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報告

❷ 子育て交流サロン事業について （議決なし）

❸ ビジョン改訂（案）報告について 

❹ みなとまちガーデンプロジェクトについて（議決なし）
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受付時間│平日9：00‒18：00
〒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-mai│info@minnatomachi.jp  
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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 と々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

報告

協議会　会議結果報告

『なごやのみ(ん)なとまちをつくる展2019』を開催しました
名古屋都市センター企画展

子育て交流サロン事業（後期）について、実施報告を行いました。他所で実施されている子育て交流サロンとの交流の
状況等について意見交換がされたうえで、実施結果について確認されました。

ビジョン改訂（案）について、運営会会議で協議した内容の説明を行いました。改訂にあたって読みやすさへの配慮が必
要であることが確認されたうえで、審議の結果、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。

事務局および事業委託者の吉田有里氏よりアート関連事業について、報告がありました。後期来場者数及び年間来場者
数の訂正がされたうえで、実施結果について確認されました。

みなとまちガーデンプロジェクトについて実施報告を行いました。発生したゴミの処理状況等について意見交
換がされたうえで、実施結果について確認されました。

❺ 30年度事業報告・決算（見込み）について

❻ 31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

❼ 31年度提案公募型事業要領について

平成30年度事業報告・決算（見込み）について、運営会会議で協議した内容の説明を行いました。人件費の執行予定額
が予算を下回っていること等について意見交換がされたうえで、審議の結果、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。

名古屋市総務局から平成31年度名古屋市要望事業について、事務局から平成31年度港まちづくり協議会事業計画につい
て、運営会会議で協議した内容の説明を行いました。審議の結果、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。

平成31年度港まちづくり協議会事業計画について、運営会会議で協議した内容の説明を行いました。要領内の
誤字についての指摘がされたうえで、審議の結果、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。

❽ その他
・書面評決（シャッター工事の提案内容の変更について）の依頼に対して、委員の3分の2以上の賛成をもって可決され
たことが報告されました。
・港まちづくり協議会規約について、内容に変更はないが、名古屋市住宅都市局から委員を務める者の役職が来年度よ
り変更になるため、その点についてのみ改訂を行うことが報告されました。
・税理士顧問契約について、税理士の決算業務が4月上旬に発生するにあたって見積を取り、価格の優位性を鑑みて契約
を行うことが報告されました。

6月4日（火）～ 6月16日（日）の約2週間、金山駅前にある名古屋都市センターを会場に『なごやのみ
（ん）なとまちをつくる展2019』を開催しました。
例年、港まちづくり協議会の取り組みを紹介するこの展示ですが、今回は港まちポットラックビル
でも開催した、当団体の中長期ビジョンの改訂をテーマにした展示『み（ん）なとまちでなにする？
展』を再構成して紹介しました。また会場では、これまでの発行物や、制作した映像作品なども設置
し、多くの来場者に港まちを知っていただくきっかけとなりました。

■会　　期　2019年6月4日(火)-6月16日(日)　　
■来場者数　1733名（12日間）

平成 31年 3月 25日 18:30-20:15第 136回会議
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港まちづくり協議会は、「なごやのみ（ん）なとまち」の実現を目指し、　「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』」の3つをテーマにしたまちづくり活動を実践しています。

令和元年



ばぁば工房「港まち・すこやか倶楽部」

港まち手芸部

高齢化が進む現代に、自分の足で出かけられる場所に、人と人との交流を楽しみ、健康に関する相談が気軽にできる場
所を作ろうと、看護師・ケアマネージャーによる健康介護相談や、パソコンインストラクターによるパソコン・スマホ相談
会、各回には手作り講座や老後に楽しく暮らしていくさまざまなお話会などを開催します。
■ 日　程　月２回水曜日開催   
　　　　　　   7月25日、8月8日、8月29日、9月12日、 9月26日、10月10日、10月24日、

　　　　　　11月7日、11月21日、12月5日、 12月19日

■ 時　間　10:00‒15：00　■ 会　場　ばぁば工房　■ 入場料　無料（出入り自由）

この手芸部では、港まちに住む異世代の交流を通して、手芸の得意な方と、それを習いたい方が出会う場をつくりま
す。そして、手芸文化に特化して、技術の交換、継承、引き継ぎなどを目指します。「興味があるけど出来るかな」とい
う方向けの『出張手芸部』も2ヶ月に1回開催しますので覗いてみてください。
■ 開催予定日　2018年6月から翌年2月まで 
　第1、2、3木曜日（午前10時‒12時 ）・第4土曜日（午前11時‒13時） 
　 ※月により異なる場合があります。

