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　区では、敬老の日を含む９月を「みなとほほえみ月間」と名付けています。

　多くの高齢者の皆さんに、区内各所に楽しんでお出かけいただくため、 

さまざまな催しを企画しています。

　この機会に、ぜひお出かけください。
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往復はがき（各事業1人1枚まで）に、⑴希望事業
名⑵住所⑶氏名（ふりがな）⑷年齢⑸電話番号⑹各
事業特記事項を明記の上、各事業応募締切まで
に、〒105－8511　港区役所高齢者支援課高齢
者福祉係へ。
※�申し込みの際には、摩擦熱等の温度変化で筆跡が消えるボー
ルペン等の使用をお控えください。

｢応募はがきの書き方｣

　高齢者の皆さんが、参加者同士の交流を深めながら、いき
いきと健康的に文化・芸術に接するきっかけづくりとして、
身近な区内のミュージアムを歩いて巡るツアーを開催します。
　今回は「放送」がテーマです。放送の発祥の地である愛宕山
のＮＨＫ放送博物館で、ラジオ放送の誕生から、今日のデジ
タル時代に至る放送の歴史を学びます。今年はテレビ放送開
始60年。放送が伝えてきたニュースや番組等懐かしい思い出
をたどってみませんか。
　放送について学んだ後は、東京タワーまで約1㎞ウオーキ
ング。関東の放送を支えた総合電波塔である東京タワーに実
際にのぼってみましょう。

問い合わせ
高齢者支援課高齢者福祉係� ☎3578－2395
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観劇特別割引鑑賞観劇特別割引鑑賞

20人（抽選）定　員

8月23日（金・必着）応募締切

8月30日（金）までに、申込者全員に返信はがきで
通知します。

抽選結果の連絡

60歳以上の区民対　象

700円費　用

参加人数（原則１人。ともに60歳以上の夫婦の申し込み
は、２人１組で申し込み可）。
※�夫婦で申し込みの場合は２人とも氏名・年齢を明記して
ください。

特記事項

8月23日（金・必着）　 8月30日（金）までに、申込者全員に返信はがきで通知します。応募締切 抽選結果の連絡

９月12日（木）午後１時～４時40分
※雨天の場合は行程を一部変更して実施します。

と　き

～ 放送のふるさと テレビの思い出と東京タワーツアー ～

出掛けませんか歩いて学んで楽しむ
ゆうゆう ミュージアム巡り

受信契約第１号のテレビ

往復はがき
申し込み共通事項

　新橋演舞場「九月大歌舞伎」
昼の部は、流麗な台詞溢れる
真山青果の代表作「元禄忠臣
蔵」、男と女の二人で踊る華や
かな「男女道成寺」、大胆不敵
で憎めない悪ぶりが魅力の爽
快活劇「天衣紛上野初花」です。
　新歌舞伎・舞踊・世話物と
いった幅広い演目をお楽しみ
ください。

一　元禄忠臣蔵（げんろくちゅうしんぐら）
　　　御浜御殿綱豊卿
　　　　徳川綱豊卿：三津五郎/富森助右衛門：橋之助 他
二　男女道成寺（めおとどうじょうじ）
　　　　白拍子桜子実は狂言師左近：橋之助/白拍子花子：孝太郎
三　天衣紛上野初花（くもにまごううえののはつはな）
　　　河内山　
　　　上州屋質見世より松江邸玄関先まで
　　　　河内山宗俊：幸四郎/松江出雲守：翫雀 他

「九月大歌舞伎」について詳しくは、歌舞伎公式総合サイト「歌舞伎
美人（かぶきびと）」のホームページをご覧ください。
http://www.kabuki-bito.jp/theaters/shinbashi/

―昼の部―
坂東三津五郎松本幸四郎

　日本演劇界で未到のロングラン記録を伸ばし
つづける、劇団四季「ライオンキング」東京公演。
ジャワの仮面劇や文楽の人形遣いの技法を採り
入れた、前衛芸術家ジュリー・ティモアの圧倒
的な造形に、エルトン・ジョンの曲とティム・ラ
イスの詞が生命を吹き込む、想像を超えた体験
をこの機会にどうぞ。

