港まちづくり協議会ニュース
第１１３号

（平成２８年９月１０日発行）

港まちを舞台にした音楽とアートのフェスティバル
アッセンブリッジ・ナゴヤ2016 開催

コンサートホールや美術館ではなく、いつもの「まち」が会場となり、
世界的なクラシック音楽や現代アートの数々が人々や風景とまざり合います。
【開催概要】
2016年9月22日 [木・祝]～10月23日 [日]
●MUSIC 2016年9月22日 [木・祝] ～9月25日 [ 日]
●ART 2016年9月22日 [ 木・祝] ～10月23 日[ 日]
休館日：9/26(月)、10/3(月)、10/11(火)、10/17(月)
＊名古屋港ポートビル展望室は10/17(月)のみ休館
今年２月～３月に開催したプレイベントを経て、さらに
規模を拡大、充実した内容となっています。右写真は
プレイベントの時の港まちづくり協議会会場の様子

ISSAKU&SACCO （C）PACell

開催

MUSIC
ピクニックに出かけるように、港まちで音楽を！
港まちに、総勢200 名の奏者が集結！
日頃はコンサートホールで演奏されることの多いクラシック音楽が、港まちへ飛び出します。
海の見えるガーデンふ頭には、特設ステージ《水の劇場〈ヴァッサービューネ Wasser Bühne〉》を設
置し、名古屋フィルハーモニー交響楽団によるオーケストラ特別コンサートなど、祝祭的な野外公演
を開催します。キッズプログラムも多数ご用意しておりますので、ご家族でお楽しみください。
【開催概要】
●日 程 ： 2016年9月22日（木・祝）～ 9月25日 （日）
プログラム、会場によって開演時間が異なります。詳細はWEBサイト
もしくは港まちポットラックビルで配布中のパンフレットをご確認ください。

●会 場 ： 名古屋港駅～築地口駅エリア一帯
つどいの広場特設会場 水の劇場＜ヴァッサービューネ＞、名古屋港
ポートビル、ポートハウス、港橋広場公園、名古屋港水族館、港まち
ポットラックビル、港まちの喫茶店・居酒屋ほか、名古屋港エリア内

●出演者 ： 総勢200名の出演者
名古屋フィルハーモーニー交響楽団、ジャン＝マルク・ルイサダ、
ミシェル・ベロフ、円光寺雅彦、他総勢200名の出演者

●入 場 ： 無料（一部限定有料席をご用意しています）
ヴァッサービューネでは一部サポーター席（有料）、ポートハウスの
公演ではアッセンブリッジサポーター限定公演があります。

プレイベント: 名フィルの屋外コンサートの様子（C）PACell

－チケットの購入について－
音楽コンサートチケットは「チケットぴあ」のみの販売となっています。
WEB「Assembridge NAGOYA 2016」
Pコード：307-227 TEL:0570-02-9999
※チケットぴあ公式ホームページ（http://t.pia.jp/) またはサークルKサンクス、セブンイレブンでも直接お買い求
めいただけます。ご購入に際し、手数料が必要とかかることがあります。」

ART

現代美術展『パノラマ庭園 －動的生態系にしるす－』

まちを1つの「庭」に見立て、アーティストや作品がまちへ入り込む
前回のプレイベントから続くまちなかを舞台にした展覧会。常に動き続ける「まち」の様相をひとつの生態系
と捉え、アーティストや作品が、鳥のようにまちを眺め種子を運び、虫のようにまちのすき間に入り込み、そ
の生態系に何かのきっかけを残すことを試みます。今回は新たなメイン会場として旧税関寮や西本接骨院、
ポートビル展望室なども会場となっています。そのほかトークイベントや参加型イベントなどもありますので、
あわせてお楽しみください。
【開催概要】
●日 程 ： 2016.9.22（木・祝）– 10.23（日） 11:00 ～19:00
＊名古屋港ポートビル展望室は9:30–17:00
●休館日 ： 9.26(月)、10.3(月)、10.11(火)、10.17(月)
＊名古屋港ポートビル展望室は10.17(月)のみ休館
●会 場 ： 名古屋港駅～築地口駅エリア一帯
港まちポットラックビル、旧・名古屋税関港寮、名古屋港ポートビル、
ボタンギャラリー、旧・潮寿司ほか、名古屋港エリア内
●出展者 ： 17組の作家が参加

