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み なとまちの 観 光 プログラム 2 0 17

みなと
A GO GO！
今年も港まちでは音楽とアートのフェスティバル、
アッセンブリッジ・ナゴヤが開催され多くの方が港まちに訪れています。
そんなフェスティバルの舞台となる港まちは、
とってもディープで
魅力的な
「ヒト・モノ・コト」が盛りだくさん。
今年は厳選の16プログラムを開催！
港まちを巡って楽しもう！

会 場 マップ

①番出口

地下鉄名港線

「築地口」駅
築地口

③番出口

EVENT 01

築地口商店街

WE B
「みなと A GO GO 2017」のＷＥＢ
ページ内、お申込みフォーム
（24 時間
受付）
よりご予約ください。

港
消防署

01,02,05,06,08,13,14

地 下 鉄 名 港 線

2015 年10月4日にオープンした港まち
づくり協議会が運営する、新たなまちづ
くりの拠点「Minatomachi POTLUCK
BUILDING」
。
ポット
ラックビルでは常
時様々なイベントを
行っています。

②番出口

ご予約方法

西築地
小学校

港消防署南

港まちポットラックビル
築地
神社

http://minnatomachi.jp/
minatoagogo2017

お電話・FAX・メール
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cha-hoo

下記までご連絡をお願いいたします。
①氏名 ②年齢 ③電話番号 ④住所

江 川 線

12

バーバーショップマッチ
臨港病院

⑤ご希望のプログラム名 ⑥参加人数
をお伝えください。
［港まちづくり協議会］

②番出口

15

中国食房 凛
07

くすりのササ

港橋

港橋広場
公園

地下鉄名港線

「名古屋港」駅

FAT
11

JETTY

Garden Pier

名古屋
港湾会館

09

名古屋港ポートビル

主催：港まちづくり協議会

TEL：052-654-8911 〒455-0037 名古屋市港区名港 1-19-23 Minatomachi POTLUCK BUILDING

Fax : 0 5 2 - 6 5 4 - 8 9 12
（24 時間受付）
メール : info@minnatomachi.jp
（24 時間受付）

①番出口

③番出口

名古屋港水族館

なご や の み なと まち 港まちづくり協議会は、なごや中のみんなと楽しむみなとまちづくりを目指しています。
www.minnatomachi.jp/
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喫茶ハーバー

03

インド料理店ドルーガ 2号店

電話 : 0 5 2 - 6 5 4 - 8 9 11
（受付時間 平日 9 : 00〜18 : 00）

注意事項
◎受付は先着順とさせていただきます。
◎ご家族等でお子様が参加される場合でも、
1名として
カウントさせていただきますので、予めご了承ください。
◎定員になり次第応募を締め切らせていただきます。
◎申込み期限は、開催日の 3日前までです。
◎キャンセルについては開催日の 2 日前までにご連絡
をお願いいたします。1日前、当日のキャンセルについて
はキャンセル料が発生する場合がありますので、予め
ご了承ください。
◎各プログラムに参加される方は10 分前までに集合
場所までお越しください。
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アッセンブリッジ・ナゴヤ 2017
「パノラマ庭園 ‒タイム・シークエンス ‒」
をめぐるツアー
12/1
（ 金）11 : 00〜12 : 00

