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 今年度も、NOSSの教室が始まります。 

 NOSSは、和踊りを通して、健康な体づくりを目指す体操教室。今
回の教室では、NOSSで体を整えながら、西川流家元・西川右近さ
ん制作の「ECOまいか」を中心に体を動かします。 

みなと祭で「ECOまいか」を踊ろう！ 
和踊り 

健康体操
教室 
NOSS Nippon  Odori  Sports  Science 

和踊りで健康づくり 

 「ECOまいか」は、昨年の広小路夏まつりで披露された、リズミカ
ルな曲調と日本舞踊の優雅な振り付けが特徴の和踊りです。 

 今年はみなと祭の演目にも選ばれています。６つの振り付けから
成るシンプルな踊りなので、初心者でも十分習得可能です。 

 この「ECOまいか」を含む数曲の盆踊りをマスターした方は、西川
流のみなさんと一緒に、みなと祭のパレードや総踊りに参加するこ
とができます。 

みなと祭でみんなで踊ろう！ 

■練習日の日程 

夜の部 〈火曜日〉 19：00～ 昼の部 〈水曜日〉 14:00～ 

日程 6月7日・14日・28日・7月5日 日程 6月8日・15日・29日・7月6日 

会場 
名古屋港湾会館 第3会議室 
※6月7日、7月5日は第１会議室 

会場 西築地コミュニティセンター 

定員 70名 定員 20名 

事前にお申込みが必要です。1回のお申込みが可能です。複数回をお申込みの場合は、各回を一
括でお申込みください。TEL、FAX、E-mail のいずれかで、名前、住所、電話番号、人数、参加日をお
知らせください。  ※定員を超えた場合は日程を調整させていただきます。 

■指導：西川千雅氏 ほか 

■参加費：無料 （要申込み） 
■持ち物：うちわ（どんなものでもOK）、服装：動きやすい服装 

■お申込み・お問合せ先：NPO法人西築地オレンジネット （担当：小林・竹川） 
                  TEL / 052-659-3721  FAX / 052-659-3720 

                                         E-mail / tsukiji-1@key.ocn.ne.jp 

総踊りは 

花火の下で 

みんなで 

パレードに 

参加しよう！ 



 毎回好評の企画「まちの遊び場へ行こう！」が今年度も始まりました。今年度も楽しい企画がもりだくさ
んです。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！ 

『まちの遊び場へ行こう！（前期）』が始まっています。 

継続的まちづくり事業  

■開催日時 ： 平成23年6月～9月（第2・4水曜日） 10：00～12：00   

■会場 ： 港湾会館 第3会議室 （8月24日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。 

         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 

今年度も楽しい遊びがもりだくさん！ 

継続的まちづくり事業  

子どもも大人も、昔遊びに挑戦！ 

 昨年度に引き続き、今年も「やんちゃ横町」が始まります。
たくさんの種類の昔遊びのおもちゃが用意され、初めての方
は名人に教えてもらいながら遊ぶことができます。だんだん
上手になってきたら、名人に技を見てもらえる認定会にも挑
戦しましょう。 

 テレビゲームとは違ったおもしろさのある昔遊び。子どもた
ちはもちろんのこと、大人も夢中になってしまいます。大人向
けの、竹返し・南京玉すだれ講習会もありますよ。 

 毎月1回開催されますので、ご家族そろってお出かけくださ
い！ 

企画・運営  NPO法人みなと子育ているかねっと  

企画・運営  西築地 路地裏遊びの会  

6月22日 
おもちゃ図書館 

6月8日 
ふろしき遊び 

7月13日 
リトミック 

7月27日 
おやこ体操 

8月24日 
マクロビ 

キッズキッチン 

9月14日 
バレエ（託児付） 

9月28日 
音楽遊び 

参加費無料 
要申込み 

『あそびの広場 やんちゃ横町（前期）』が始まります！ 

開催日時 
平成23年6月19日（日）、7月24日（日） 
 8月21日（日）、9月25日（日） 
10：00～15：00（出入り自由） 

会場 元町公園・西築地コミュニティセンター 

参加費 無料   ※申込み不要 
こま、皿回し、けん玉、ディアボロ等たくさん
の昔遊びが登場！ 



『築地VOICE OF WAVE ゴスペル教室』が始まります！ 

 昨年度も実施され、好評だったゴスペル教室。今回は、練習の回数を増やしたり、多くの方に馴染み
のある日本の歌が選曲されていたりと、初めての方や英語の曲が苦手な方でもゆっくり学べるように
プログラムが組まれています。 

