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港区探訪◎港区 ‒ 自慢の宝ものを訪ねて

旧新橋停車場 
鉄道歴史展示室

第7回
今後のイベントおよび
施設の利用について

本誌10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。

みんなで祝おう
写生会作品

◆P2で「鉄道開業150周年」の◆P2で「鉄道開業150周年」の
イベントをご紹介！イベントをご紹介！

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

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11月号は11月5日（土）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。

【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。

【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。

今年は鉄道開業150周年！
明治維新から間もない1872年に開業した鉄道は、日本の交通事情に大きな変化をも
たらしました。今回は、鉄道開業150周年を記念した企画展を開催中の「旧新橋停車場 
鉄道歴史展示室」を紹介します。 

旧新橋停車場 鉄道歴史展示室第7回

　日本で初めて鉄道が通った新橋～横浜間の、東京側

の始発駅が新橋停車場でした。位置は現在のJR新橋駅

とは少し異なり、歩いて5分ほど離れたところにありま

した。今、その跡地は「旧新橋停車場」となっています。 

　建物の外観は開業当時の新橋停車場の姿を忠実に再

現したもの。館内の鉄道歴史展示室1階の常設展示室

では、平成時代の再開発で発掘された駅舎やプラット

ホームの遺構、改札バサミ、工具といった出土品を展示

するほか、鉄道開業の地となった汐留周辺の歴史を紹

介しています。企画展の会場となる2階展示室では、

企画展「新橋停車場、開業！」を11／6（日）まで開催中。

錦絵や当時の写真を中心に、華々しく執り行われた開

業式の様子や日本の鉄道の歴史をわかりやすく伝えて

います。 

　また、10／30（日）には2階の貴賓室でコンサートも

開催されます。こちらもぜひチェックしてくださいね

（詳しくは右下をご参照ください）。 

開業当時の駅舎を再現した建物で
鉄道の歴史を振り返ってみよう 

建物の外には駅舎と石積みのプラットホームの一部が再現されています。約3メートルのレールも敷設。

■ 旧新橋停車場 鉄道歴史展示室　
https://www.ejrcf.or.jp/shinbashi/ 

【住　　所】港区東新橋1-5-3
【開館時間】10:00～17:00（入館は16:45まで）
【休 館 日】 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、展示替え期

間中
【入 館 料】無料
【アクセス】 JR「新橋」駅徒歩約5分、都営大江戸線「汐留」駅、東

京メトロ銀座線、都営浅草線、新交通ゆりかもめ「新
橋」駅徒歩約3分

開業式当日の様子を描いた「東京汐留鉄道御開業祭礼
図」（1872年頃）。明治天皇の車両には「御車」の文字が。

（中村俊一朗所蔵） 

区港

企画展にて展示中の、新橋停車場の模型。プラットホー
ムがとても長く、当初から長距離の鉄道開通を見すえて
いたことがうかがえます。　　　　　　 （鉄道博物館所蔵） 

レール敷設の起点となった「0哩
（マイル）標識」も再現。

横浜停車場で行われた
開業式典会場の桟敷内
に入るための入場券。

（鉄道博物館所蔵・画像提供） 

1階の常設展示。ガラス張りの床から駅舎基礎石の遺構
を見ることができます。また、駅弁と一緒に売られてい
たお茶の容器なども展示。当時は陶器やガラスの器が使
い捨てされていました。 

明治時代をイメージした内装の2階展示室。錦絵や
写真、当時の切符や印票を複写展示し、鉄道の歴史
を伝えています。 

音楽のさんぽ道 ～武蔵野音楽大学学生によるコンサート～
鉄道開業150周年企画。趣のある旧新橋停車場でサクソフォーンの音色をお楽しみください。

【日　時】	10/30（日） ア. 11:00開演（10:30開場）12:00終演予定
イ. 14:00開演（13:30開場）15:00終演予定　※同内容

【会　場】	旧新橋停車場　2Ｆ貴賓室（港区東新橋1-5-3）	
【出　演】	武蔵野音楽大学学生によるサクソフォーン・デュオ
【曲　目】	枯葉、シャル・ウィ・ダンス、愛のかなしみ　ほか
【対　象】 どなたでも（港区在住・在勤・在学者優先）		※未就学児の入場はご遠慮ください。
【定　員】	各回30人（抽せん）　　【入場料】	無料（全席自由）　※お一人様2人分まで申込可
【申込み】	当財団HPまたは往復ハガキにP3の	申込み必要事項	と同行者氏名、ア、イ いずれかのお

時間の希望を、返信の宛名面に、郵便番号・住所・氏名を明記のうえ、〒107-0052		港区赤
坂4-18-13		Kissポート財団		文化芸術課	「10/30	音楽のさんぽ道」係まで。

【締切り】  10/13（木）必着
【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】	※	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。

［協力］旧新橋停車場 申込み

みんなで祝おう
鉄道開業　　 　　 周年
展示会を開催中！

「みんなで祝おう鉄道開業150周年」で行った写生会の作品を展
示しています。そして、 展示会を見にいらした皆さんも、描いて、
飾れるスペースを設置。 ぜひ皆さんも見て、描いて、10月14日

（金）に迎える鉄道開業の日を一緒にお祝いしましょう！

【日　時】	10/5（水）9:00〜10/21（金）20:00
 ※日曜日は9:00〜16:00

【会　場】	港区立生涯学習センター（ばるーん）	
【問合せ】	港区立生涯学習センター（ばるーん）

☎03（3431）1606

150150

建物は開業時と同じ位置に建てられています。階段の位置まで正確に再現し
ているのは驚きですね。

旧新橋
停車場

日本テレビ

Ｊ
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橋
駅

銀座線
新橋駅

ゆりかもめ 
新橋駅

浅草線
新橋駅

カレッタ汐留

パナソニック
汐留シティ
センター

ロイヤルパーク
汐留タワー

大江戸線
汐留駅

（東京都教育委員会所蔵） 

表紙の作品の現物を展示！ 旧新橋停車場を会場に……関連イベント

新橋SL広場鉄道フェスタ
～鉄道開通150年～

鉄道開通150年を祝して、日本各地の駅
弁や鉄道グッズの販売、区内小中学生に
よるパフォーマンス、港区の連携自治体
物産展など、地域や関係団体が連携した
イベントを開催します。

【日　時】	10/14（金）・15（土）
11:00〜18:00

【場　所】	新橋駅前ＳＬ広場
【問合せ】	愛宕一之部連合町会事務局

☎03（3595）0145
［主催］新橋鉄道開通150年イベント実行委
員会　［後援］港区、東京消防庁 芝消防署、
東日本旅客鉄道株式会社 首都圏本部
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【日　時】 11/15（火） 13:30～15:10
【会　場】 自宅等オンライン（Zoom）で参加
【講　師】 岩藤俊幸（元外交官）
【対　象】 港区在住・在勤・在学者
【定　員】 100人（先着順）    【費　用】 無料
【申込み・問合せ】     FAXまたはEメールに氏名・電話番号・メール
 アドレスを明記のうえSalon HANAMIZUKIまで。 
 FAX03（6753）0330  Eメール：kei-p1@ab.auone-net.jp 
 ※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。

【締切り】 10/31（月）
［主催］Salon HANAMIZUKI　［共催］港区立港南中学校
［特別共催］Kissポート財団　［協賛］尾西食品（株）

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
エコプラザ
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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

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

有栖川宮記念公園

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
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19

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

東京ポートボウル

台場コミュニティーぷらざ
1

2

生涯学習センター

3年ぶりの開催です。みんなでレクリエーション
スポーツを楽しみましょう！

親子で楽しくボウリング。日頃の練習の成果を
思う存分発揮しましょう！プロボウラーのエ
キシビションもあります。
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ツ【日　時】 11/13（日）

 13:00～16:00（12:30受付開始）
【会　場】 港区スポーツセンター　アリーナ
【対　象】 障がいの有無を問わずどなたでも 　【費　用】 無料
【申込み・問合せ】  当財団HP、電話またはFAXで、Kissポート財団　スポー

