
港まちづくり協議会ニュース 
第６３号 （平成２３年１０月１１日発行） 

「海賊キッドの秘宝を探せ！」開催！ 

提案公募によるまちづくり事業〈第1期〉  

企画・運営   西築地路地裏遊びの会   

■日程：平成23年10月30日（日） 
■時間：9：30～15：00  

■会場：西築地小学校体育館 

      商店街など 西築地学区一帯 

■参加費：無料 

※詳細はチラシをご覧ください。 

 ♦お問合せ先：日本独楽博物館内 藤田 

          TEL:052－661－3671 

海賊に変身して町中を探検！ 

昨年の「世界の遊び」の様子 

今回も様々な遊びを体験できます！ 

 みんなで海賊に変身して、小学校の体育館をはじめ、商店街、
神社、公園など、町中をフィールドに宝探しを繰り広げます。 

 暗号を解読したり、呪文を唱えて身を守ったりしながら、海賊
チーム同士で秘宝探しを競います。 
 また、西築地小学校の体育館には世界の様々な遊びも登場！ 

 たくさんの遊びの体験と探検を満喫できる一日、ご家族でご参
加ください！ 

『まちの遊び場へ行こう！（後期）』が始まります。 

継続的まちづくり事業  

企画・運営   ＮＰＯ法人みなと子育ているかねっと   

 毎回好評の企画「まちの遊び場へ行こう！」が後期も始まります。こどもたちの遊び場としてだけでなく、
お母さん同士の交流の場としても好評です。ご家族やお友達とご一緒に、ぜひお出かけください！ 

■開催日時 ： 平成23年10月～平成24年2月（第2・4水曜日） 10：00～11:45  

■会場 ： 名古屋港湾会館 第3会議室 （第5回のみ西築地コミュニティセンター） 
      ※内容によって異なる場合もありますので、チラシ・HPでご確認ください。 

■参加対象 ： 未就園児とその保護者およびその家族 

■参加方法 ： 下記の必要事項を「いるかねっと事務局」までお知らせください。※参加費無料 

         ①保護者氏名 ②お子さんの名前 ③年（月）齢 ④電話番号 ⑤お住まいの学区 

                      【いるかねっと事務局】 TEL / 080-3065-9957 FAX / 052-654-3900 

                                                           E-mail / iruka-net.20037@c.vodafone.ne.jp 

楽しい遊びがもりだくさん！ 

①10/12減災教室  ②10/26手作りおもちゃ ③11/9クリスマスリースづくり ④12/14ピノキオ（劇） 
⑤1/11お餅つき    ⑥1/25リトミック              ⑦2/15 Infant English         ⑧2/22 おもちゃ図書館 



 第68回港まちづくり協議会（平成23年9月27日開催）において本審査を行いました。審査の結果、
ご応募いただいた全9事業のうち、以下の8つの事業の委託が決定しました。 
 次ページにて、3事業の詳細を掲載しています。合わせてご覧ください。  

第2期募集の委託団体が決定しました！ 

〔申請者〕みなと・みなみ日本語の会 

『作ってみよう外国の料理・聞いてみよう外国の家族生活 Ⅱ』 
第1期でも開催され、好評だった企画です。今回も日本に住む外国人の方を講師に、各国のお菓子
を中心とした簡単なお料理を教えていただき、暮らしのこと等についてお話を伺います。 

〔申請者〕ＮＰＯブリッジパソコンサポート 

『ゆっくり学ぶパソコン講習 入門編2 及び 継続編』 
第1期でも開催され好評だったため、今回は入門編に続いて、更にスキルアップを目指す継続編が
充実。60歳以上の方を対象に、一人ひとりのレベルに合わせた講座となっています。 

〔申請者〕防潮壁メモリアル実行委員会 

『防潮壁の修景事業』 

江川線西側、旧港湾会館北側の防潮壁に、西築地小学校の５・６年生がアーティストと協働で壁画
を描く企画です。防潮壁という港まちならではの構築物を修景することで港まちの魅力づくりを目指し
ます。 

〔申請者〕みなとまちの魅力伝え隊 

『みなとまちの魅力をかかげよう！ ～照らす・伝える・広がる～』 

名古屋港の玄関口である築地口から、地域の魅力を発信する企画。おすすめスポットをプリントした
フラッグを街路灯に取り付け、パンフレットとともに港まちの魅力を紹介し、そのスポットを巡るまちあ
るきイベントを開催します。 