    ※次回の出張手芸部は8月‒9月ごろを予定しております。詳しくは港まちづくり協議会まで。
■ 会　 場　港まちポットラックビル　■ 入場料　無料（予約不要）

みなとまち絵画造形教室
創造力・想像力を育む美術教室を開催します。絵画だけでなくダンボールなどを使った工作なども実施し、子どもか
ら大人まで誰でもアートに触れて楽しめる機会を作っていきます。また夏休み特別企画として「夏休みの宿題を終わら
せちゃおう！」も開催します。
■ 日　程　月２回火曜日開催　
　　　　　　 8月7日、8月28日、9月11日、9月25日、10月9日、10月23日、11月13日、

              　   　11月27日、12月11日、12月25日、1月8日、1月22日、2月5日、2月12日

■ 時　間　15:00‒18：00　■ 会　 場　金剛寺　■ 入場料　無料（各回予約制）
　　　　　【夏休み特別企画】 会場　西築地コミュニティセンター
　　　　　8月2日(木)9：00-12：00、8月21日(火)14：00-17：00

みんなで見上げよう夏の夜空「火星大接近！」
今年は15年ぶりに火星が地球に大接近する年。次は17年後だそう。せっかくなら、天体
望遠鏡を使って実際の惑星をみんなでみたい！小学校の校庭をお借りして、天体観測会
を開きます。火星だけでなく、木星、金星、土星や月、と今年はたくさん見えるそう。星の
話もあわせて聞けて楽しい夏休みの思い出をつくりませんか。
■ 日　程　8月21日（火）
■ 時　間　18:30-20：30（受付 17：30-18：15）
■ 会　 場　西築地小学校　　■ 入場料　無料（予約制）

２Ｆ：『まちが語る』展 ／ ３Ｆ：『MAT, Nagoyaスタジオ・プロジェクトvol.5』

各展覧会の関連イベントを開催します

告知 創る

伊勢湾台風６０年企画『あるいて、きいて、みて、声に出してみる』
災害を乗り越えてきた港まちの人々の生きる力を楽しく学びます。

提案公募型事業第１期  ４団体の活動がスタート

報告 創る

各事業のチラシ（詳細）・申込みについては港まちポットラックビルまでお問い合わせください。

ばぁば工房「港まち・すこやか倶楽部」

港まち手芸部

みなとまち絵画造形教室

港まち俳句の会

地域高齢者が自分の足で出かけられる場所に、人と人との交流を楽しみ、健康に関する相談が気軽にできる場
所を作ることを目的に看護師・ケアマネージャーによる健康介護相談やパソコンインストラクターによるパソ
コン・スマホ教室、各回には手作り講座や老後に楽しく暮らすためのお話会などを開催します。

■ 日　程　月 2回 水曜日開催
7月 24日、8月 7日、8月 21日、9月 11日、9月 25日、11月 13日、11月 27日、
12月 11日、12月 25日、1月 8日、1月 22日、2月 12日

■ 時　間   10:00-15:00　■ 会　場  ばぁば工房　■ 入場料   無料 （出入り自由）

手芸部では、港まちに住む異世代の交流を通して、手芸の得意な方と、それを習いたい方が出会う場をつくり
ます。そして、手芸文化の技術の交換、継承、引き継ぎなどを目指します。「興味はあるけどできるかな」とい
う方むけの『出張手芸部』も 2 ヶ月に１回開催しますので覗いてみてください。

■ 開催予定日　2019年 6月から翌年 2月まで
　　　　　 　　第 1・2・3木曜日（10:00-12:00）、第 4土曜日（11:00-13:00）
※月により開催日時が異なる場合があります。
※次回の出張手芸部　8月 24日 (土 ) 13:00-17:00　場所は決まり次第告知いたします。

■ 会　場　港まちポットラックビル　■ 入場料　無料（予約不要）

創造力・想像力を育む美術教室です。色彩豊かな絵を思い思いに自由に描いたり、段ボールを使った工作や、う
ちわなどを作成します。子供から大人まで、誰でもアートに触れて楽しめる機会を作っていきます。