ツ事業課「みんなでチャレンジスポーツフェスタ」係まで
お申込みください。

 ☎︎03（5439)6201（平日 8:30～17:15）
 FAX03（5439)6224
 Eメール：sportsjigyo@kissport.or.jp
 ※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。

【締切り】 11/2（水） 必着
［後援］港区教育委員会　
［協力］港区スポーツ推進委員協議会、ボーイスカウト港地区、
　　　日本ユニバーサルボッチャ連盟、日本ペガーボール協会

【日　時】 11/27（日）9:00～12:00
【会　場】 東京ポートボウル（大会実施中は貸切） 
【対　象】 港区在住・在学でKissポートボウリングに登録している小・

中学生およびその保護者の方
 ※ まだ登録をしていない方は、10/31（月）までにKissポー

トHPよりKissポートボウリングにご登録ください。
【定　員】 30組60人（抽せん）　　　
【費　用】 無料　
 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人数を制限して開催します。

【申込み】  当財団HPに 申込み必要事項 を明記のうえお申込みく
ださい。東京ポートボウル窓口でも受け付けています。

【締切り】 11/18（金）23:59必着
【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）

［主催］Kissポート財団、港区教育委員会、港区ボウリング連盟

みんなでチャレンジスポーツフェスタ
～第39回障がい者スポーツの集い～

Kissポート親子ボウリング大会

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。
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健康増進講座
なりきり歌舞伎体操講座

【日　時】 11/9（水）19:00～20:20（予定）
【会　場】 麻布区民センター　和室 
【対　象】 港区在住・在勤・在学者 　
【定　員】 30人（抽せん）
【費　用】 大人 1,000円　小・中学生 500円（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 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 「歌舞伎体
操」係まで。

【締切り】10/28（金）必着

〒
HP

HP

【日　時】 11/13（日）10:30～16:00 ※12:00～14:00休憩
 （受付は①10:00～ ②13:45～）

【会　場】  ①伝統文化交流館   ②エコプラザ
【講　師】 杉本一郎 （（一社）日本アカネ再生機構 代表理事）
【対　象】 高校生以上の方（午前・午後とも出席可能な方）どなたでも
 ※港区在住・在勤・在学者

【定　員】 12人（抽せん） 【費　用】1,000円（当日現金支払い） 　
【申込み】 エコプラザホームページの受付フォームもしくは
 ☎︎03（5404）7764までお申込みください。

【締切り】 10/30（日）
【問合せ】 伝統文化交流館　☎︎03（3455）8451 

【日　時】 11/19（土）・23（水・祝）（全2回）14:30～16:00（14:00開場）
 連続講座
 第1回：笑いと洒落のデザイン
 第2回：絵で見る江戸のなぞなぞ　判じ絵

【会　場】 伝統文化交流館   
【講　師】 岩崎均史（静岡市東海道広重美術館館長） 
【対　象】 どなたでも　※港区在住・在勤・在学者優先
【定　員】 50人（先着順）  【費　用】 1,000円（全2回分）（当日現金支払い） 
【申込み】  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「江戸」係まで。 FAX03（3455）8453 

 ※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】 10/5（水）～11/4（金）必着
【問合せ】 伝統文化交流館 ☎︎03（3455）8451（休館日以外10:00～18:00）
 FAX03（3455）8453

10
講 

座

8
講 

座

江戸時代に洒落や謎解きを込めた絵を見て考え、
笑うことが流行しました。笑い、謎解き、デザイン
が融合した江戸の洒落と粋を楽しみながら学びます。

海外で働くためには ～外交官の経験から～どのような知識や心構
えが必要だろうか？ “港区立港南中学校対面講話”をオンラインで!!

日本文化に根付いてきた「日本茜」。その美しさ
に魅了された偉人たちの逸話、そして実際に染
色を自ら体験できる「日本茜」フルコース企画！

芝浦歴史講座
江戸の笑いと頭の体操
～洒落とアートの町人文化～ 

エコプラザ・伝統文化交流館連携企画
色彩の魅力「日本茜」その歴史と染め体験

FAX
〒
HP

岩崎均史

Q この絵はある地名を表し
ています。どこの地名でしょ
う？正解は本講座にて！

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

☎

FAX

HP
☎

【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。

5
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

【会　場】 芝浦港南区民センター　第1・第2集会室、区民ホール
【対　象】 どなたでも
【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。

   FAX03（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】  10/14（金）必着

6
講 

座
花や野菜などお好きなモチーフを２回の講座で楽
しく描き作品を制作します。大切なあの人に絵手
紙を送ってみませんか？

【日　時】 11/9・16（毎水・全2回） 
 13:30～16:00（13:10受付開始)

【会　場】 青山生涯学習館   学習室２ 
【講　師】 北崎良子   　　　
【対　象】 港区在住・在勤・在学者
【定　員】  20人（抽せん） 　
【費　用】 1,000円（当日現金支払い）
【申込み・問合せ】    当財団HP、ハガキ、FAXまたは所定の申込用紙に 申込

み必要事項 を明記のうえ、〒107-0062  港区南青山
4-19-7　青山生涯学習館「絵手紙体験教室」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】 10/26（水）必着

絵手紙体験教室

相良まゆみ

7
講 

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。

 FAX03（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」

FAX
〒
HP

FAX
〒
HP

元外交官「岩藤俊幸氏」をお招きして
　　 【外交官歴6か国】見聞録から

愉快に学ぶ出前講座

9
講 

座

Ｅ
FAX

世界から注目されている日本文化「歌舞伎」の舞台は全身運動・肉体
芸術！その基本を取り入れた歌舞伎体操の講座です。

申込み

4
健 

康

健康増進講座
産後の栄養講座とピラティス教室

〒
HP

港区子ども家庭
総合支援センター

【日　時】 12/3（土）10:00～11:30（9:30受付開始）
【会　場】 生涯学習センター（ばるーん） 
【講　師】 新穂浩子（管理栄養士・健康運動指導士）、
 MEGURU（日本ヨーガ療法学会認定教師）  

【対　象】 港区在住・在勤・在学者 　【定　員】25人（抽せん）
【費　用】 700円（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 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 「産後の栄
養講座とピラティス」係まで。

【締切り】11/15（火）必着

産後の体に必要な栄養の説明と骨盤周りの筋肉や
腹筋、骨盤底筋を鍛える運動を実践し、産前の体に
戻しましょう。

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10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。



【日　時】  ①11/18（金）11:00～12:30（10:30受付開始）
  ②11/25（金）10:00～11:30（9:30受付開始）※同内容

【会　場】  ①港区子ども家庭総合支援センター（港区南青山）　
 ②台場区民センター

【対　象】 ①②ともに1歳児～3歳児＋保護者
 ※①のみ一時保育の受付あり（５人程度）。お申込み時にご相談ください。
　 　対象年齢：4ヵ月以上の未就学児
 ※港区在住・在勤・在学者優先

【定　員】 ①②各15組30人（抽せん）　【費　用】 無料
【申込み】  認定NPO法人スローレーベルHPからお申込みください。
【締切り】  11/1（火） ※当落通知日11/7（月）
【問合せ】  認定NPO法人 スローレーベル
  ☎︎045（642）6132（平日10:00～17:00）
  Eメール：project@slowlabel.info

［企画・制作］認定NPO法人スローレーベル
［会場協力］港区子ども家庭総合支援センター（ミナトイク）

体　験

【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）

【締切り】 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。

24
鑑 

賞

☎
HP

©1970-COMPAGNIACINEMA
TOGRAFICACHAMPION
(IT)-FILMS CONCORDIA(FR)-
SURF FILM SRL,ALL RIGHTS 
RESERVED.