〔申請者〕健康づくり・癒し呼吸体操（練功十八法） 

『癒し呼吸体操と食事をとおした健康づくり』 

昨年度も実施され、好評だった呼吸体操の教室に食事についての講座が加わり、健康な体づくりに
ついてより充実した内容となっています。健康体操と長寿食をテーマとした講演会も開催。 

〔申請者〕築地ＶＯＩＣＥ ＯＦ ＷＡＶＥ 

『築地ＶＯＩＣＥ ＯＦ ＷＡＶＥゴスペル教室 平成23年度ファイナルコンサート』 

現在開催中のゴスペル教室の参加者の方々の発表会をポートハウスで開催。地域の魅力ある場所
でコンサートを行うことで、賑わいづくりに貢献します。 

〔申請者〕絆 

『〈港から文化を発信〉みなとカルチャーナイト』 

絆だけでなく、地元で活動している文化サークルや伝統芸能の団体が一堂に会して、ポートハウス
でコンサートを開催します。地域の多世代の交流、賑わいづくりに貢献します。 

〔申請者〕築地口商店街振興組合 

『2011 セーラーズ・クリスマスウィーク』 
築地口商店街で8日間にわたるイベントを開催。オープニングには子どもたちの玉入れや、ステージ
発表など様々な催しを行い、地域の方の活動を発表する学区民ギャラリーを期間中常設します。 

※詳細については、港まちづくり協議会のＨＰや、今後配布される各事業のチラシをご覧ください。 



企画・運営   健康づくり・癒し呼吸体操（練功十八法）   

魅力的な事業が続々と始まります！ 

 昨年度も実施され好評だった企画です。呼吸体操と食事についての講義を組み合わせた内容の教室
と、専門家である永田晟先生をお迎えし、「健康体操と長寿食による健康の秘訣」と題した講演会が開
催されます。 

★実施概要（予定） 

教室 11月7日～ 
12月5日迄  
毎週月曜日 

西築地 
コミュニティセンター 

健康づくり癒し呼吸体操 
健康づくりのための食事の調理実演と試食 
（全5回） 

講演会 11月5日（土） 港湾会館 会議室 「健康体操と長寿食による健康の秘訣」 

■参加費：いずれも無料 

お申込み・お問合せ先  健康づくり・癒し呼吸体操（練功十八法） ＴＥＬ：052-651-2034 

『癒し呼吸体操と食事をとおした健康づくり』 

『ゆっくり学ぶパソコン講座 入門編及び継続編』 
企画・運営  ＮＰＯブリッジパソコンサポート   

■日程：平成23年10月～平成24年1月の土曜日   

■時間：コース毎に異なります（詳細はチラシをご覧ください） 
■会場：みなとハウス（西築地コミュニティセンター隣） ■参加費：無料 

 第1期で開催され好評だった企画に、継続編が加わり、更に充実した内容になっています。入門講座
は前回に引き続き、初めての方がゆっくり繰り返し学べる内容です。継続講座は、町内会の活動の資料
作成等にも役に立つような内容となっています。 

お申込み・お問合せ先  NPOブリッジパソコンサポート ＴＥＬ：052－253-7234（平日10:00~17:30） 

入門講座 パソコンの基礎、ハガキづくり、インターネットやメールの使い方 等 

継続講座（3コース） ワードコース、エクセルコース、インターネットコース 

★実施概要（予定） 

『作ってみよう外国の料理・聞いてみよう外国の家族生活 Ⅱ』 
企画・運営   みなと・みなみ日本語の会   

お申込み・お問合せ先   

 みなと・みなみ日本語の会  

 ＴＥＬ：052-253-7234（平日10:00~17:30） 

 日本に住む外国人の方を講師に、お料理を教えてもらい、それぞれの国の生活についてお話を聞く会
です。今回は、主に簡単に作れるお菓子を教えていただきます。 

■日程：平成23年10月～ 

                   平成24年1月の第４土曜日（予定） 
■時間：10：30~13:00または13:00～15:30 （予定） 
■会場：みなとハウス（西築地コミュニティセンター隣） 
■参加費：無料 

