港まちづくり協議会ニュース
第１２１号

（平成２９年６月１０日発行）

開催

平成30年度に向けた事業計画作成部会の開催

創る

事業計画作成部会とは？
協議会委員（もしくは代理）と地域の方から公募する「公募部会員」で構成され、次年度の「名古
屋市に実施を要望する事業」と「港まちづくり協議会の事業計画」を検討する部会です。部会で検
討された内容は、部会案としてまとめ、協議会に提出し、審議・承認します。
「み（ん）なとまちVISION」（平成25年3月作成）をもとに、今年も地域の声やニーズに沿った事業
計画づくりを目指していきます。
平成30年度に向けた事業計画作成の流れ
事業計画作成部会

協議会

検討
●名古屋市に実施を要望する事業
第1回部会：平成29年7月31日(月)18：30～
(場所：港まちづくり協議会事務所)
●港まちづくり協議会の事業計画
第2回部会：平成29年8月21日(月)18：30～
(場所：港まちづくり協議会事務所)

審議・承認
提出

●第120回協議会にて
第1回部会案を審議・承認
●第121回協議会にて
第2回部会案を審議・承認

公募部会員を募集しています！
■応募資格 ：
① 公募開始時に、20歳以上の方で、西築地学区に1年以上在住もしくは在勤であること。
② 地域のまちづくりに関心があり、意欲のある方。
③ 愛知県及び名古屋市の議員または職員でない方。
※なお、港まちづくり協議会に関するオリエンテーションと、全2回の部会に参加できること
が前提となります。
■選
考 ： 港まちづくり協議会運営会による書類選考
■応募方法 ： 「事業計画作成部会公募部会員要綱」をよく読み、必要となる書類を期日まで
に港まちづくり協議会事務局までご郵送ください。
■公募要綱 ： ホームページでご覧いただけます。
（URL： http://www.minnatomachi.jp/ ）
郵送を希望される方は、事務局までご連絡ください。
■応募締切 ： 平成29年6月23日（金）18：00 必着
■郵 送 先 ： 港まちづくり協議会事務局
〒455-0037 名古屋市港区名港1-19-23 Minatomachi POTLUCK BUILDING

開催

みなとまちハーブガーデン

暮らす

お手入れボランティアを募集します

これまでにガーデンプロジェクトでは、西築地学区内に9つのハーブガーデンを作庭してきました。
ガーデンにはミントやローズマリー、セージをはじめとしたさまざまな種類のハーブが育っています。
観賞用として楽しむだけでなく、お茶や料理の隠し味としても使えるハーブの楽しみ方を学びなが
ら、ガーデンのお手入れ作業を一緒に行っていただける方を募集します。ハーブに興味のある方、
おうちでガーデンを作りたい方、ぜひご参加ください。
【主な作業】
摘みたてハーブで
ハーブティーも楽しみましょう！
・ハーブの刈り込み
・雑草抜き
・ハーブの種類を紹介するプレートづくり など
■日

時 ： 毎月第1木曜日、第3土曜日
10:00～11:00
■集合場所 ： 港まちポットラックビル
■参加方法 ： 下記連絡先までお電話ください。
（当日参加も可）
■持 ち 物 ： 動きやすい服装と靴、軍手、水筒など
※7月から活動を始めます。（1回目は7/6（木）です。）
※少雨決行、詳細は港まちづくり協議会までお問い合わせ
ください。 （052-654-8911）

堆肥づくり 参加者募集！！
お家の台所から出た生ゴミを堆肥化する取り組みに参加してくださる方を募集中！出来上がった
堆肥を使って新しくガーデンをつくります。興味をお持ちの方は港まちづくり協議会までご連絡くださ
い（TEL：052-654-8911）。
※参加者にはコンポストバケツをお渡しします。そこに生ゴミを溜めて港まちづくり協議会事務局までお持ちくださ
い。参加者は事務局まで生ゴミを持ち込み可能な方に限ります。予めご了承ください。

報告

提案公募型事業 第1期の結果報告

創る

み（ん）なとまちを創ることを目的に、新しいアイデアを募り、事業として実施する「提案公募型事
業」第1期の本審査を経て、3つの申請事業が採択され、今年度に実施されることが決まりました。
それぞれの事業内容や開催期間については、港まちづくり協議会事務局までお問い合わせ下さい。
申請者

事業名

事業概要

ばぁば工房
「港まち・すこやか倶楽部」

港まちの文化と健康を守ろう

地元の古民家を会場に、健康相談や
パソコン・スマートフォンの使い方など
健康促進をテーマにした企画。

港町手芸部

港まちで培われた手芸文化を発掘する会

港町で住まわれている方を講師に部
活動のように多世代が交流しながら
手芸文化を学びます。

手織工房 陽だまり

「好き好きに織る」手織

「さをり織り」を体験しながら、お抹茶
も楽しめる。作品作りを通し幅広い年
齢層の人が集える場をつくります。

－ 第２期募集スタート －
■日程：平成29年6月1日（木）～7月31日（月）
※7月21日（金）までに相談窓口を利用することが必須となります。
■実施期間：平成30年2月18日（日）までに事業が終了すること。