鑑　賞�

12
講 

座
株式投資のための会社の見方、調べ方
～財務諸表のしくみと見方、株価の評価方法～

【日　時】 11/28（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】 30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】 11/14（月）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】 11/30（水）12:30～16:00（12:00受付開始）
【会　場】 青山生涯学習館　学習室兼レクリエーションホール
【講　師】 秋山庄太郎写真芸術館ワ－クショップチ－ム
  (ミュージアムティーチャー 舘

たて

 弘
ひろ

美
み

ほか同館学芸員)
【対　象】  どなたでも（16歳以上）　※港区在住・在勤・在学者優先
【定　員】 12人（抽せん）　
【費　用】 1,500円（当日現金支払い） 
【申込み・問合せ】   当財団HP、ハガキ、FAXまたは所定の申込用紙に 申込み

必要事項 とEメールアドレス、携帯電話をお持ちの方は
携帯電話番号を明記のうえ、〒107-0062  港区南青山
4-19-7  青山生涯学習館「秋山庄太郎写真芸術館連携講
座」係まで。 FAX03（3470）0856　☎︎03（3470）4584　
または所定の申込用紙を窓口に直接ご持参ください。

 ※FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【用意するもの】 デジタルカメラ　※コンパクト可
【締切り】 11/14（月）必着
【その他】 屋外での撮影を行います（檜町公園など六

本木方面へ徒歩2時間ほど予定）。歩きや
すい服装でお越しください。休憩・自由撮
影時間あり、現地解散予定。少雨決行。

 ※荒天時等は屋内での
 「テーブルフォト」撮影
 体験に変更します。

［主催］青山生涯学習館 

屋内で撮影のヒントを学んだあと、お散歩しながら街角や公園で撮影を
楽しみます。お持ちのデジタルカメラで気軽にフォトアートを体験！

13
講 

座

秋山庄太郎写真芸術館連携講座
フォトアート講座「のんびりカメラ散歩」

FAX
〒
HP

撮影：舘 弘美

14
講 
座

赤坂なでしこ会の指導による、伝統的な
木目込み人形で来年の干支「卯（うさぎ）」
をつくってみませんか。

【日　時】 12/3（土）13:00～16:00
【会　場】 赤坂区民センター　第１会議室
【講　師】 赤坂なでしこ会（淀川・落合・細田）　　 
【対　象】 どなたでも　※港区在住・在勤・在学者優先
【定　員】 20人（抽せん）  【費　用】 1,500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、〒107-0052 港区赤坂4-18-13　
 赤坂区民センター「木目込み人形」係まで。
 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】 11/15（火）必着

木目込み人形で来年の干支をつくろう！

FAX
〒
HP

約
５
cm

第17 回協働参画事業
老後の「住まい」と「おカネ」の話-その２
長生きする人、老朽化する家、先細る公的年金、
この不揃いで不経済な関係を解き明かし自助自
立的な老後の「暮らしと住まい」を探ります。

【日　時】 1回目：11/5（土） 14:00～16:00（13:30受付開始）
 「リバース60」と「リバースモーゲージローン」の2つの住宅関連ローンを紹介
 2回目：11/12（土） 14:00～16:00（13:30受付開始）
 複数の具体例や、それぞれのリスクとメリットの説明

【会　場】 生涯学習センター(ばるーん）  304学習室 
【講　師】 NPO法人リバースモーゲージ推進機構
【対　象】 港区在住・在勤・在学者 【定　員】15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 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「リバース
モーゲージ」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】 10/25（火）必着

15
体 

験

FAX
〒
HP
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体 

験
日本文化の象徴とも言える盆栽は同じ形をとどめることができな
い生きた芸術！一緒に作ってみませんか？完成品はお持ち帰りい
ただけます。

【日　時】 11/19（土）13:30～16:00
【会　場】 生涯学習センター（ばるーん）　305学習室
【講　師】 川上桂樹（有限会社清香園）
【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】 3,500円（材料費）
【申込み・問合せ】  港ユネスコ協会HPまたは電話からお申込みください。
 港ユネスコ協会 ☎︎03（3434）2300
 https://minato-unesco.jp/

【締切り】 10/25（火）
［主催］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

日本の伝統文化「盆栽」
申込み

［児童虐待防止推進月間啓発事業]
ソーシャルサーカス
～子どもといっしょに楽しもう！
親子で一緒に参加できるソーシャルサーカスを開催します。
子どもへの新たな接し方を楽しく学んでみませんか？

16
体 

験

申込み

☎

麻布で体験えとせとら
太筆・小筆で色々な文字を色紙に書いてみよう

麻布地区いろいろ再発見ガイドツアー！
「麻布の名所・歴史探訪まち散歩ー南麻布ー」

楽しいお芝居の世界へようこそ！
麻布アクターズスクール ～第15期生募集～

中国伝来の楷・行・草・篆・隷書など色々な書体を書いてみましょう。
日本で生まれた美しいかな文字に親しんで書いてみませんか。

南麻布の高台には興味深いスポットが点在しています。
みんなで歩いて魅力を再発見してみませんか！

発声、ダンス、朗読など様々な芝居の基本を
練習して、３月の試演会で舞台出演にチャレ
ンジ！ 初めてでも大丈夫！

18
体 

験

19
体 

験

20
体 

験

【日　時】 11/19・26（毎土・ 全2回） 13:00～16:00
 1回目：お筆の体操、文字を楽しもう
 2回目：色紙に挑戦しよう

【会　場】 麻布区民センター　2階　講習室
【講　師】 新舟律子
【対　象】 港区在住・在勤・在学者　　　【定　員】12人（抽せん）　
【費　用】 1,000円（全2回分）（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、〒106-0032　港区六本木5-16-45　
 麻布区民センター「麻布で体験えとせとら」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】 10/28（金）必着
［主催］麻布区民センター 

【日　時】 ①11/20（日）13:00～16:00…※雨天延期日  12/4（日）
 ②11/27（日）13:00～16:00…※雨天延期日12/11（日）
 両日、雨天延期日とも同じコース（約４km）を歩きます。

【会　場】 集合場所：有栖川宮記念公園広尾口広場（集合13:00厳守）
 解散場所：有栖川宮記念公園

【ガイド】 「あざぶ達人ラボ」メンバー
【対　象】 港区在住・在勤・在学者
【定　員】 各回15人程度（抽せん）　  【費　用】 無料
【申込み・問合せ】  往復ハガキまたはFAXに 申込み必要事項 を明記のうえ、

〒106-0032 港区六本木5-16-45　麻布区民センター「麻
布の名所・歴史探訪まち散歩」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】 10/25（火）必着
【その他】  コースには階段や坂道等があります。

歩きやすい靴、服装でお越しくださ
い。検温、マスク着用をお願いしま
す。雨天が予想される場合は延期（１
回限り）となります。前日の17:00
までにご連絡いたします。

［協力］麻布地区総合支所協働推進課地区政策担当 

【日　時】 12/4・11・18・25、1/8・15・29、
 2/5・12・19・26、
 3/5・12・19・25・26（各日曜、3/25のみ土曜・全16回）
 3/25（土）リハーサル　3/26（日）区民ホールにて試演会

【会　場】 麻布区民センター　講習室、区民ホール
【講　師】 麻布演劇市実行委員会メンバー
【対　象】 港区在住・在勤・在学で小学生以上の方 
【定　員】 15人（抽せん）　      【費　用】 12,000円
【申込み】  往復ハガキまたはFAXに 申込み必要事項 と性別を明記の

うえ、〒106-0032 港区六本木5-16-45　麻布区民セン
ター「麻布アクターズスクール」係まで。

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

【締切り】 11/15（火）必着
【問合せ】  麻布区民センター　☎︎03（3583）5487

FAX
〒
HP

FAX

FAX

〒

〒

赤坂地区 
カラオケ交流会参加者募集！
赤坂区民センター区民ホールの本格的なステージで
思い切り歌って日頃の成果を披露してみませんか？
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【日　時】 12/8（木）13:00～16:30
【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 
【定　員】 30組（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 申込み必要事項 と曲名/

歌手名を明記のうえ、〒107-0052 港区赤坂4-18-13　
赤坂区民センター「カラオケ交流会」係まで。

 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】 11/8（火）必着

FAX
〒
HP

「和のこころ」 香道であそぶ
四季 ～源

げ ん 　 じ 　 こ う

氏香～
『源氏物語』を題材にして構成された
組香「源氏香」をお楽しみいただきま
す。五種の香木の香気が織りなす世
界が五十二通りの美しい図形「源氏
香の図」を生み出し、古の宮中に遊
ぶかのような感覚に導いてくれます。