 講師は、日本のゴスペルの第一人者、佐藤ゆかりさん。プロから学ぶ発声法はゴスペルだけでなく、
色々な音楽へ応用することもできます。未経験の方、楽譜の読めない方も安心してご参加いただけま
す！ 

日本の曲もゴスペルで楽しもう！ 

『作ってみよう外国の料理・聞いてみよう外国の家族生活』 

提案公募によるまちづくり事業 

 日本に住む外国人の方を講師に、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、外国の生活のお話を聞く会です。 

 講師の方はアジアを中心に様々な国の方が
登場します。それぞれの国の方から直接お料
理を教えていただき、お話を聞くことで、現地
の暮らしの様子がより身近に感じられるので
はないでしょうか。 

 お料理を通した国際交流にぜひご参加くだ
さい！ 

提案公募によるまちづくり事業 

企画・運営  みなと・みなみ日本語の会       

お料理で国際交流、子ども連れ参加も大歓迎！ 

企画・運営  築地VOICE OF WAVE       

■日程：平成23年6月～平成24年2月の（火）・（木）※不定期開催  

     【毎月3回・全26回】 
■時間：19：00～21：00 

■会場：NPO法人西築地オレンジネット オレンジプラザ 

■参加費：無料 

※日程など、詳細はお問合せ先までご連絡ください。 

  お申込み・お問合せ先 
    築地 VOICE OF WAVE  （担当：小林） 
    TEL：052-659-3721 FAX：052-659-3720 
      E-mail：tsukiji-1@key.ocn.ne.jp 

■日程：平成23年6月～10月 （予定） 
■時間：10：30～13：30 （予定） 
■会場：みなとハウス（西築地コミュニティセンター隣り） 
■参加費：無料 

※詳細はお問合せ先までご連絡ください。 

  お申込み・お問合せ先 
    みなと・みなみ日本語の会  
     TEL：052-253-7234 FAX：052-678-5892 

♪♪ 練習予定の楽曲：「上を向いて歩こう」、「世界に一つだけの花」、「オー・ハッピー・デー」等 

毎回、様々な国のお料理が登場！ 

今年は地域の色々なイベントでの
発表も予定しています！ 

第1回目の揚げ春巻 

第１回 ベトナム編 
平成23年6月26日（日） 

10：30～13：30 
■お料理 
 生春巻と揚げ春巻 
■お話し 
 高齢者を大切にする 
 ベトナム的生活 

 



＜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。 

『ゆっくり学ぶパソコン講座』が始まります！ 

 60歳以上の方を主な対象としたパソコン講座です。行政や災害の情報を得るためにもパソコンは不
可欠なものになりつつあります。今回の講座では、パソコンの基本からスタートして、文字の入力や、イ
ンターネットの使い方などを、何度も繰り返しゆっくり学んでいきます。また、それぞれの分からないこと
への質問にもお答えしていきますので、普段使っていてもよく分からないといった方は、ご自分のパソコ
ンをお持ちいただいて受講することもできます。 

 会場は西築地コミュニティセンター隣りの「みなとハウス」となっています。近所でパソコンを学べるこ
の機会にぜひチャレンジしてみてください！ 

少人数制だから安心、パソコンが初めての方のための講座 

提案公募によるまちづくり事業 

企画・運営  NPOブリッジパソコンサポート       

■日程：平成23年7月30日（土）、8月6日（土）、8月13日（土）  

     【各日、午前コース・午後コース・夜間コースがあります】 
■会場：みなとハウス （西築地コミュニティセンター隣り） 
■参加費：無料 

※詳細はお問合せ先までご連絡ください。 

  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 FAX：052-678-5892 

港橋広場公園の噴水が 
              稼働しています！ 

 港橋広場公園の噴水等の整備が行わ
れ、運転が始まっています。壁面には水
が流れ、中央の噴水からは1時間に4回、
ミストが吹き出します。 

 これからの夏の暑い時期、水のある空
間で楽しいひとときをお過ごしください。 

 ミスト運転の詳細は以下のようになっ
ています。 

■運転時間：6月～9月 （10時頃～16時頃） 
■回数：1時間に4回（1回あたり約3分） 
■雨の日や風の強い日は運転しません。 

平成22年度 
名古屋市へ
の要望事業 

夏に向けて 

水のある空間へ 

会場の 

みなと 

ハウス 