四季劇場「春」（海岸1－10－48）ところ

9月22日（日）　　　午後1時開演
9月23日（月・祝）　午後1時開演

と　き

※�当選者の住所・氏名・電話番号を劇団四季に提供し、
劇団四季からチケット代金の請求書をお送りします。

※�当選者の住所・氏名・電話番号を新橋演舞場に提供し、新橋演舞場（ＣＮプレイガイド）からチ
ケット代金の請求書をお送りします。�

S席9800円を4900円に割り引きます。割引内容

新橋演舞場（中央区銀座6－18－2）ところ9月20日（金）　午前11時開演
9月21日（土）　午前11時開演

と　き

1等Ａ席1万5000円を6000円に割り引きます。割引内容

ミュージカル

各日15人（抽選）定　員60歳以上の区民対　象

⑴希望公演名⑵希望日⑶チケット希望枚数（原則１枚。ともに60歳以上の区民の同伴者がいる場合に限り２枚まで希望可）
※2枚希望の場合は、同伴者の住所・氏名・年齢も併せて明記してください（申込後の枚数変更不可）。

特記事項

9月28日（土）　❶午後1時開演❷午後4時開演
9月29日（日）　❸午後1時開演❹午後4時開演

と　き

60歳以上の区民とその同伴者１人（計2人）まで
※同伴者の年齢要件なし

各回5組10人（抽選）　
※一般募集は広報みなと8月11日号8面をご覧ください。

対　象

定　員

9月12日（木・必着）応募締切

協　　力

⑴参加人数（2人まで）
※2人１組で申し込む場合は2人とも住所・氏名を明記してください。
⑵希望作品名（❶～❹のいずれか1作品）

Kissポート財団

特記事項

© 2012 Desen International Media Co., Ltd

2012/中国語/104分

© Rapsodie Production/ Cité Films/ France 3 
Cinéma/ Madeleine Films/ SoLo Films

2012/フランス語、ヘブライ語、アラビア語、英語/105分

© 2012 NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION 
OF KOREA & SOUTH PARK FILM All Rights Reserved.

2012/韓国語/107分

© 2013 MAISIE KNEW, LLC. ALL Rights Reserved.

2012/英語/99分

区民バンド「シーサイド・ブリーズ」ジャズコンサートご招待

第26回東京国際映画祭 プレイベント上映会にご招待
東京国際映画祭を始め各国の映画祭で絶賛された作品と、
この秋ロードショーの新作映画を上映する「東京国際映画祭プレイベント上映会」にご招待します！

『老人ホームを飛び出して（仮題）』
❶ ❷ ❸ ❹

『もうひとりの息子』 『未熟な犯罪者』 『What Maisie Knew（原題）』

　老人ホームで暮らす仲間た
ちがおんぼろバスで大脱走!?
　疎遠になった家族、老いへ
の不安…さまざまな問題を抱
えながら、彼らがめざすは仮
装大賞！世界各国の映画祭で
観客を笑いと涙で包み込んだ
ハートフルストーリー。

　何年も愛情を注いで育て
て来た我が子は、他人の子
だった。出生の際の取り違
えによって、アイデンティテ
ィが揺さぶられるイスラエ
ルとパレスチナ二つの家族。
愛情と憎しみの狭間で、二
つの家族はどんな選択をす
るのだろうか。

　少年が祖父を失い、天涯孤
独の身となろうとする時、死
んだはずの母親が現れる。彼
女は17歳の時に彼を産み、逃
げたのだった…。未熟すぎる
母親と大人になれない少年の
せつない関係を、瑞々しさ溢
れる役者の魅力を得て繊細に
綴
つづ

った親子の物語。

　アートディーラーの父とロック
歌手の母が離婚。
　気まぐれな2人に翻弄される6
歳のメイジーに手を差し伸べた
のは、それぞれの新しいパートナ
ーだった。自分の居場所を求めて
歩き続けたメイジーが最後に選
んだ答えとは―。「キッズ・オー
ルライト」の制作陣が贈る、感動
のヒューマン・ドラマ。