★実施概要 全4回 （予定） 

料理やお茶 お話 

スリランカティーと 
スリランカのおやつ 

スリランカの衣食住 

中国の手作り餃子とお茶 中国の家族生活 

ベトナムコーヒー、 
ベトナム風サンドイッチ 

ベトナムの子どもの 
生活等 

ブラジルのコーヒーと 
ブラジルのパン 

ブラジルでの手作り 
生活 

提案公募によるまちづくり事業〈第2期〉 



＜お問い合わせ先＞ 受付時間 ： 平日9：00～18：00 
港まちづくり協議会事務局  〒455-0037 名古屋市港区名港1-14-23 コーラルまるさんビル2階 Ｄ号室 
電話：052-654-8911  FAX：052-654-8912  Eメール：i n f o @ m i n a t o 5 5 . j p  
★上記の事務局に会議資料を設置し、どなたでも閲覧できるようにしています。 
★港まちづくり協議会の情報は、インターネットでも見ることができます。 
  ホームページ  h t t p : / / w w w . m i n a t o 5 5 . j p /  

□港まちづくり協議会では、ボートピア名古屋設置に伴い競艇を施行する自治体（蒲郡市など）から名古屋市に交付される

「環境整備協力費」を財源とする「港まち活性化事業補助金」を用いたまちづくり事業を、住民と行政との協働により検討・実

施しています。協議会の委員は、西築地学区連絡協議会・築地口商店街振興組合・ポートオブナゴヤ商店街振興組合から

の推薦を頂いた方々と名古屋市の職員で構成されています。 

□港まちづくり協議会の会議は誰でも傍聴できます。傍聴のルール、会議の開催日や会場など詳しくは下記の協議会事務局

までお問い合わせください。 

 第６６回会議   日時：平成２３年６月２０日   午後６時３３分～午後８時３１分   

１．平成23年度提案公募による夏のイベント事業本審査について 

  ○応募のあった2団体の本審査を行い、2事業を委託事業として決定しました。 

    【委託決定事業】 
     ①〔申請者〕地蔵盆実行委員会        〔事業名〕夏休み！地蔵盆まつりだよ！！みんなで、踊るのだぁ~ 

     ②〔申請者〕カルシウムカンパニー      〔事業名〕遊びの創庫 [アジト2011] 

２．情報誌について 

  ○「平成23年度港まち紹介情報誌（案）」について説明が行われ、審議の結果、これまでの小冊子の形態から、地域で 

    起きていることや情報、港まちづくり協議会の事業などを、時間を追って紹介する地域瓦版のような情報誌へと転換 

    し、体裁はタブロイド版とすることが承認されました。 

  ○タブロイド版だけではなく、それらの情報をまとめ、保存版として冊子化する案を検討することとなりました。 

３．冬のイベント事業について 

  ○「平成23年度冬のイベント事業（案）」について説明が行われ、審議の結果、樹木イルミネーションの点灯と参加型企 

    画を実施することが承認されました。 

  ○参加型企画について、昨年度の成果と課題を考慮しながら、具体化を進めることが確認されました。 

４．その他 

  ○事業計画作成部会について、公募部会員には4名の応募があり、運営会にて審査・承認されたことが報告されました。 

 日本に住む外国人の方を講師に迎え、その国のお料理を教えてもらいみんなで作る料理教室と、それ
ぞれの国の生活や文化についてお話を聞く会を開催しました。 
 スリランカやペルーなど、4ヵ国の講師が登場。色々な国の家庭料理を教えていただけるということで、
毎回大好評でした。食事を味わいお話を聞くことで、よりそれぞれの国を身近に感じる機会となったので
はないでしょうか。 
 提案公募によるまちづくり事業、第2期の事業でも開催されますので、お楽しみに！ 

提案公募によるまちづくり事業〈第1期〉  

企画・運営   みなと・みなみ日本語の会   

■日程：平成23年7月～10月（全4回） 
■時間：10：30~13；30 

■会場：みなとハウス 

様々な国のお料理とお話を楽しみました。 

「作ってみよう外国の料理・聞いてみよう外国の家族生活」 
                               が開催されました 

スリランカの回、 

スパイスを使った本格カレー 

ペルーの回、 

ココナッツのお菓子と 

煮込み料理 


