港まちづくり協議会ニュース
第４４号
まちの縁側づくり事業

（平成２２年２月２６日発行）

みなと映画鑑賞会

『降りてゆく生き方』 映画鑑賞＆交流会に参加しませんか？
映画 『降りてゆく生き方』

主演・武田鉄也

日時 ： 平成２２年３月１４日（日） 13：00開場
会場 ： 名古屋港ポートビル 講堂（４階）

自主上映
のみで公開中
この機会にぜひ！

○第1部/上映会 13：30～15：45〈上映時間：105分〉
○第2部/交流会 16：00～17：00（お茶とお菓子をいただきながら、交流を楽し
んでいただきます。）

映画を通じて、これからのまちづくりを考える
ストーリー非公開で2009年から上映がスタートし、全国的に話題となっている
映画、『降りてゆく生き方』の上映会を開催します。
世界的な金融不況や環境問題、次々に起こる社会問題のなかで、現代に生き
る私たち日本人はどうやったら不安から脱し、明るい未来への希望を取り戻せる
のでしょうか？この映画はそのヒントを少しでも提示したいという想いから制作さ
れました。みなさんも映画を観て、食や暮らし、福祉のまちづくりについてなど、ま
ずは身近なことから一緒に考えてみませんか。
○参加費 ： 無料
○定員 ： 第1部/上映会 100人 第2部/交流会 30人（先着順、定員に達し次第締切り）
○参加方法 ： 事前のお申込みが必要です。ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかの方法で、次の内容をお知らせください。
1．名前 2．住所 3．電話番号 4．人数 5．交流会参加の有無
○申込み締切り ： 3月8日（月）（ただし、定員に達し次第締切りますのでお早めに！）
○お申込み・お問合せ先 ： 港まちづくり協議会事務局 （電話：平日 9：00～18：00）
FAX 052-654-8912 Eメール eiga@minato55.jp

まちづくり

「三遊亭円丈

講演と落語会」を開催しました。

■開催日 ： 平成22年2月13日（土）19：00～20：30
■場所
： 名古屋港ポートビル 講堂

満員御礼！笑いは元気の源です！

三遊亭円丈さん

名古屋市瑞穂区の雁道出身の落語家・三遊亭円丈さんをお招きし、
講演と落語の会を開催しました。超満員の会場は、終始笑いの渦とな
りました。
円丈さんの視点から見た名古屋というまちの風土やおもしろネタが
満載のまちづくり講演と、古典落語をご披露いただきました。「元気で
いるには、笑うのがいちばん」という円丈さんの言葉の通り、参加者の
方々も、はつらつとした表情でお帰りになりました。まちを元気にする
には、そこに暮らす人々が元気になることが「初めの一歩」と教えてい
ただきました。円丈さん、ありがとうございました！

超満員の会場

安心・安全のまちづくり事業

緊急特別企画

「ハイチ大地震 緊急報告会」を開催しました。
■開催日 ： 平成22年2月14日（日）16：00～17：30
■場所
： 名古屋港ポートビル Ｃ会議室

貴重な被災体験を
報告する熊谷雄一氏

災害時に力を発揮する地域の繋がりの力
報告者は、ＮＧＯ「ハイチの会」の職員として現地活動中に
大地震に遭遇した熊谷雄一さん。ハイチの会は、西築地の
「桜まつり」などに出展参加するなど、この地域と縁の深い団
体です。地震が起きた直後、西築地の方から「なにかできな
いか」と声があがり、今回の報告会が実現しました。
緊急事態においては、地域の自立及び自律性が問われま
す。西築地学区でも、これから自主防災に力を入れていこう
という機運が高まっています。災害時に力を発揮するのは、
地域の繋がりの力なのだということを、あらためて考えさせら
れました。

ハイチの会による
ハイチ自立支援活動のパネル展示

※当日は、ハイチの会による緊急支援募金の受付をいたしました。ご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

冬のイベント事業

「みなとイルミナート２００９」を開催しました。
光の雪が舞い降りるイルミネーションと、
みんなでクリスマスリースを作って飾る、参加型イベント
街路樹イルミネーションと手づくりクリスマスリースを飾るイベントで
冬のにぎわいを作る「みなとイルミナート2009」を開催しました。
光の雪が降る演出のイルミネーションは、築地口の夜を華やかに
彩り、 築地口商店街振興組合の協力を得て開催した参加型イベント
にも多くの方にご参加いただき、にぎやかな一夜となりました。
参加型イベントでは、3回のクリスマスリース教室の開催と、地域の
各種団体・グループの協力で計216個のクリスマスリースができあが
り、イベント当日にクリスマスツリーに見立てて飾りつけました。特設
ステージでは慶和幼稚園の園児による合唱や、港ゴスペルクワイ
ヤーに地域の参加者も加わった迫力のゴスペルライブなどを行い、ク
リスマスムード満点のイベントとなりました。
多くの地域の方々にご協力をいただきました。本当にありがとうござ
いました。