平成25年（2013年）8月11日

みなとほほえみコンサートみなとほほえみコンサート

　「シーサイド・ブリーズ」は、平成７年・８年に開催された「ビッグバンド養成講座」の参加メンバーを
母体に、平成９年から高輪コミュニティ・ジャズ・オーケストラ「シーサイド・ブリーズ」として自主活
動を開始した区民バンドです。
　モダンジャズのスタンダード・ナンバーからスウィング、
ラテン、コンテンポラリー作品まで幅広いレパートリーでビッ
グバンドの可能性を追求しています。
　高輪区民センターに拠点をおき、「みなとほほえみコンサー
ト」の他、同ホールでの高輪ジャズ・ライブや、その他港区関
連行事等で豊かなビッグバンド・サウンドの演奏を提供する
ことを通じて、幅広い地域貢献をめざし活動しています。
代表堤丈晴さんのメッセージ
　「私たちは港区の皆さんに育てていただいたバンドです。毎
年このみなとほほえみコンサートのステージで演奏させてい
ただけることを、一同たいへん楽しみにしています。是非、
ご来場ください。」

120組（抽選）定　員

9月28日（土）午後2時～4時と　き

高輪区民センター区民ホールところ

※同伴者の年齢要件なし
60歳以上の区民とその同伴者1人（計2人）まで対　象

特記事項 ①参加人数（２人まで）
※2人１組で申し込む場合は、2人とも住所・氏名を明記してください。
②リクエスト曲１曲（特にない場合は未記入で結構です）
9月12日（木・必着）応募締切

9月１６日（月・祝）は
公　衆　浴　場

高齢者無料開放デー
です

　９月16日（月・祝）
は敬老の日です。
　港区の公衆浴場で
は、敬老の日の当日
を、65歳以上の人が
無料で入浴いただける「公衆浴場高齢
者無料開放デー」としています。
　皆さんのご利用を心よりお待ちして
います。

表
浴場名 ところ

万才湯 芝５－23－16
玉菊湯 白金３－２－３
アクアガーデン三越湯 白金５－12－16
麻布黒美水温泉竹の湯 南麻布１－15－12
南青山　清水湯 南青山３－12－３
ふれあいの湯
※９月17日（火）は振替休業 芝２－２－18

65歳以上の区民

表のとおり
対 象

ところ

問い合わせ

保健福祉課福祉活動支援係 ☎3578-2381 9月20日（金）までに、申込者全員に返信はがきで通知します。抽選結果の連絡

9月20日（金）までに、申込者全員に返信はがきで通知
します。

抽選結果の連絡

3 ☎3578–2111（区役所代表）

10月シネスイ
ッチ銀座他全
国順次公開！

みなとほほえみ月間特集号

昨年のみなとほほえみコンサートの様子

ライブ演奏の様子
photo by naohiro ando

赤坂区民センター区民ホールところ
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港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。
この広報紙は、古紙を利用した再生紙を使用しています。

　高齢者に敬意を表し、
長寿と健康を祝うため、
「長寿を祝う集い」を開催
します。

９月15日現在、75歳以上の区民
9月4日（水）
⑴午前の部：午前10時～11時55分　
　芝・高輪地区総合支所管内在住者
⑵午後の部：午後1時30分～3時25分
　�麻布・赤坂・芝浦港南地区総合支所
管内在住者

東京プリンスホテル２階鳳凰の間
（芝公園３―３―１）
※�平成24年度と会場を変更して開催します。
式典・芸能・老人クラブの皆さんによ
る演芸
※�対象者には、招待状を郵送しますので、
当日必ずお持ちください。

　高齢者に敬意を表し、長寿
と健康を祝うため、対象とな
る人に寿商品券またはお祝い
品と花束を贈呈します。

　表2 に該当する区民

寿商品券
　８月16日（金）～９月15日（日）頃に、民生委員・児童委員または区職員
等が本人へお届けします。
お祝い品および花束
　民生委員・児童委員がお届けするカタログから選んだお祝い品と花束
を、委託業者が配送します。また、９月15日現在100歳の人（希望する人
の中から３人程度）には、武井雅昭区長が直接訪問してお祝い品と花束を
贈呈します。

※�スマイル商品券は、港区商店街振興組合連合会・港区商店街連合会が
発行・販売している港区内共通商品券です。区内約1500店舗と230医
療機関で利用できます。

　やきそば・わたあめ
等の模擬店や各種催し
物が行われる楽しいお
祭りです。高齢者の皆
さんはもちろん、地域
の皆さんも、ぜひご参
加ください。

区民
９月９日（月）午前10時～午後３時
南麻布いきいきプラザ
模擬店 : 午前11時30分～午後2時30分
健康セミナー : 午前10時～11時
介護予防健診 : 午前11時～午後１時
麻布地区で活動されている自主グループによる催し物 : 午後１時～３時
当日直接会場へ。　