【日　時】 12/10（土） 14:00～15:30
【会　場】 芝浦港南区民センター  第1・第2集会室 
【講　師】 山
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【対　象】 どなたでも （初心者歓迎）   
【定　員】 10人（抽せん）
 ※応募者多数の場合、港区在住・在勤・在学者を優先

【費　用】 2,500円
【申込み】 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「源氏香」係まで。 FAX03（3798）4553

 ※ FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。
【締切り】 11/25（金）必着
【問合せ】 芝浦港南区民センター　☎︎03（3769）8864
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母国の文化などと比較しながら、
約15人の大使館員の方が流暢な
日本語で熱心に楽しくスピーチし
ます。あなたも各国の外交官と日
本語で交流してみませんか？

【日　時】 11/3（木・祝）
 13:00開演（12:30受付開始）※17:00終了予定

【会　場】 赤坂区民センター　区民ホール
 ※状況によりオンライン開催の可能性あり。

【対　象】 どなたでも　　　　　
【チケット】 無料
【申込み】 詳細はホームページをご確認ください。https://j-fefa.jp
【締切り】 10/31（月）
【問合せ】 各国大使館員日本語スピーチコンテスト実行委員会
 ☎︎070（3529）4069（担当：金子）

［主催］各国大使館員日本語スピーチコンテスト実行委員会　
［特別共催］Kissポート財団
［共催］アオバジャパン・インターナショナルスクール、
　　　NPO法人大使館親善交流協会

［後援］外務省、文部科学省、文化庁、東京都、港区、各国大使館、NHK、
　　　国際交流基金、港区国際交流協会 ほか

第25回　各国大使館員
日本語スピーチコンテスト2022

2022.3試演会より

親子講座 親子で楽しむ
クリスマスリース作り
クリスマスの準備は、リース作りから！オリジ
ナルのリースを作って、クリスマスを楽しみま
しょう。

【日　時】 11/23（水・祝）
 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】 平嶋英宝（草月流 英会）　
【対　象】 港区在住・在学の小学生とその保護者の方
【定　員】 15組（抽せん）  【費　用】 無料  ただし材料費1組2,000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「クリスマ
スリース」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】 10/31（月）
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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】  自宅等オンラインで
【対　象】 どなたでも　　【参加費】 無料
【問合せ】 「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
 参加情報は右の二次元バーコードから
 ご覧ください。

［主催］赤坂・一期一会プロジェクト
［協働］伝統文化交流館 

里中先生が語る、元号「令和」の礎となった万葉集
の魅力をインターネットライブ中継でご覧いただ
きます。

里中満智子

参加情報はコチラ

Ｅ
☎

申込み

2022年10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
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【日　時】 11/5（土）・6（日）10:00～21:00（6日は18:00まで）
【会　場】 伝統文化交流館　【費　用】入場無料

草月流英会によるいけばな体験教室
【日　時】 11/5（土） 13:00～14:30 
【対　象】 どなたでも ※ただし小学生以上の方 
【定　員】 18人（先着順）
【費　用】 1,500円（当日現金支払い) 
【申込み】      事前に当財団HPからお申込みください。
【発売日】 10/5（水）10:00

いけばな×琵琶 ～音と彩の響宴～
【日　時】 11/6（日）　①13:00～　②15:00～ 
【出　演】 川嶋信子（琵琶ひとひら会）　 平嶋英宝 （草月流英会）　　
【演　目】 ①蝉丸  ②鶴富姫 ～平家落人伝説より～
【対　象】 どなたでも   【定　員】50人（先着順）
【費　用】 入場無料。申込みは不要です。

〈共通〉【会　場】 伝統文化交流館　交流の間
　　　【問合せ】 伝統文化交流館　☎︎03（3455）8451 

［主催］草月流英会   [協働] 伝統文化交流館、琵琶ひとひら会
 　

氷川武道場 運動教室開講中

【日　時】  ヨガ
10/17・24・31（毎月曜）11:00～12:00
ピラティス 
10/12・19・26（毎水）11:00～12:00

  骨盤調整ヨガ 
 10/6・13・20・27（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

ヨガ・ピラティス・骨盤調整ヨガの３教室を曜日別に
開講しております。都度参加可能なのでスケジュール
に合わせやすくなっています！

洗足学園音楽大学学生による
０才からのファミリーコンサート 

カート＆ブルース 脈々
～古典から現代を繋ぐ箏と尺八の音色～

0歳からのお子さまと一緒に楽しめる親子向
けコンサートです。クリスマスシーズンの
ひとときをごゆっくりお楽しみください。

現代まで脈々と受け継がれる邦楽の
音色を、アメリカ人邦楽家の二人が
箏と尺八でお届けします。日本の音
の“美”を愉しみませんか。
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【日　時】 12/3（土） 14:00開演（13:30開場）
 ※15:00終演予定

【会　場】 芝浦港南区民センター
【出　演】 洗足学園音楽大学　金管五重奏
【曲　目】   クリスマスメドレー、世界の童謡メドレー、となりのトトロより、

サウンドオブミュージックより、ホールニューワールド
【対　象】 港区在住・在勤・在学者  　　
【定　員】 110人（抽せん）
【チケット】 500円（高校生以上・当日現金支払い）、
 中学生以下は無料
 ※お一人様４人分まで申込可

【申込み】     当財団HPまたは往復ハガキに 申込み必要事項 と申込全
員の氏名・年齢・電話番号を明記のうえ、〒108-0023　
港区芝浦4-13-1　芝浦港南区民センター「芝浦港南・０才
からのファミリーコンサート」係まで。

 ※中学生以下の方だけのお申込みはできません。　
 　高校生以上の方を含んだお申込みでお願いいたします。

【締切り】 11/14（月）必着
【問合せ】 芝浦港南区民センター　
 ☎︎03（3769）8864（休館日以外9:00～20:00）

【日　時】 11/20（日） 
 14:30開演（14:00開場）
 ※16:00終演予定

【会　場】 伝統文化交流館
【出　演】 カーティス・パターソン　Curtis Patterson  （箏）
 ブルース・ヒューバナー　Bruce Huebner  （尺八）

【曲　目】   ディープ・フォーレスト（オリジナル曲）
 越後獅子（古典・地歌） 
 風の歌（沢井忠夫作曲）、春の海（宮城道雄作曲）　ほか

【対　象】 どなたでも　※港区在住・在勤・在学者優先
 未就学児は保護者同伴  　　

【定　員】 60人（抽せん）
【参加費】 1,500円（当日現金支払い）
【申込み】     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「脈々」係まで。

 FAX03（3455)8453
 ※ FAXでお申込みの場合、必ずご自身のFAX番号を明記。

【締切り】 11/4（金）必着
【問合せ】 伝統文化交流館
 ☎︎03（3455)8451 （休館日以外10:00～18:00）
 FAX03（3455）8453

フリーマーケット

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】  10/23（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10/21（金）

トレーニングマシン講習会 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。

【日　時】 10/3～12/12（毎月曜・全11回）
 10/4～12/13（毎火・全11回）
 大人（初中級・中級）クラス（月）：
 13:30～15:00
 大人（初心者・初級）クラス（火）：
 13:30～15:00
 年中・年長（レッドA）クラス（月・火）：
 15:00～16:00
 小1・小2（レッドB）クラス（月・火）：
 16:00～17:00
 小3・小4（オレンジ）クラス（月・火）：
 17:00～18:00
 小5・小6（グリーン）クラス（月・火）：
 18:00～19:00
 ※月曜日か火曜日を選択

【会　場】 芝浦中央公園運動場
【講　師】 加藤コーチ・足立コーチ
【対　象】  港区在住・在勤・在学（優先）の
 年中のお子さま～大人

【定　員】 大人クラス各8人（抽せん）・
 お子さまクラス各10人（抽せん）　

【費　用】 初回時に支払い　大人クラス 33,000円
 お子さまクラス 27,500円
 ※空きがあれば途中参加可　先着順
 　費用は日割りで算出

【申込み・問合せ】 芝浦中央公園運動場 ☎︎03（3450）6343
【締切り】 途中参加は随時

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】 10/7・14・21・28（毎金）
 4歳～小学4年生クラス：17:00～18:00
 小学5～6年生クラス　：18:00～19:00