03

ライターになってみよう！
ポットラック新聞かわら版

04
「不調を整える野菜スープ」
を食べて
体調について考える
スロースタイルカフェ cha-hoo

港まちのリアル名物
「とんスパ」
を味わう FAT

12/9（土）11 : 00〜16 : 00

12/9（土）13 : 00〜14 : 00

集合： 港まちポットラックビル

集合： 港まちポットラックビル

参加費： 無料
（要展覧会チケット）

参加費： 実費
（昼食代 + 取材費）

定員： 15名

定員： 8名

講師：吉田有里

講師：
ささやん、
であいちゃん、
チンタオ

（港まちづくり協議会事務局スタッフ／
アッセンブリッジ・ナゴヤ 2017
アートディレクター）

12/17（日）10 : 00〜12 : 00
集合： FAT

集合： cha-hoo

参加費： 1,000 円
（とんスパとドリンク付き）

参加費： 800 円
定員： 10名

定員： 5名

講師：下郷洋子さん
（cha-hoo オーナー）

講師：岡直樹さん
（FAT マスター）

（ポットラック新聞かわら版編集部）

現在港まちで開催中の展覧会を巡る作品解説付きのガイドツアー

「ポットラック新聞かわら版」
は2017年 7月から毎月発行している、

その昔、港まちに人気のレストランに「とんスパ」というメニューが

チャフーは、港まちには欠かせないスロースタイルのカフェバー。

です。本展のサブタイトルである「タイム・シークエンス」は、
日本を

港まちの日常を取り上げたフリーペーパーです。まちの面白さって

あったそうです。家族の記念日に、大切なお客さんのおもてなしに、

オーナーの洋子さんの料理は、とても独創的で華やか。いろんな

代表する作曲家・一柳慧が1976年に発表したピアノ曲のタイトル

そこに住む人には日常すぎてなかなか気づくことが出来ないもの

ちょっと特別な日のご馳走として・・・。
そんな懐かしの
「とんスパ」

素材のポテンシャルを引き出して、新しいメニューを生み出してい

であり、多様なシーンの連続を意味することばです。時間や場所の

です。そんなまちを外から見てみると、実は魅力的な人や他では普段

を、港まちのシェフ・FAT のマスター岡さんが人々の記憶を頼りに

ます。今 回はチャフーオリジナル「不 調を整える野 菜スープ」と

関わりに言及した作品や、港まちの 何気ない日常や人の営みに

見られないような建物や風景、その土地に根付く文化や慣習など、

して、未来の思い出に残る名物として復活させました。
「とんスパ」

「冬のとっておき手作りノンシュガー食べるジャム」を食しながら、

リンクした作品などがまち中の会場に展示されています。アーティ

まちの人も知らないような面白さがたくさんあります。今回はかわら

は、メディアにも取り上げられて、一躍港まちの人気メニューに。

「体の不調を整える」について考えます。どの素材がどんな風に体

ストたちはどのようなことを考え、
作品を制作しているのでしょうか。

版編集部の 3 人に講師になっていただき、一緒にランチをしながら

一度食べるとやみつきになりファンも多いとか。このツアーでは、

の体調を整えてくれるのか、調理の際のコツはなにか、などを学び

一見みただけではよくわからない作品も、
アーティストの考えを知る

まちを歩き、記事を書き、かわら版号外号の制作を行います。出来

岡さんに
「とんスパ」
復活の苦労話を伺いながら、
みんなで美味しく

ます。お家でも簡単につくれる嬉しいレシピについても学びましょう。

と新しい見方が生まれるかもしれません。本展ディレクターがガイ

たかわら版はお土産にお持ち帰りいただけます。

「とんスパ」
をいただきます。

お肌がツルツルになる黒いごはんボール付き。

ドを行い、
会場を巡ります。
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歌声響く
夜の港まちほろ酔いツアー

