
港まちづくり協議会ニュース
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平成２９年度に向けた事業計画作成部会の開催

開催

創る

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。

事業計画作成部会とは？

公募部会員を募集しています！

平成29年度に向けた事業計画作成の流れ

検討

●名古屋市に実施を要望する事業
第1回部会：平成28年7月25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28年8月8日(月)18：30～

(場所：港まちづくり協議会事務所)

提出

審議・承認

●第112回協議会にて
第1回部会案を審議・承認

●第113回協議会にて
第2回部会案を審議・承認

■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28年6月24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

事業計画作成部会 協議会



暮らす みなとまちガーデンプロジェクトが始まります！

開催

－ 第２期募集スタート －

創る 提案公募型事業 第1期の結果報告

報告

み（ん）なとまちを創ることを目的に、新しいアイデアや提案を募り、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、4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。

■日 程： 6月1日（水）～8月1日（月） ※7月22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29年2月19日までに事業が終了すること。

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相談会を開催します。

カルシウムカンパニー 遊びの創庫「アジト2016」
夏休みを利用して、アートを楽しむ遊び場を開催。
オリジナルのゲームを創ろう！

みなとまち映画ポートレート
港まちの映画を作ろう（歴史と防災
をテーマに映像で物語を紡ぐ）

港まちをフィールドに、このまちの防災の歴史を
テーマにしたショートフィルムを作ります。

親子ふれあいの会
みんなで楽しもう！アップルパイ作
りと伊那谷道中散策

親子で参加する交流バスツアー。昔の暮らしの
体験と、アップルパイ作りを行います。

農地が広がる南陽エリアと港まちをつないでコミュニティガーデンをつくるプロジェクト。今年も、生
ゴミを活用した土づくりやガーデンの手入れの仕方などを学ぶ講座を開催します。また、都市の中
に新しくハーブガーデンも作っていきます。ぜひご参加ください。 ※内容は変更する場合があります。

堆肥づくり 参加者募集！！

7/2(土) 8/27(土) 9/3(土) 10/1(土) 11/12(土)

パーマカルチャー
の考え方を学ぶ

生ゴミを活用した
土づくり

ハーブガーデンを
つくろう！

簡単！ハーブ料理
を作ろう

冬の畑仕事
リースづくり

■日 時 ： 平成28年7～11月(全5回) 10:00～12:00

■会 場 ： 各回によって異なります。詳細はお問い合わせください。
■参 加 費 ： 無料 ※講座内容により材料実費をいただく場合があります。

■参加方法 ： TEL、FAX、E-mailのいずれかで、
以下の必要事項をお知らせください。
①氏名 ②電話番号 ③E-mailアドレス

■申込先・問合せ先 ： 都市農業を育む会 (担当：坂野)

TEL：090-4799-0417 FAX：052-304-2883

E-mail：yoshikiirmscher1651@yahoo.co.jp

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。

mailto:yoshikiirmscher1651@yahoo.co.jp


みなとまちポットラックビル

イベント・展示スケジュール

開催

港まちの歴史を振り返り、このまちのこれまでとこれからを考える機会を提供する『成長するアーカイブ』事
業。昨年に続き、地域の方から集めた写真やエピソードを展示する企画展を開催します。

創る

■２F：プロジェクトスペース ／ 『成長するアーカイブ』展

■３F：エキシビションペース ／ 『ほったまるびより-O JUNと吉開菜央』 絵画と映画の展覧会

■日 程 ： 7月9日（土）～9月10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 ： Minatomachi POTLUCK BUILDING 2階
■入場料 ： 無料
■主 催 ： 港まちづくり協議会

港まちの写真やエピソードを集めています！
ご協力頂ける方は、港まちづくり協議会事務局
までご連絡下さい。

昨年の2F展示の様子（100周年写真展）

今回は、愛知県美術館館長・島 敦彦さんの企画による、画家 O JUN（おう・じゅん）さんとダンサーで映像
作家の吉開菜央さんの展覧会を開催します。

■日 程 ： 7月9日（土）～9月10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 ： Minatomachi POTLUCK BUILDING 3階
■入場料 ： 無料
■企 画 ： Minatomachi Art Table, Nagoya

[MAT, Nagoya]

■主 催 ： 港まちづくり協議会

【オープニング・パーティーを開催します】
7月8日（金）18:00より、Minatomachi POTLUCK BUILDING 

1階にてオープニング・パーティーを行います。どなたでもお気軽に
ご参加ください。（参加無料、持ち寄り歓迎）

阿部大介と鷹野 健による「はがし刷り技法」を用いて、家屋の外面や建具などの表面をはがし取る「記憶の
はがし方プロジェクト」。今回は、西築地学区内で制作された作品をボタンギャラリーにて展示します。

■日 程 ： 7月5日（火）～7月23日（土） 11:00～19:00

※日曜・月曜・祝日休館
■会 場 ： Botão Gallry

■入場料 ： 無料
■企 画 ： Minatomachi Art Table, Nagoya [MAT, Nagoya]

■主 催 ： 港まちづくり協議会

「記憶のはがし方プロジェクト」にご協力いただける方を募集しています。使用可能な店舗の床や家の
什器がある方、制作に参加をしたい方は、港まちづくり協議会までご連絡ください。

※場合によっては油性インクが付着する場合もありますので、ご注意ください。

ボタンギャラリーでも展示が始まります！ 「記憶のはがし方プロジェクト」

※「はがし刷り技法」について・・・油性インクと木工用ボンドを用いて、物質の
表面の凸凹を写し取る方法です。



・ 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。

・ ○：「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。

協議会 会議結果報告

＜第108回会議＞ 平成28年3月28日 18：30～19：00

＜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 

報告

＜第109回会議＞ 平成28年4月18日 18：30～19：00

1.27年度事業報告・決算（見込み）について
事務局より、27年度事業報告・決算（見込み）について説明を行いました。審議の結果、27年度事業報
告・決算（見込み）について案の通り承認され、今後の進め方については運営会に一任されることが確
認されました。

2.28年度予算（名古屋市要望事業・港まちづくり協議会事業）について
総務局より、名古屋市へ要望する事業について説明を行いました。事務局より、港まちづくり協議会事
業の28年度予算について、説明を行いました。審議の結果、28年度予算（名古屋市要望事業・港まち
づくり協議会事業）について案の通り承認され、今後の進め方については運営会に一任されることが
確認されました。

3.28年度提案公募型事業要綱について
事務局より、28年度提案公募型事業要綱について、説明を行いました。審議の結果、28年度提案公募
型事業要綱について案の通り承認され、今後の進め方については運営会に一任されることが確認され
ました。

4.その他
事務局より、新しいAEDマップが完成し配布を開始している旨、報告がありました。

1.27年度事業決算報告について
事務局より、27年度決算報告についての説明を行いました。また、監事より会計監査の結果について
報告されました。審議の結果、27年度決算報告については案の通り承認され、今後の進め方について
は運営会に一任されることが確認されました。

2.28年度実施事業の審議
事務局より、以下の事業それぞれについて、説明を行いました。審議の結果、それぞれの事業につい
て案の通り承認され、今後の進め方については運営会に一任されることが確認されました。
・防災・減災まちづくりの推進について

・ＡＥＤの活用促進について
・コミュニティ活動の推進について
・名古屋みなとをどりについて
・音楽・アートフェスティバルとの連携事業について
・み（ん）なとまちの拠点活用事業について
・調査検討事業（空き家活用）について
・広報活動について


