今月の事業のお知らせ
高輪地区の地域ネットワークを高輪区民センター拠点に構築！！

輪い輪いまつり開催
日

時：11 月 11 日(土) 10:00～18:00
(※10:00～10:50、15:30～16:30 は[あっぷリング舞台発表]となります)
11 月 12 日(日) 10:30～18:00

会

場：高輪区民センター(※展示部会は、２階 展示ギャラリー)

1 日目

音楽部会発表

時間

グループ名

10:00～10:50

あっぷリング舞台発表

1 階 区民ホール
演目

11:10～11:30

高輪ハッピーママーズ

ゴスペル

11:30～11:50

麻布けいおん

オリジナル軽音楽曲演奏

11:50～12:10

キスポート

ティンカーベル

12:10～13:00

ハンドベル

休憩

13:00～13:20

ミュージック

13:35～13:55

明治學院大學應援團

チアリーディング

13:55～14:15

あかさか軽音楽愛好会

金管アンサンブル演奏

14:15～14:35

すいれん＆ヴォーチェ・アミーチ

声楽・ソロ重唱

14:35～14:55

東京コーモド室内アンサンブル

室内アンサンブル

14:55～15:15

節栄会

民謡(三味線・胡弓)

15:30～16:30

アソシエーション

オブ

ミナト

リコーダーアンサンブル

あっぷリング舞台発表

16:35～16:55

みなとジュニアアンサンブル

小中学生中心の弦楽合奏

16:55～17:15

みなと弦楽合奏団

大人の弦楽合奏

17:15～17:35

バンドワゴン

ビックバンド演奏

17:35～17:55

Jazz Crazy Orchestra

ビックバンド演奏

2 日目

舞台部会発表

1 階区民ホール

時間

グループ名

演目

10:40～11:00

音楽サークルひまわり

歌・楽器演奏

11:15～11:35

慶應義塾大学應援指導部

チアリーディング

11:40～12:00

近代文学研究会

朗読

12:10～12:30

みなと地唄舞日本舞踊サークル

地唄舞

12:35～12:55

チアダンス Alpha

チアダンス

12:55～13:40

休憩

13:40～14:00

ナウパカフラサークル

フラダンス

14:00～14:40

こばとバレエ会 / リトルバレリーナ

クラシックバレエ

14:50～15:10

クーリケ･ピカケ・フラオハナ

フラダンス

15:10～15:50

COMPAGNON du BALLET

クラシックバレエ

エコール・ド・バレエ「Etude」

クラシックバレエ

16:00～16:40

エトレンヌバレエスペース白金
＆みなと高輪混声合唱団
エトレンヌバレエスペース白金

クラシックバレエと
合唱のコラボ
クラシックバレエ

16:50～17:10

ハーラウ・マウナ・ラニ

フラダンス

17:10～17:50

下村バレエ会 / 高輪バレエ会

クラシックバレエ

※団体間に空き時間がある場合は、設営/撤去の為の小休憩となります。

11 月 11 日(土)12 日(日)10 時～17 時

展示部会 2 階展示ギャラリー

グループ名

展示種目

高輪絵画クラブ

油彩画

フラワーアレンジメント

フェアリー

フラワーアレンジメント

こまくさペン字勉強会

ペン字・書道

キリム手織りの会

キリム

ボビンレース(福本

禮子)

ボビンレース・マクラメ

ちいさなピカソ

子供たちの絵・工作

親と子の絵画・造形

子供たちの絵・工作

１１月１２日のフリーイベント

☆無料体験☆
■

特別企画 ロビーミニコンサート♪

※ 抽選限定２０名
（空き状況により当日受付可）

ヴァイオリン：江口史桜
ピアノ

■

：中村淑美

曲目：ツィゴイネルワイゼン/サラサーテ 他
場所

1 階エレベーター前スペース

時間

13:10~13:30

ヨガ（本間恵美先生）

（オブジェ前）

ブレスストレッチ（奥山絹子先生）
場所

３階和室

時間（ヨガ）

10:00~10:50

（ブレス）11:00~12:00

～日中国交正常化 45 周年記念～

中国伝統音楽コンサート
日
料
会
内
曲
出
主

時：11 月 25 日(土) 17:00～18:30(※16:30 開場)
金：入場無料
場：高輪民センター区民ホール
容：モンゴル伝統楽器馬頭琴合奏、モンゴル民族名曲独奏、二胡・古筝・琵琶・竹笛・フル
スなどの独奏及び合奏
目：云之南、将軍令、空山鳥語、蒙古駿馬、他
演：東京華楽坊芸術学校/華楽坊二胡友の会/東京古筝楽団/キッズダンサー(※ゲスト)
催：港区立高輪区民センター