全国の強豪社会人ラグビーチームが集結！
　日本ラグビー最高峰リーグ「ジャパンラグビー�トッ
プリーグ」は、全国より16チームがリーグ戦・プレー
オフトーナメントを戦い、日本一をめざすものです。
　毎節ごとに８試合が開催され、港区秩父宮ラグビー
場では８月30日（金）開幕戦より熱戦のキックオフとな
ります。「みなとほほえみ月間」では、開幕戦から第４
節までの試合（リーグ戦）にご招待します。　   「みなとほほえみ月間」招待対象日

試合日程 時間 対戦カード

第1節
8月30日（金） 午後7時 サントリーサンゴリアス VS NTTコミュニケーションズシャイニングアークス

8月31日（土） 午後5時 リコーブラックラムズ VS コカ・コーラウエストレッドスパークス
午後7時 東芝ブレイブルーパス VS キヤノンイーグルス

第2節
9月6日（金） 午後7時 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス VS NECグリーンロケッツ

9月7日（土） 午後5時 クボタスピアーズ VS 近鉄ライナーズ
午後7時 キヤノンイーグルス VS パナソニック�ワイルドナイツ

第3節 9月13日（金） 午後7時 リコーブラックラムズ VS キヤノンイーグルス
9月14日（土）※ 午後7時 NECグリーンロケッツ VS サントリーサンゴリアス

第4節
9月27日（金） 午後7時 リコーブラックラムズ VS 東芝ブレイブルーパス

9月28日（土） 午後5時 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス VS トヨタ自動車ヴェルブリッツ
午後7時 NECグリーンロケッツ VS NTTドコモレッドハリケーンズ

詳しくは、ジャパンラグビー トップリーグホームページをご覧ください。　http://www.top-league.jp/

昨シーズンＭＶＰ  ジョージ・スミス選手

昨シーズンチャンピオン　サントリーサンゴリアス

にご招待

寿商品券（スマイル商品券※）等を贈呈します
長寿を祝う集い

60歳以上の区民とその同伴者1名（計
2名）まで
※同伴者の年齢制限はありません。
「みなとほほえみ月間」招待対象日
（表1参照）
※受付は試合開始１時間前から
秩父宮ラグビー場（北青山2－8－35）
本広報紙「みなとほほえみ月間特集
号」を持参し、当日直接会場へ。
※�港区特別招待受付で本広報紙、住所・
年齢の分かる証明書（保険証・運転免
許証・パスポート等）を確認させていた
だきます。確認後に招待券と引き換え
ます。

Ｋｉｓｓポート財団
（公財）日本ラグビーフットボール協会
港区スポーツまちづくり担当
� ☎3401－3289

　（公財）日本ラグビーフットボール協会から
高齢者の皆さんを日本ラグビー最高峰リーグ
「トップリーグ」に無料でご招待します。

トップリーグ観戦
ジャパンラグビー

麻布地区地域交流フェスティバル

高齢者支援課高齢者福祉係
☎３５７８―２３９６問い合わせ

南麻布いきいきプラザ　☎５２３２－９６７１問い合わせ

　   対象となる生年月日および商品券金額
対象（9月15日現在） 生年月日 金額

70歳（古希） 昭和17年9月17日～昭和18年9月16日 5000円
77歳（喜寿） 昭和10年9月17日～昭和11年9月16日 1万円
80歳（傘寿） 昭和7年9月17日～昭和8年9月16日 1万5000円
88歳（米寿） 大正13年9月17日～大正14年9月16日 2万円
90歳（卒寿） 大正11年9月17日～大正12年9月16日 2万5000円
99歳（白寿） 大正2年9月17日～大正3年9月16日 3万円

100歳以上（上寿） 大正2年9月16日以前に生まれた人 お祝い品・花束
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◆各総合支所区民課保健福祉係◆　芝地区☎3578－3161　麻布地区☎5114－8822
赤坂地区☎5413－7276　高輪地区☎5421－7085　芝浦港南地区☎6400－0022

表1

各総合支所区民課保健福祉係　☎欄外参照問い合わせ

※ 港区に本社のあるチームの対戦日を「港区ＤＡＹ」とし、勝利チームには区長杯を贈呈します。