【会　場】 芝浦中央公園運動場
【講　師】 小坂雅和選手
 （日本サッカー協会公認ライセンス保有）

【対　象】   港区在住・在学（優先）の
 4歳～小学６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

イベント
第3回親子で学ぶゲーム文化サロン
～ゲームの面白さを考えよう～

11/20開催MINATOシティハーフマラソン
当日応援パフォーマンス参加者募集

参加者募集中！
詳しくは
Kissポート財団HPまで。

【ゴルフ】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！

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。

【日　時】 祝日を除く水曜日
 9:00～10:00（8:50受付開始）
 14:00～15:00（13:50受付開始）

【会　場】 みなとゴルフ田町
 （港区芝浦1-13-10　東京ポートボウルRF) 

【対　象】 港区在住・在勤・在学者
【定　員】 午前の部6人、午後の部4人（先着順）　
【申込み】 直接会場にお越しください。
【問合せ】 港区ゴルフ連盟　担当：鴨沢 
 ☎︎080（7221）6001 （平日11:00～16:00）

【その他】 現地にて、ゴルフ連盟加入手続き（入会金、
年会費なし）した後、練習会員カードを発行
いたします。打ち放題は1時間とし、初回は
無料、2回目以降は1,200円でご利用いただ
けます。運動のできる服装でお越しください。
クラブのみ貸出しております。

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。クラブ貸出しあり。初心者の方
も大歓迎です！

【日　時】 平日のみ11:00～17:00（11:00受付開始）
【会　場】 みなとゴルフ田町
 （港区芝浦1-13-10  東京ポートボウルRF) 

【対　象】 港区在住・在勤・在学者
　 （小学生以下のお子さまは保護者同伴）　

【定　員】 満席の場合、お待ちいただくことがございます。
事前予約は受け付けておりません。

【申込み】 直接会場にお越しください。
【問合せ】 港区ゴルフ連盟　担当：鴨沢 
 ☎︎080（7221）6001 （平日11:00～16:00）
 Eメール：minato.golfrenmei@gmail.com

【その他】 現地にて、ゴルフ連盟加入手続き（入会金、
年会費なし）した後、練習会員カードを発
行いたします。打ち放題は平日11:00～
17:00であれば、1時間1,200円でご利用
いただけます。運動のできる服装でお越し
ください。クラブのみ貸出しております。

レトロゲームから見たゲームリテラシーやゲームデ
ザイン等。

【日　時】 10/16（日）14:00～15:30 （13:30開場）
【会　場】 高輪区民センター　講習室（自由席）
【出　演】 きっしー(ゲームクリエイター）、スロベニ子（乾杯！

女子ゲーム部)、奈雲美徳(サウンドクリエイター)
【対　象】 港区在住・在勤の親子10組
 小学5年生程度以上の内容となります。

【定　員】  10組（抽せん）
【申込み】 電話または直接窓口へ。
【問合せ】 高輪区民センター「親子で学ぶゲーム文化

トークサロン～ゲームデザイン～」係　
 ☎︎03（5421）7616（平日10:00～16:00）　

［主催］高輪区民センター　
［共催］一般社団法人ゲーミフィケーション協会

公式テーマソングを歌うREAL VOXと歌とダンスで
応援！無料ワークショップ開催。

【日　時】 10/30（日）、11/5（土）・6（日）
 14:30～16:00（14:00受付開始）（全3回） 
 ※毎回出席していただく講座です。

【会　場】 高輪区民センター　講習室
【講　師】 港区観光大使　REAL VOX
【対　象】 小学生以上 ※未就学児の入場はご遠慮ください。
【定　員】  20人（先着順）   【費　用】無料
【申込み・問合せ】 以下の高輪区民センターの電話またはREAL 

VOXのEメールに氏名、未成年の場合年齢、
電話番号を明記のうえお申込みください。

  ☎︎03（5421）7616（平日10:00～16:00）
  高輪区民センター
  Eメール：realvoxlesson@gmail.com REAL VOX

【申込期間】 10/5（水）～10/23（日）
［主催］高輪区民センター　［共催］REAL VOX

真実は眠る邪馬壹国～高天原と出雲～
ほかでは聞けない古事記講座を開催いたします。
神話の謎を読み解いていきます！

【日　時】 10/23（日）13:30～15:00（13:00受付開始）
【会　場】 高輪区民センター　区民ホール
【講　師】 三村隆範（阿波古事記研究会 副会長）
【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、直接会場までお越しください。
【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］阿波古事記研究会

申込み

〒
HP

FAX
〒
HP

伝統文化プロジェクト
「草月流英会いけばな展」

～35周年を記念して～
初日にいけばな体験教室、2日目にいけばなと琵琶
の異色のライブパフォーマンス。伝統文化交流館
を草月流英会の作品が彩る2日間!!
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麻布演劇市 第264回公演　
フォーラム•コイナさんの会　第30回公演

「令和四年のコイナさん談義」
芥川龍之介•北大路魯山人•岸田國士等の今では
なかなか観ることができない、珍しい短編作品を
上演いたします。

【日　時】 11/18（金） 14:00～/18:30～
 11/19（土） 14:00～/18:30～
 11/20（日） 14:00～
 ※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
【出　演】   藤本しの、高山真利、藍朱魅、岩田由紀子、松本 淳、入澤常幸、

伊佐山大智、松原未知
【演　出】   幕入 明
【演　目】 令和四年のコイナさん談義 
【対　象】 どなたでも  　
【定　員】 各回175人（先着順）
【チケット】  3,500円　※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30名様までご招待さ
せていただきます。

【申込み・問合せ】    下記電話番号までお申込みください。
  ☎︎03（3638）5003　090（7238）1857  松原

［共催］麻布演劇市実行委員会、麻布区民センター 
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ブルース・
ヒューバナー

カーティス・
パターソン

『お台場ふれあいフリーマーケット』
開催します！
台場恒例、秋のフリーマーケットを開
催します。お台場散策を楽しみながら、
ぜひお立ち寄りください。

【日　時】 10/30（日） 10:30～15:00 ※ 悪天候中止
    (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３F（屋外）
【対　象】 どなたでも
【問合せ】 お台場ふれあいフリーマーケット実行委員会事務局
  台場区民センター　
  ☎︎03（5500）2355（休館日以外9:00～17:30）

【その他】 出店者募集の締切りは10/7(金)です。
   ※詳しくは台場区民センターHPを
  　ご覧ください。
  　中止の場合の案内もHPに掲載します。 

   https://www.kissport.or.jp/sisetu/
daiba/index.html
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感染症対策をしたジュニアアーチェリー教室です。
【日　時】 11/5・12・26、12/3（各土・全4回）
 15:45～17:45

【会　場】 港区スポーツセンター　武道場３
【講　師】 港区アーチェリー協会
【対　象】 港区在住・在学の小学４年生から中学生
【定　員】 18人（先着順）   
【費　用】 3,000円（用具購入代）（初日一括現金支払い）
【申込み】 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。詳細はホームページ参照。
【締切り】 10/21（金）必着
【問合せ】 港区体育協会
 ☎︎03（3452）2055
 （平日9:00～17:00)

［主催］（一財）港区体育協会、
　　　 （公財）東京都体育協会、東京都

［主管］港区アーチェリー協会

ジュニアアーチェリー教室

申込み

麻布演劇市 第263回公演　
「劇団アドック」第27回公演
「母」

劇団アドックが総力をこめてお贈りする不朽の名作を再び！愛する息子
を拷問の上殺されながら逞しく生き抜いた小林多喜二の母セキの物語り。

【日　時】 11/4（金） 18:00～    
 11/5（土） 13:00～/18:00～
 11/6（日） 13:00～　　　　　
 ※開場は開演の30分前  ※上演時間は130分を予定