共
後

催：東京華楽坊芸術学校
援：中華人民共和国駐日本国大使館領事部、日本江西総商会、日本海南総商会

港区立区民センター区民ホールの平成 30 年度特例利用申込について
長期の準備等を必要とする行事を予定している団体の特例貸出を受け付けます。
≪利用対象団体≫
（１）区に届出を出した町会または自治会

（２）区が指定する福祉団体

（３）区民センター在住登録団体
≪利用可能日≫
あらかじめ各区民センターで指定した貸出日の中から 2 日を限度とします。
≪申込方法≫
特例申込用利用計画書を、平成 29 年 10 月 1 日(日)～平成 29 年 11 月 30 日(木)午後 8 時までに利用希望
の区民センターの窓口に持参して下さい。
≪結果通知≫
平成 29 年 12 月下旬までに通知します。
≪注意事項≫
（１）特例申込用利用計画書の第 2、3 希望に他区民センターの記入はできません。
（２）決定後のキャンセルは、原則としてお受けできませんのでご注意ください。
（３）決定を受けた団体は、利用日の１か月前までにホール利用計画書等を利用する区民センターへ
提出してください。それらの書類の記載内容によっては利用をお断りする場合があります。
≪問合せ≫
不明点は各区民センターへお問合せ下さい（高輪区民センター：03-5421-7616）

筝・
「２１世紀のスタンス」Part.17

日本の感性２１in Takanawa

2017 年 9 月 3 日(土)

瑞 伽（ずいか）

大盛況で終わりました！！

主催：港区いづみ会

港区いづみ会は、日本伝統音楽で
ある筝曲を国際交流や地域文化の
発展等への貢献を目的として積極
的に活動しています。

共催：港区高輪区民センター
後援：
（公財）港区スポーツふ
れあい文化健康財団、港区教
育委員会、港区音楽連盟

☆筝・チアリーディングコラボ＜さらし風＞は、独自性はもちろんのこと、躍動感あるパフォー
マンスに客席からは、拍手喝采の嵐が巻き起こりました。来年も楽しみにしています♪
出
演：港区いづみ会会員
特別出演：尺八…眞玉和司、難波竹山
賛助出演：港区立麻布小学校コトコトクラブ 港区立麻布小学校卒業生有

ナナチアリーディング

来
年
も
楽
し
み
で
す
♪
★第 52 回チャリティーショー★

明治學院大學應援團｢白金の集い｣
10 月 21 日(土)区民ホールにて。
満員御礼で大盛況の中、終わってしま
うのが名残惜しいほどの熱い会場と
なりました。明學で活躍されるサーク
ル出演・和栗団長をはじめ、ブラスバ
ンド・チアリーディング・リーダー部
公開と、盛りだくさんの内容でした。

披崎る地
露様地域
さの唄で
れ舞舞ご
まが普活
し特及躍
た別協さ
。出会れ
演のて
で花い

CC カフェ開催日程

～港区立高輪区民センターご利用の皆さま～
区民センターご利用･ご来館の方の駐車場のご用意はございません。
公共交通機関をご利用いただくかお近くのパーキングをご利用ください。

日程：11 月 24 日(金)
13:30～16:00
場所：展示ギャラリー前

港区立高輪区民センター
〒108-8581 東京都港区高輪 1-16-25 高輪コミュニティーぷらざ３階
TEL 03-5421-7616 ／ FAX 03-5421-7628

次号は 11 月 25 日(土)
発行予定

E-mail takanawa-kumin@foryou.or.jp
http://takanawa.foryou.or.jp/work.php?id=w079
(指定管理者 社会福祉法人 奉優会)
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