/12（水）必着  

読み書きの出来なかった夫が夜間中学で学び最愛の妻へラブレターを綴った。
深い夫婦の絆と愛の物語が今、落語に！題して「生きた先に」

笑福亭鉄瓶 芝浦寄席
ノンフィクション落語 10/23●日

15:30開演（15:00開場）
※17:30頃終了予定

※�当日は落語公演の後に、大切
な人にそっと「心の手紙」をし
たためる静かなワークタイム
もございます。手紙は後日、
匿名にて伝統文化交流館「情
報コーナー」に展示します。

ふれあいコラム

【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予約サイト］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予約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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