■ 日　程　月 3回 火曜日開催
※7月、１０月のみ４回。２月は１回開催。7月は 16日、23日開催。

■ 時　間　15:00-18:00（作品が完成し次第退出可）
■ 会　場　金剛寺　■ 入場料　無料（各回予約制・15名）
■ 持ちもの・服装　初回は貸し出します。汚れても良い格好でお越しください。

『港まち俳句の会』は、子どもから大人まで楽しめる俳句会です。日々の暮らしの中で感じたことを５・７・５
の言葉にし、季語などの勉強を行います。また夏休みには「子ども俳句教室」を開催します。

■ 日　程　月 1回 土曜日開催
7月 20日、8月 17日、9月 21日、10月 19日、11月 16日、12月 21日、1月 18日、2月 15日

■ 時　間　13:30-16:00　■ 会　場　港まちポットラックビル
　  （9・10・11・12月は西築地コミュニティセンターで行う予定ですが、詳細はご確認ください。）

■ 入場料　無料（予約不要）
 【子ども俳句教室】8月 24日（土）を予定。場所は決まり次第告知いたします。

イベント「フォーチュンクッキーや名古屋め
しを通して歴史をマッピングする。」
アメリカに伝わるフォーチュンクッキーを作って食べ
ながら、名古屋めしやフュージョン料理など、かけ
合わせられた食べものについて話すイベント。
日時｜7 月 27 日（土）14:00–16:00
定員｜15 名・要予約

トーク「記録と物語ること／急にでてきた鳩
を撃つ」
演劇ユニット・PortB に併走し「出来事」を記録撮
影してきた蓮沼さんと、記録することを中心にお話
を伺います。
日時｜7 月 30 日（火）19:00–20:30

上映会＋トーク「街は誰のもの？ーブラジ
ルで出会ったグラフィティからの問い掛
けー」
阿部さんがブラジルで出会ったグラフィティー・
アーティストを追うドキュメンタリー映像の上映会。
日時｜8 月 6 日（火）19:00–21:30

ワークショップ「パラパラ・ポットラックア
ニメーション」
蓮沼さんと一緒にアニメーションをつくるワーク
ショップ。
日時｜8 月 10 日（土）14:00–16:00
定員｜10 名・要予約

『ポットラック新聞かわら版』の編集部員たちと一緒にまちを巡って伊勢湾台
風を経験した方々にお話を伺い、『かわら版』特別版を作成するツアーです。
日時｜7月 27日（土）13:00-16:00　
ガイド｜ポットラック新聞かわら版チーム
定員｜20 名程度（親子での参加歓迎！）　
参加費｜無料（名古屋海洋博物館の入場料が別途必要）・要予約

集う

２Ｆ

３人のアーティスト・デザイナーが滞在中に制作した作品を公開するオープンスタジオでは、
その制作や思考に直接ふれることのできるトークイベントやワークショップを開催します。３Ｆ

●伊勢湾台風と港まち。かわら版新聞づくりツアー

●阿部航太×川勝真一（RAD ディレクター／建築リサーチャー） ●蓮沼昌宏

港まちに関するエピソードを声に出して読んでみます。音読を
通して地域の人々の生き様を語り継ぐ試みです。
日時｜7 月 28 日（日）10:00-12:00　
講師｜まちの語り手：西川みどりさん　定員｜５名程度・要予約

●記憶の記録を音読してみよう！

伊勢湾台風についてのエピソードを語
ってくださった方々による座談会です。
日時｜7 月 20 日（土）、8 月 3 日（土）
　　 両日共に 13:30-15:00　

●みなとまちオープンインタビュー

●青崎伸孝×大竹敏之（フリーライター） ●蓮沼昌宏×高山 明（Port B ／演劇ディレクター）

●スタジオトーク／ポットラック・パーティー 日時｜７月 27 日（土）トーク 17:00–18:30（トーク後パーティー）

ポットラック新聞かわら版

＊[ 青崎伸孝×大竹敏之 ]と [ 蓮沼昌宏 ] のイベント予約は info@mat-nagoya.jp へお問い合わせ下さい。

＊[ かわら版新聞作りツアー ]と [ 音読 ] のイベント予約は info@minnatomachi.jp へお問い合わせ下さい。

夏休みの
自由研究にもどうぞ！