お手本のない習字教室 in 港まち

健康は耳から！
？耳ツボマッサージ講座
くすりのササ

港まち俳句の会
‒日々の出来事を俳句で詠もう‒

12/22（金）19 : 00〜21 : 00

1/6（土）10 : 30〜12 : 00

1/8（月・祝）10 : 00〜12 : 00

1/8（月・祝）14 : 00〜16 : 00

集合：港まちポットラックビル

集合：港まちポットラックビル

参加費： 実費
定員： 10名

参加費： 1,000 円
（ツボシート付き）

※道具はすべてこちらで用意します。

講師：港まちのお店の皆さん

集合：港まちポットラックビル

集合：くすりのササ

参加費： 500 円
（コーヒー付き）

参加費： 300 円
（飲み物付き）
定員： 12名

定員： 8名

定員： 6名

アドバイザー：伊藤千寿さん
藤井裕子さん

講師：高羽美由紀さん
（くすりのササ店主）

講師：谷 亜由子さん

港まちには数多くの飲食店があります。特に夜は、居酒屋のネオン

「お手本通りに書くことも大 切だけど、字はもっと自由でいいと

東洋医学では、耳の形が、お母さんのお腹の中にいるときの胎児の

俳句って難しいイメージがありますが、
「そんなに構えずに詠んでみた

や看板があちらこちらに見られ、
お店からは楽しそうな歌声とにぎ

思うの」
と語るのは、ぶらり港まち新聞 / ポットラック新聞でお馴染

姿に似ている事などを引き合いにして、耳をその人の分身として

らいいのよ」
と伊藤千寿さんは言います。長年、港まちに住む千寿さ

やかな笑い声が聞こえてきます。楽しそうな雰囲気、だけどなかなか

みのライター谷さん。実は谷さんのご実家は習字教室。子供の頃

とらえるようです。
つまり、耳には全身の各臓器に働きかけるツボが

んは御年 92歳。
50歳で俳句を始め、
すでに40年以上のキャリアが

１人では緊張してしまうもの。それなら私たちと一緒に夜の港まち

から筆や書道に親しんで、師範の免状もある谷さんは数年前から

あると考えられています。最近では、耳ツボはダイエットにも効果が

あります。これまでに娘さんがお嫁に行った時やお孫さんが生まれ

を巡ってみませんか。せっかくならお店のマナーや楽しみ方もお店

様々な場所で、
お手本にとらわれることなく自由な感性で好き勝手

あるとかで、大きな注目を集めています。今回は、港まちのみなさん

た時のことなどを俳句に詠んできたそうです。また、港まちで喫茶

の人に伝授してもらいましょう！個性的で愉快なお店がてんこ盛り。

に書くことをコンセプトにした習字教室を開催しています。その時

御用達の「くすりのササ」さんにて、耳ツボ講座を開催します。この

「姉妹」
を営む藤井裕子さんも日々の出来事を日記のように俳句に

ぜひ一緒に盛り上がりましょう。

の気分で好きな文字を選び、それに触発された誰かが、また別の

機会に身体の血行を良くして、日々の疲れをスッキリと改善して

して残しているそうです。お二人とも、
それらの俳句を見かえすと、
その

言葉を書く。
お互いの気持ちを筆と墨に託して言葉を綴り合うのっ

みませんか。

時の風景や気持ちが蘇ってくるのだとか。
日記帳に綴るように俳句

て何だか楽しそう。
谷さんとまちを歩き、感じた気持ちを墨と筆で

が詠めたらいいな！ということで、
今回は千寿さんと裕子さんにアド

表現してみようと思います。お楽しみに。

バイスをもらいながら、
気軽に俳句を詠んでみたいと思います。
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社会見学クルーズ in 名古屋港
高潮防潮堤に上陸 !?