クリスマスイベント
■開催日 ： 平成21年12月12日（土）
■場所 ： 築地口商店街

かわいらしい園児たちの合唱

街路樹イルミネーション
■点灯期間 ： 平成21年12月4日（金）
～平成22年1月11日（月）
■場所 ： 築地口周辺の江川線街路樹

クリスマス飾り
■期間 ： 平成21年11月30日（月）
～12月25日（金）
■場所 ： 築地口商店街

クリスマスリース教室
■開催日 ： 平成21年12月
5日（土）、6日（日）、12日（土）
■場所 ： 築地口商店街 パレットプラザ

まちの縁側づくり事業

新春 ＮＯＳＳ公演会を開催しました。
■開催日 ： 平成22年2月2日（火）18：30～20：30
■場所
： 名古屋港湾会館 大ホール

ＮＯＳＳの魅力を再発見
NOSSは、日本おどりスポーツサイエンスの略称で、まちの縁
側づくり事業として定期的に教室を実施しています。
今回は、さらなる普及促進を目的として、NOSSを開発した日
本舞踊・西川会のみなさんにご登場いただく公演会を開催しまし
た。
子どもたちの舞の共演から、西川千雅氏によるNOSSの誕生
秘話、参加者もステージに上がってのNOSSの体験など、
NOSSの魅力を再発見するプログラムで盛りだくさんの会となり
ました。最後には、西川まさ子さんによる素晴らしい舞踊をご披
露いただきました。
西築地学区女性会の田畠会長の挨拶では、今後はNOSSを
港区全体に広げていきたいとの展望も語られました。今後の展
開が楽しみです。

西川千雅さんの解説のもと、
西川会の皆さんと一緒にNOSSを体験

西川まさ子さんによる
「扇の舞」のサプライズ！

まちの縁側づくり事業
ジョン ギャスライトさんの子育て講演会

「子どもは未来の宝物」 を開催しました。
■開催日 ： 平成22年1月24日（日）10：00～12：00
■場所
： 学校法人慶和学園 慶和幼稚園 2階集会室

子育て世代にエールを送るジョンさんの言葉
ゲストは、テレビなどでご活躍のジョン・ギャスライトさん。ジョン
さんは、ツリークライミングの普及活動もされていて、現在は、瀬
戸市の森の中で味噌樽の廃材を利用したツリーハウスに住んで
いるそうです。複雑な家庭環境で育ったご自分の生い立ちの話か
ら、子育てで心掛けていることなどを楽しくお話しいただき、子育
て世代にとってはヒントが多かったことと思います。
「世界一素敵な家族をつくり、世界一素敵なパパになる」という
子どものころからの夢に向かって今も前に進み続けるジョンさん
のお話に、会場のお母さんやお父さん、そして子どもたちも引き込
まれるように聞き入っていました。
港まちづくり協議会では、今後も今回のような聞く人を励まし、
勇気づけるような講演会を地域の中で意欲的に続けてまいります。

休憩タイムは
親子で和気あいあい

ゲストのジョン ギャスライトさん

夫婦での参加も目立った会場

港まちづくり協議会の会議概要をお知らせします。
第５０回会議

日時：平成２１年１０月１６日（金）

午後６時６分～午後９時１０分

１．平成21年度「提案公募によるまちづくり事業（第2期募集）」について
○提案公募によるまちづくり事業（第2期募集）の本審査を行いました。
6者の応募があり、審査の結果、4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〕防潮壁メモリアル実行委員会 〔事業名〕防潮壁の修景事業
②〔申請者〕西築地学区子ども会連合会 〔事業名〕自然とふれあおう～親子で陶芸教室
③〔申請者〕西築地 路地裏遊びの会 〔事業名〕町ぐるみ 路地裏遊び大作戦
④〔申請者〕みなと医療生活協同組合 西築地支部小さな館『てとてとあんど』
〔事業名〕いつでもどこでも老化防止と筋肉アップ 健やかな毎日「チューブ体操」
２．平成22年度の港まちづくり協議会事業計画案について
○以下の通り提案され、審議の結果、承認しました。

〔平成22年度港まちづくり協議会事業計画（事業項目）〕
1．暮らしやすい地域づくり事業
・安心・安全のまちづくり事業‐ＡＥＤの設置＆講習会
・まちの縁側づくり事業‐継続的協働事業として‐
・提案公募によるまちづくり事業 ・港まち文庫事業 ・調査検討事業
2．港まちの魅力づくり・にぎわいづくり事業
・夏のイベント事業‐通常枠・特別枠‐ ・冬のイベント事業 ・港まち紹介・情報発信事業
3．その他協議会の目的を達成するために必要な事業
・広報費 ・事務局運営経費

第５１回会議

日時：平成２１年１１月１３日（金）

午後６時２８分～午後９時２５分

１．平成21年度の提案公募型事業の評価等に関する調査について
○案について審議した結果、案の通り承認しました。
２．安心・安全のまちづくり事業「ＡＥＤ使用普及訓練」について
○案について審議した結果、案の通り承認しました。また、地域からＡＥＤ設置情報を収集し、今後の港まち紹
介情報誌にＡＥＤ設置情報を掲載することを検討することとなりました。
３．安心・安全のまちづくり事業「西築地学区子育てガイドブックの作成」について
○案について審議し、メンバー、コンテンツ、媒体等に関する提案を多角的に検討することを前提とし、承認し
ました。
４．港まち紹介情報誌の発行について
○案について審議した結果、案の通り承認し、今後、港まちに関するエピソードを募集することとなりました。
□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。
＜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：m i n a t o - m a c h i @ v i e w . o c n . n e . 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。

◆URL

http://www.minato55.jp/