●料 金 ： 700円（あいちトリエンナーレ2016のチケット提示の方は600円）
＊パスポートには、名古屋港ポートビル展望室入場券が含まれます。
＊中学生以下は無料（ただし名古屋港ポートビル展望室は除く）
＊パスポートは、ご本人に限り会期中何度でも入場可。（ただし名古屋港ポートビル展望室は1回のみ）
＊会期中、港まちポットラックビル［アッセンブリッジ・ナゴヤ総合案内］で購入いただけます。
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みなとまちBOSAI＠西築地小学校
大学生たちと一緒に防災デイキャンプ

■みなとまちBOSAI 「防災キャンプ」を開催しました。
災害が発生したときに「自分で考え、行動する」「自分の命は自分で守る」チカラを養うみなとまちBOSAI。
今回は、愛知淑徳大学の学生とともに、楽しく学べる防災知識のプログラムを実施しました。
今回は、これまでみなとまちBOSAIを実施してきたyamory
さんに加え、愛知淑徳大学の大学生が半年間の講義の中
で考えた3つの防災プログラムを実施しました。防災クイズリ
レー、障害物リレー、手つなぎサッカーを通じて、いざという
ときに役立つ知識やスキルを体験から学びました。
参加者には記念に「みなとまちBOSAI 2016」バッジが配ら
れました。これからも、多くの方にご参加頂ける防災プログ
ラムを実施していきます。

防災の知識をクイズで学びました
■日 程 ： 8月6日（土） 13：00～17：30
■会 場 ： 西築地小学校 体育館
■参加者数： 児童60名
■協 力 ： 西築地小学校、港楽学童
愛知淑徳大学学生（15名）

ガラスの破片
に見立てたタ
マゴパックの
上を安全に渡
る方法を考え
ました。
開催

暮らす

コミュニティ活動の推進事業 《後期》の予定をご紹介

■子育て事業（後期）が開催されます。
これまで多くの方にご参加頂いている、子育て事業。毎回趣向を凝らした遊び場が提供される「まちの遊
び場へ行こう！」と、地域の古民家を活用した子育てサロン「WAFF」。
後期も、様々なプログラムをご用意しています（写真は昨年度のもの）。

■日 程： 10月26日、11月9日、12月14日、1月11日、
1月25日、2月8日、2月22日
※プログラム内容はWebサイト、チラシをご覧ください。
■会 場： Minatomachi POTLUCK BUILDING
■参加費： 無料（プログラムによって異なります）
■運 営： NPO法人 みなと子育ているかねっと

■日 程： 毎週火曜日 10：00～15：00
※ スクールプログラムは第1火曜日。
詳細はWebサイト、チラシをご覧ください。
■会 場： ばぁば工房（港区浜2-2-5）
■参加費： 200円（別途材料費を頂く回があります）
■運 営： NPO法人 みなと子育ているかねっと

報告

提案公募型事業 第２期審査結果

創る

平成28年度第2期の提案公募型事業、本審査が実施されました。
新しいアイデアで港まちをもっと暮らしやすく、にぎやかにすること、新たなまちづくりの担い手を発掘する
ことを目的に実施されている、提案公募型事業。第2期の募集が締め切られ、本審査が実施されました。
1事業が申請され、本審査の結果、採択されました。

申請者

事業名

事業概要

手織り工房 陽だまり

「好きに好きに織る」手織り

子どもから大人まで誰でも楽しめる“さをり織
り”の体験教室を実施します。好きな色で手織
りを楽しんで頂けます。
報告

協議会
＜ 第111回会議＞

会議結果報告
平成28年6月27日 18：30～19：10

1. アッセンブリッジ・ナゴヤとの連携事業について
事務局より、アッセンブリッジ・ナゴヤとの連携事業について、説明を行いました。審議の結果、アッセン
ブリッジ・ナゴヤとの連携事業についてみなとイルミナートで実施された「みなとA GO GO!」、「みなとト
クトク」を実施することが承認され、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。

＜ 第112回会議＞

平成28年8月22日 18：30～20：10

1. 提案公募型事業第２期 本審査について
提案公募型事業第２期に応募した団体の本審査を行い採択されました。
2. 平成29年度名古屋市への要望事業 について
事務局より、平成29年度名古屋市への要望事業 について、説明を行いました。審議の結果、平成29年
度名古屋市への要望事業 について案の通り要望案、優先順位が承認され、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. アッセンブリッジ・ナゴヤ連携事業 について
事務局より、アッセンブリッジ・ナゴヤ連携事業 について、説明を行いました。審議の結果、アッセンブリッ
ジ・ナゴヤ連携事業について案の通り地元連携プログラムの実施が承認され、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. AEDの活用事業 について
事務局より、AEDの活用事業 について、説明を行いました。審議の結果、AEDの活用事業 について西
築地小学校、西築地コミュニティセンターのAEDを購入設置することが承認され、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。
・ ○：「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