【会　場】 麻布区民センター　区民ホール
【出　演】   三園ゆう子、岩本 巧、山崎すずたろう、橘 茂、小島沙雅野、
 竹林純江、佐々木 務、金子三重子、梅津和信、伊藤 豪 ほか

【演　目】 三浦綾子原作　神尾哲人脚色「母」二幕  
【対　象】 小学生以上どなたでも  
【定　員】各回175人（先着順・要予約）
【チケット】 【一般】3,500円
  中学生以下および身体に障害のある方、港区在住・在勤・

在学者：無料ご招待（ただし要予約）
【申込み・問合せ】    往復ハガキまたはEメールに 申込み必要事項 を明記のうえ、

〒108-0072  港区白金３-３-３-503「劇団アドック」まで。
電話でもお申込みいただけます。

  ☎︎080（6064）4801（留守電の場合あり）　
  Eメール：go329name@yahoo.co.jp

【締切り】 11/1（火）
［共催］麻布演劇市実行委員会、麻布区民センター
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台場区民センターHP

【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（当日現金支払い）
【申込み・問合せ】 青山運動場　☎︎03（3405）8383

2022年10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。



◦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、語り部、リサイクル図書の配布（青山生涯学習館）
　★「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／新橋ガチャ制作委員会
　《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。

◦ステージ
�　�和太鼓・コカリナ・三味線など楽器演奏、民謡、日本舞踊、琉球舞踊、民族舞踊、
フラダンス、児童歌唱（英語）、バトントワリング、レビュー、太極拳��など
◦展　示
　�写真展（四季の花）、リサイクル図書の配布（港南図書館）、園児の絵画展、
港区明るい選挙啓発ポスター展
◦体　験
　アロマスプレー作り、ハーバリウム作り
◦トリニティー芝浦緑地（広場）
　�フリーマーケット、Café�Deux（パン販売）、港区
福祉売店はなみずき（焼き菓子、小物販売）、みな
と工房（わた菓子販売）、駄菓子、パウンドケーキ
販売　ほか

【対　象】�どなたでも
【問合せ】�芝浦港南区民センター　☎03（3769）8864

第34回 芝浦港南ふれあいまつり第34回 芝浦港南ふれあいまつり

【日 時】 10/29（土） ・ 30（日） 10:00〜17:00
【会 場】 芝浦港南区民センターおよびトリニティー芝浦緑地

～平和を願い、集う喜びを～ 平成30年度「フェスティばるーん」

【利用対象】
　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

【利用回数】 年間2回（応募多数の場合は抽せん）
【申込み】 
　�各区民センターにある所定の利用計画書に必要
事項を明記のうえ、締切日までに各区民センター
へ提出してください。

【スケジュール】
　�〈第1回抽せん〉：新規
　　①�利用計画書の提出：令和4年10/3（月）～
　　　令和4年11/30（水）20:00締切（厳守）
　　②抽せん会：一般公開しています。
　　　令和4年12/9（金）14:00～
　　　赤坂区民センター　５F　研修室
　　③決定結果通知発送（予定）：
　　　令和4年12月中旬
　〈第2回抽せん〉：�新規申請、第1抽せん落選団体、

1日再予約申請団体
　　①�利用計画書の提出：令和4年12/16（金）～
　　　令和5年1/6（金）20:00締切（厳守）
　　②�抽せん会：一般公開しています。
　　　令和5年1/12（木）14:00～
　　　赤坂区民センター　５F　研修室
　　③�決定結果通知発送（予定）：
　　　令和5年1月中旬

【問合せ】� 各区民センター

令和５年度区民センター区民ホールの特例貸出日のご案内
※祝：祝日

長期の準備等を必要とする行事を予定している団体の、令和５年度分の利用申込みを受け付けます。

◦演技部門
　�地下区民ホールにてステージ発表　［和太鼓、ゴスペル、シャンソン、詩吟、
軽音楽演奏、日舞、フラダンス、童謡唱歌、朗読、保育園児ダンス　ほか］

◦展示部門
　�１、２階各所にて作品発表（一部販売あり）［生け花、水彩画、写真、陶芸、
　児童作品、アクセサリー］
◦体験・イベント
　リサイクル本の提供、健康体操、車椅子体験、回想法体験、美容
◦出店
　�レストランささら、港区福祉売店はなみずき、
　Café�Deux�［パン、クッキー　ほか］

【問合せ】�麻布区民センター
☎03（3583）5487

【日 時】 10/22（土） ・ 23（日） 10:00〜16:30
【会 場】 麻布区民センター

第35回 麻布区民センターふれあいまつり第35回 麻布区民センターふれあいまつり
希望の幕開け、麻布に集まれ！

［主催］麻布区民センターふれあいまつり実行委員会

◦ホール　　利用団体の発表�…�演奏、合唱、演劇、舞踊　など
◦ホワイエ　作品展示�…��工芸、防災展示　など

【対　象】�どなたでも
【問合せ】�赤坂区民センター

☎03（5413）2711

【日 時】 11/12（土）・13（日） 10:00〜17:00（予定）
【会 場】 赤坂区民センター、ヘルシーナ（12日土曜のみ）

予告予告  第21回 赤坂コミュニティまつり 第21回 赤坂コミュニティまつり

令和5年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月 3月

麻布
区民センター
☎︎03（3583）
5487

１日（土）�
２日（日）�
29日（土・祝）�
30日（日）�

６日（土）�
７日（日）�

３日（土）�
４日（日）�

８日（土）�
９日（日）�

12日（土）�
13日（日）�

２日（土）�
３日（日）�
18日（月・祝）�

28日（土）�
29日（日）�

25日（土）�
26日（日）�

２日（土）�
３日（日）�

３日（土）�
23日（金・祝）�

赤坂
区民センター
☎︎03（5413）
2711

１日（土）�
２日（日）�

６日（土）�
７日（日）�
13日（土）�
14日（日）�

３日（土）�
４日（日）�

９日（日）�
19日（土）�
20日（日）�

１日（日）�
７日（土）�
８日（日）�

23日（木・祝）�
９日（土）�
10日（日）�

６日（土）�
７日（日）�

３日（土）�
４日（日）�
23日（金・祝）�

高輪
区民センター
☎︎03（5421）
7616

１日（土）�
２日（日）�
８日（土）�

３日（水・祝）�
４日（木・祝）�
５日（金・祝）�
６日（土）�

３日（土）�
４日（日）�

１日（土）�
２日（日）�

５日（土）�
６日（日）�
11日（金・祝）�

２日（土）�
３日（日）�

１日（日）�
７日（土）�

２日（土）�
３日（日）�

６日（土）�
７日（日）�
13日（土）�

３日（土）�
４日（日）�
10日（土）�

２日（土）�
３日（日）�
９日（土）�

芝浦港南
区民センター
☎︎03（3769）
8864

６日（土）�
７日（日）�

３日（土）�
４日（日）�

８日（土）�
９日（日）�

26日（土）�
27日（日）�

９日（土）�
10日（日）�

11日（土）�
12日（日）�

23日（土）�
24日（日）�

20日（土）�
21日（日）�

３日（土）�
４日（日）�

台場
区民センター
☎︎03（5500）
2355

施設改修工事（予定）
４日（土）�
５日（日）�

６日（土）�
７日（日）�
13日（土）�
14日（日）�

３日（土）�
４日（日）�
11日（日・祝）�

3年ぶりの「赤坂コミュニティまつり」は規模を縮小して開催いたします。
～皆さまのご来館をお待ちしています～

詳しくは11月号で
ご紹介します。

【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。
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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～

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
【対　象】�港区在住・在勤・在学者　　【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）�
【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『東海大学』」係まで。
FAX03（5770）6884
☎03（5770）6837（平日9:00～17:15）