港まちポットラックビル・ボタンギャラリー
創る

開催

展覧会スケジュール
ほど

■２F：プロジェクトスペース ／ 『まちを解く』 展
町の記録を残していくプロジェクト。昨年開催した第1弾では「まちと話す」をテーマに、様々な方に港まちの
歴史を伺い展示を行いました。今年はまちのこれまでの歩みを、人の記憶と物から紐解き、変化してきた港
まちの輪郭を探っていきます。
■日 程 ： 6月10日（土）～9月23日（土）
11:00～19：00（入場は閉館30分前まで）
※日曜・月曜・祝日 休館
■会 場 ： 港まちポットラックビル 2階
■入場料 ： 無料
■主 催 ： 港まちづくり協議会
【ワークショップ】
期間中はワークショップを複数回開催します。
随時更新していきますのでWEBサイト・ポットラックビル受付
にてご確認ください。
昨年の「まちと話す」の展示

■３F：エキシビションペース ／ 『鶴来現代美術アーカイブ/名古屋』
３Fでは石川県鶴来町（現・白山市）で1991–99年まで開催された「鶴来現代美術祭」の記録を展示します。こ
の美術祭は地元商工会が主催で、アーティストたちが地元の産業と協働して作品制作を行うなど、地域と
アートの関わる先駆的事例の1つです。この港まちで始まる出来事のヒントが見つかるかもしれません。

■日 程 ： 6月10日（土）～8月5日（土）
11:00～19:00（入場は閉館30分前まで）
※日曜・月曜・祝日休館
■会 場 ： 港まちポットラックビル 3階
■入場料 ： 無料
■主 催 ： 港まちづくり協議会

坂野充学「Visible Breath」展の様子

【トークイベント】
「まちからみる、鶴来現代美術祭」/ 坂野充学アーティストトーク
日時 ： 6月10日（土）14:00–16:00 ポットラックビル
スピーカー ： 吉田一夫（元・鶴来商工会青年部、吉田屋店主）、
坂野充学（アーティスト）
聞き手 ： 小松崎拓男（金沢美術工芸大学教授）

ボタンギャラリーでも展示が始まります！ 小林真依 「paper stone」
港まちで防潮壁プロジェクトの講師を務めるアーティスト・小林真依の展覧会を開催します。
本展では、拾った石や陶片を型にして作った張り子作品を発表します。
Minatomachi POTLUCK BUILDING 1F では、これ
までに制作した絵画作品を展示します。
■日 程 ： 6月10日（土）～7月15日（土） 11:00～19:00
※日曜・月曜・祝日休館
■会 場 ： Botão Gallry（ボタンギャラリー）
■入場料 ： 無料
■アーティスト：小林真依
■主 催 ： 港まちづくり協議会

報告

港まちBOSAI

暮らす

町内会防災活動＠2号地東部

一言で“まち”といっても、それぞれの地域では抱える課題は全く違うものです。今年度の港まち
BOSAIでは、町内会単位の防災活動をサポートする取り組みを学区と連携しながら実施してい
きます。第１回は2号地東部町内会の皆さんと、防災の取り組みを考えるワークショップを開催し
ました。昨年、西築地小学校で開催した子ども向けのデイキャンプでも協力いただいた愛知淑徳
大学の学生も関わり、改めて二号地東部というエリアの課題を考えてみました。

■日
時 ： 平成29年5月13日（土）10時〜12時
■会
場 ： 喫茶ハーバー・港湾会館
■参 加 者 ： 合計36名（地元13名、大学生17名、先生・スタッフ・地元関係者6名）
■協
力 ： 西築地学区連絡協議会・愛知淑徳大学
当日、大学生には事前に港まちの歴史や土地について学んでもらいました。今回の取り組みでは、
地域の方と大学生たちが混ざりながらグループに分かれ、「被災時の道具活用」について考えたり、
町の人たちが抱える課題を大学生たちと一緒にどのようにしたら解決できるのか話し合いました。
活発な議論も行われ、今後の防災訓練をより良くしていくアイデアも発表されました。

－いっしょに地域の防災を考えてみませんか？－
今回の内容は、2号地東部の町内会長さんたちと一緒に考えました。今後も港まちづくり協議会で
は、このように地域の方と一緒に防災の取り組みを進めて行きたいと思います。
ぜひ一緒にやろうと言っていただける地域の方は、ぜひ一度ご相談・ご連絡ください。
連絡先は下記問い合わせからご確認ください。「防災の相談で」と言っていただけるとスムーズです。
・ ○：「心地よく安心な港まちで『暮らす』」、△：「魅力的でにぎやかな港まちに『集う』」、□：「みんなと港まちを『創る』」は
港まちづくり協議会のコンセプト「なごやのみ（ん）なとまち」を実現していくための3つのテーマを示しています。
・ 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からの推薦をいただいた
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。また、会議資料は事務局に設置し、どなたでも閲覧できるようにしています。
＜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1-19-23 Minatomachi POTLUCK BUILDING
TEL：052-654-8911 FAX：052-654-8912 E-mail： info@minnatomachi.jp HP：http://www.minnatomachi.jp