【締切り】�10/25（火）必着
※��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。

［共催］東海大学

申込み

日程 会場 上映作品 上映時間（開場各30分前） 募集（人） 

11/26（土）台場区民センター
やなせたかしシアター
アンパンマンが生まれた日／
ハルのふえ

①11:30～12:30 100
②13:30～14:30 100

11/27（日） 神明いきいき
プラザ

名探偵コナン
コナンVS怪盗キッド

③11:00～12:00 30
④14:00～15:00 50

11/29（火）リーブラホール 花束みたいな恋をした ⑤18:30～20:40 200
12/1（木） 麻布区民センター ちょっと思い出しただけ ⑥18:00～20:40 200
12/2（金） 高輪区民センター リスペクト ⑦18:30～20:50 200

12/4（日） 赤坂区民センター ※10/24（月）に発表します ⑧11:00～12:50 350
⑨14:30～17:10 350

※�上映時間や内容は変更する場合がありますので、当選した方は必ず鑑賞券をご確認ください。
※�③、④の会場は土足禁止です。上履きをお持ちください。
※�⑥、⑨はトークショーを含んだ上映時間です。

【対　象】 どなたでも�※定員を超えた場合は、港区在住・在勤・在学者優先で抽せんします。
【申込み】 住所・氏名（ふりがな）・電話番号・在勤者の方は会社名と所在地、在学者の方は学校名・鑑賞希

望人数（※①～⑨のいずれかお一人様4人まで、1作品の応募とさせていただきます。）
（※同伴者に小学生以下のお子さまがいらっしゃる場合は年齢）を明記のうえお申込みください。
※�車いすの方やほじょ犬をお連れの方はあらかじめお知らせください。そのほか会場でのサ
ポートが必要な方はその内容を明記してください。

●��Webからのお申込み：みなとシネマフェスタお申込み専用ページ�
　�URL：https://www.kissport.or.jp/event/info/?id=30788�

●�ハガキでのお申込み：�〒105-8799　港区西新橋3-22-5　芝郵便局留め�
　　　　　　　　　　　�「第2回　みなとシネマフェスタ」係まで��

【締切り】 11/2（水）必着（①～⑧のみ）　
【抽せん結果の連絡】 11/16（水）までの鑑賞券の発送をもって、当選の案内とさせていただきます。
【問合せ】 みなとシネマフェスタ全体に関して

Kissポート財団　文化芸術課　☎03（5770）6837（平日9:00～17:15）
みなとシネマフェスタホームページはこちら。
URL：�https://www.minatocinemafesta.jp

誰もが喜びや感動を身近で共有できる場を提供するために、５地区で映画を楽しむイベント「みなとシネマフェスタ」を開催します。親子で鑑賞できる作品や、
障害のある方でも安心して楽しめるようバリアフリー日本語字幕、音声ガイド付きの作品の上映もございます。ぜひご応募ください。

第2回 みなとシネマフェスタ  ～ドキドキワクワク！みなとでシネマ～
第35回東京国際映画祭提携企画

⑧⑨ 大人の味わい2日間

※�12月4日（日）上映作品の申込み受付期間は他作品と異なります。詳しくは10月24日（月）
以降のKissポート財団ホームページおよびみなとシネマフェスタ公式ホームページ、公式
SNSをご覧ください。

※バリアフリー日本語字幕、音声ガイド付き。吉本興業所属芸人による前説あり。
　⑨のみ上映後にトークショーあり。

新社会人ばるーん交流会新社会人ばるーん交流会

コーヒー入門教室コーヒー入門教室
「ばるーん交流会」は生涯学習センターを拠点として新社会人の新たな趣味
の発掘と交流の場となることを目的に開催します。今回はコーヒーの選び方
や楽しみ方を学ぶ講座です。毎回ペーパードリップの器具を使用したいれ
方体験もあります。きっとコーヒーの美味しさに新しい発見がありますよ♪

【日　時】 11/9（水）：�コーヒー代表生産国の飲み比べを通じて、好みを探
します。使用後のコーヒー粉の再利用の方法も学べますよ。

11/16（水）：ブレンドと焙煎の違いによる、楽しみ方を学びます。
【会　場】 生涯学習センター(ばるーん）　101学習室
【講　師】 キーコーヒー（株）　　【対　象】 概ね18歳～概ね30歳の方
【定　員】 20人（抽せん）�※応募者多数の場合は港区在住・在勤・在学者を優先
【費　用】 1人1,000円（当日現金支払い）
【申込み】 当財団HPからお申込みください。　【締切り】 10/31（月）
【問合せ】 生涯学習センター(ばるーん）　☎03(3431）1606

Eメール：baloon@kissport.or.jp
［協力］キーコーヒー（株）

11/9●水
11/16●水

19:00〜20:30
（18:30受付開始）

毎回出席していただく
講座です。

金子雄太

田丸智也

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。

【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P3の�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。
【締切り】 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

みなと街ぶらロゲイニングin白金台みなと街ぶらロゲイニングin白金台

申込み

令和4年度
みなと区民大学 東京ベイ・クリーン

アップ大作戦
東京港を泳げる海に！
ハダシで歩ける砂浜に！
11月にも開催します‼

【日　時】�11/12（土）10:00～（受付9:30）
【会　場】�お台場海浜公園周辺（「お台場海
浜公園駅」下車）

【申込み】�参加者が10人を超える場合、事
前に当財団HPまでお申込みください。
https://www.kissport.or.jp/bayclean/
もちろん、当日直接参加も大歓迎です。
 【協賛募集】�ご協賛いただける団体も募集し
ております。詳しくは当財
団HPをご参照ください。

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

本年6月・9月に実施、3年ぶりに開催した
「東京ベイ・クリーンアップ大作戦」

今年度最後の第3弾を11月に実施します。
皆さまの参加、お待ちしています!!

［主催］東京ベイ・クリーンアップ大作戦実行委員会
［協賛］（株）長門屋商店

申込み

シネマフェスタサイト申込み

【バリアフリー対応について】 作品番号⑤⑧⑨
●�バリアフリー日本語字幕／セリフだけでなく話者名や効果音、音楽等、耳で聞こえる音声情報を文字化した字幕です。
字幕は、スクリーンに表示されます。

●�音声ガイド／場面や人物の動き等、目から入る情報を言葉で説明したナレーションです。UDCast（ユーディーキャ
スト）という無料アプリで聞くことができます。UDCastをご利用の際は、スマートフォン等の端末に事前にアプリ
をダウンロードしてイヤホンをご持参のうえご利用ください。端末の貸し出しもございます（台数に制限があります）。

●�車いす観覧席／すべての上映時間で車いす観覧席があります。
●�トークショー／⑨のみUDトークによるリアルタイム字幕と手話通訳がつきます。

【センサリーフレンドリー上映とは？】 作品番号③
●�感覚が過敏な方に配慮して、音や光の刺激を控えめにした上映となります。（※③の回のみ適応。感覚過敏のかた向
けの上映です。一般の方は④をお選びください。）

【バリアフリー問合せ窓口】
（申込みフォームからの申込みが困難な方、視覚障害で駅からの誘導や音声ガイドの機器貸し出しが必要な方など）
●�Palabra株式会社　Eメール：event@palabra-i.co.jp�　☎03（5937）2231（平日10:00～19:00）
　※メールの場合は件名に「みなとシネマフェスタ申込み」と記載してください。

バリアフリー体験講座
「バリアフリー」をわかりやすく学びます
（事前申込制　先着順）
11月29日（火）

【会　場】リーブラホール
【時　間】16:30～17:30
【参加費】無料
【定　員】15人
未就学児の参加はご遠慮ください。

【申込み締切り】11/15（火）
【問合せ】Kissポート財団　文化芸術課
03（5770）6837（平日9:00～17:15）　
協力：Palabra株式会社

申込み

フィナーレを飾る上映作品は、
10月24日（月）に情報公開。お楽しみに！

⑦ 大人の味わい2日間

上映時間：146分／制作年：2021年／制作国：アメリカ
監督：リーズル・トミー
出演者：ジェニファー・ハドソン、フォレスト・ウィテカー
【作品紹介】「ドリームガールズ」でアカデミー助演女優賞を受賞し、歌手として
も第51回グラミー賞を受賞したジェニファー・ハドソンが、ソウルの女王アレ
サ・フランクリンの半生を演じた伝記ドラマ。

©2021�Metro-Goldwyn-Mayer�Pictures�Inc.�and�BRON�Creative�MG1,�LLC.�All�
Rights�Reserved.

「リスペクト」 

⑥ 青春の輝き！  の2日間　

第34回東京国際映画祭コンペティション部門
観客賞受賞／スペシャルメンション授与作品
上映時間：115分／制作年：2021年／制作国：日本
監督：松居大悟／出演者：池松壮亮、伊藤沙莉
【作品紹介】別れた男女が最愛だった時を遡り、もう一度別れ直す。ジム・ジャー
ムッシュ監督の名作に着想を得て、現代を反映させつつ描いた新しい形の
ちょっぴりビターなオリジナルラブストーリー。

「ちょっと思い出しただけ」 

©2022『ちょっと思い出しただけ』製作委員会

⑤ 青春の輝き！  の2日間　

上映時間：124分／制作年：2021年／制作国：日本
監督：土井裕泰／出演者：菅田将暉、有村架純
【作品紹介】「東京ラブストーリー」「最高の離婚」「カルテット」など数々のヒッ
トドラマを手がけてきた坂元裕二のオリジナル脚本を菅田将暉と有村架純の
主演で映画化。坂元脚本のドラマ「カルテット」の演出も手がけた、「罪の声」「映
画�ビリギャル」の土井裕泰監督のメガホンにより、偶然な出会いからはじまっ
た恋の5年間の行方が描かれる。
©2021『花束みたいな恋をした』製作委員会

「花束みたいな恋をした」 
①② 親子で楽しむ2日間

上映時間：58分／監督：川又�浩／声の出演：野沢雅子、戸田恵子��ほか
【作品紹介】「アンパンマン」テレビシリーズ第一話「アンパンマン誕生」を
ベースにした物語と、タヌキの母親と人間の子どもとの親子のきずなを
描いた短編「ハルのふえ」の2本立て。

「やなせたかしシアター
アンパンマンが生まれた日／ハルのふえ」 

「アンパンマンが生まれた日」©やなせたかし/�フレーベル館・TMS�・NTV
©やなせたかし/�TMS
「ハルのふえ」©やなせたかし/�TMS

③④ 親子で楽しむ2日間

上映時間：48分／制作年：1997年／制作国：日本
監督：こだま兼嗣／声優：高山みなみ、山口勝平
【作品紹介】園子の家に怪盗キッドからの犯行予告状が届けられた。鈴木家
の家宝の黒真珠“ブラックスター”を狙ったものだ。園子は小五郎に捜査を
依頼する。予告状の暗号を解いたコナンがホテルの屋上で待機すると、目
の前にキッドが現れるが、姿を見せただけで捜査を指揮する警部の手に再
度の予告状を残して忽然と消えてしまう。
©�青山剛昌／小学館･読売テレビ･TMS�1996

「名探偵コナンTVスペシャル コナンVS怪盗キッド」 
センサリー

フレンドリー
上映あり

申込み

上映後に
トークショー

あり

バリアフリー
日本語字幕・

音声ガイド付き。
吉本興業所属芸人に

よる前説あり

乳幼児用スペースあり
ベビーカー置き場あり

分身ロボット
「OriHime」による

接客あり

無料・申込制

※�土足禁止

【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10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。

10月施設休館日のお知らせ
施 設 日にち

麻布区民センター 24日（月）��※22（土）・23（日）は17:00閉館
赤坂区民センター 16日（日）
芝浦港南区民センター 31日（月）��※29（土）・30（日）は17:00閉館
台場区民センター 10日（月・祝）
高輪区民センター 10日（月・祝）・17日（月）
健康増進センター
（ヘルシーナ） 16日（日）

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 新宿文化センター　大ホール

【日　時】�11/26（土）16:00開演（15:00開場）
【編曲：指揮】�御法川雄矢
【管弦楽】�ロイヤルチェンバーオーケストラ
【GUEST】�1966カルテット　テノール：佐野成宏
【Specialトーク】�高嶋弘之　　【ナビゲーター】�笠井美穂
【選　曲】�高嶋弘之、松浦梨沙（1966カルテット）
【対　象】�Kissポート会員限定
【チケット】�S席：4,900円（定価6,500円）

※10枚限定、お一人様4枚まで。
※�当日は検温と消毒を実施いたします。検温で37.5度以上が検出されたお
客様はご入場をお断りする場合がございます。

※�車椅子スペースをご希望のお客様は座席指定券をご購入のうえ、下記の問
い合わせ先までご連絡ください。

※劇場内ではマスクのご着用をお願いいたします。
【申込み】�KissポートWeb予約サイト
【申込期間】�10/6（木）～10/25（火）
【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：（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。

高嶋弘之プロデュース
「THE Beatles Classic」
オーケストラ特別公演

販売中 伝統文化交流館

笑福亭鉄瓶 芝浦寄席　ノンフィクション落語

【日　時】�10/23（日）
15:30開演（15:00開場）※17:30頃終演予定

【出　演】�笑福亭鉄瓶
【対　象】�どなたでも　　【定　員】�80人（抽せん）
【チケット】�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】�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】�10/12（水）必着
【その他】�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。

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」

2022年9月10日（土）に港区・天現寺にて実施したコンサート
映像です。

【公開期間】�2022年10月中旬予定
【出　　演】�国立音楽大学学生による金管五重奏
【曲　　目】�ウエストサイドストーリー組曲、

「となりのトトロ」メドレー　ほか

音楽のさんぽ道
～国立音楽大学学生によるコンサート～

K新発売 赤坂区民センター　区民ホール

みなと毎月落語会
「春風亭一之輔 独演会」
【日　時】�1/30（月）

19:00開演（18:30開場）※21:00終演予定
【出　演】�春風亭一之輔
【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】�10/11（火）
［主催］（株）立川企画　［特別共催］Kissポート財団

K

好評発売中　10/18（火）   立川談笑・柳家三三 二人会
12/5（月）   白鳥・彦いち・白酒 三人会

2022（第41回）
みなと区民まつり
ご来場にあたり

令和４年10月8日（土）・9日（日）、10日（月・祝）
に開催を予定している「2022（第41回）みなと
区民まつり」は、予定通りに開催いたします。な
お来場するにあたっては以下の点のご協力をお
願いします。
①�事前に検温を実施し、37.5度以上の発熱また
は体調不良があれば、来場をお控えください。
また会場でも検温を実施し、37.5度以上の発
熱の場合、入場をお断りする場合がございます。

②�会場内ではマスクの着用と手指消毒の徹底、
ソーシャルディスタンスをとるようお願いし
ます。

③�飲食をする場合、指定の飲食可能エリアでお
願いします。その際、マスクを外しての会話
や長時間の滞在はお控えください。

④�環境にやさしいみなと区民まつりを実現する
ため「エコバッグ」の持参をお願いします。

みなと区民まつり
【日　時】 10/8（土）11:00～17:00

9（日）10:00～16:00
【場　所】 芝公園一帯

みなと区民スポーツ・体育祭
【日　時】 10/10（月・祝）9:15～16:30
【場　所】 みなとパーク芝浦一帯

【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

「ザ・ビートルズ」デビュー60周年を飾るフル
オーケストラコンサート！
国内担当ディレクター高嶋弘之が公演をプロ
デュース。
秘密を語るSpecialトークやお宝グッズのロ
ビー展示もあり、ザ・ビートルズファン必見、
必聴の記念コンサートです。

Kissポート財団
公式チャンネル

から
ご覧ください。

当財団HPをご覧ください！

★「ノンフィクション落語」とは� � ★�落語を制作される過程での苦労話
★「生きた先に」を制作しようと思ったきっかけ� ★「生きた先に」というタイトルをつけた理由
★�このお題を通して伝えたいこと� � ★�読者に向けてメッセージ

…といった師匠へのインタビューを、Kissポート財団のホームページ「ふれあいコラム」で
ご覧いただけます。右の二次元バーコードからご覧ください。 ふれあいコラム

鉄瓶師匠に聞きました…。

©佐藤�浩

【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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