港まちの映画「右にミナト、左にヘイワ」上映会
監督との撮影の舞台を巡るミニツアー

スパイスからつくる本場のインドカレーづくり
インド料理店ドルーガ

「良いシャンプー」
ってなんだろう‒
アロマシャンプー作り‒
バーバーショップマッチ

1/12（金）16 : 00〜17 : 30

1/13（土）10 : 00〜12 : 00

1/13（土）15 : 00〜17 : 00

1/14（日）10 : 00〜11 : 00

集合：名古屋港ポートビル

集合：喫茶ハーバー

参加費： 無料
定員： 8名

参加費： 500 円
（コーヒー or オレンジジュース付き）

講師：
国土交通省名古屋港湾事務所の
スタッフの皆さん

講師：酒井健宏さん
（港まちポートレート代表）

定員： 20名

集合：インド料理店ドルーガ
2号店
（名古屋港）

集合：バーバーショップマッチ

参加費： 500 円

定員： 12名

参加費： 1,000 円

定員： 10名

講師：松野伸哉さん
（バーバーショップマッチ店主）

講師：
ガイレ・ジャンパラルさん
（インド料理ドルーガ主人）

昨年、子どものヘアスタイル講座を開いてくれたバーバーショップ

あなたは海の側からまちを眺めたことはありますか？名古屋港を

昨年度完成した、港まちを舞台にした防災 SF ファンタジー映画

ネパール出身のガイレさんとそのファミリーがとびきりの笑顔で

舞台にした、貴重な見学クルーズのご紹介です。まずは、日本一の

「右にミナト、左にヘイワ」
。
今回撮影の舞台にもなり、マスターにも

迎えてくれる港まちの素敵なインド料理店ドルーガ。お皿からはみ

マッチさん。今年は新たな試みにチャレンジ！店主の松野さんから

産業港として数々の実績を誇る名古屋港の概要を国土交通省の

出演いただいた喫茶店、ハーバーさんで上映会を行います。今回は

出す大きなナンが食べ放題のランチタイムはいつも人気です。今回

「今年はシャンプーを作ろうか！」とご提案をいただきました。
シャン

スタッフの方にご紹介いただきます。名古屋港を通る様々なモノが、

それだけでなく、なんと撮影の舞台を巡るツアーも行います。ガイド

はガイレさん直伝のスパイスからつくる本場のインドカレーを一緒

プーに自分の好きなアロマオイルを入れて、ご自宅でもリラックス

私たちの暮らしを支えていることに改めて気づかされることでしょう。

をしてくれるのは監督の酒井さん！なんとも贅沢！映画を見た後は、

につくります。カレーは、
ドルーガ定番のナス入りキーマカレー。
そし

できるオリジナルのアロマシャンプー作りを行います。シャンプーを

そして、海へ。
ダイナミックな港湾施設の間近に迫り、名港トリトン

撮影の舞台となったロケ地を巡りながら制作秘話なども聞けるか

て、
今回は特別にあの大きく膨らむドルーガのナンの作り方も伝授

作りながら、松野さんから上手な髪の洗い方や、
「良いシャンプー」

をくぐって、高潮防潮堤を目指します。名古屋港を高潮から護る

も。12 月の 21日〜 23日には名古屋シネマテークさんでも上映され

いただきます。タンドール釜の壁面に貼付けて焼く本格的なナン

についても教えてもらいましょう！もちろんつくったシャンプーは

堤防に降りられるまたとない機会です。波に揺られて、目にしたこと

るそう。映画館でご覧いただけるって凄いですね！この機会にぜ

づくり体験です。これは、
見逃せません！

お持ち帰りいただけますよ。

のない風景を訪ねる。そんな体験を通して、私たちの暮らしの背景

ひお出かけください。

EVENT 01

に想いを馳せてみませんか。
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港まちガーデンツアー

まちなか寺子屋
〜写真やモノを手がかりに、
まちの声に耳を傾ける〜

手作り肉まん作りにチャレンジ！
中国食房 凛

12/16（土）12 : 00〜15 : 00

1/20（土）10 : 00〜12 : 00

1/20（土）13 : 30〜15 : 00

1/28（日）12 : 00〜15 : 00

主催：築地口商店街振興組合

セーラーズマーケット 2 017

協力：アッセンブリッジ・ナゴヤ実行委員会

集合：港まちポットラックビル

集合：港まちポットラックビル

集合：中国食房 凛

参加費： 300 円
（飲み物付き）

参加費：300 円
（飲み物付き）

参加費： 1,000 円

定員： 10名

定員： 10名

定員： 24名

講師：古橋敬一、
児玉美香

ゲスト：港まちの生き字引な方々

（港まちづくり協議会事務局スタッフ）

会場：築地口商店街

講師：山田久歩さん
（凜メインシェフ）

講師：古橋敬一

（港まちづくり協議会事務局スタッフ）

土にふれあう都市の暮らしを探る
「みなとまちガーデンプロジェク

港まちづくり協議会では、地元小学校の 100 周年をきっかけに、

港まちの凛さんは、いつ行っても大勢のお客さんで賑わう港まちの

築地口商店街で毎年恒例の年末感謝祭。
商店街の逸品や

ト」
。
港まちの人々の暮らしから出る生ゴミを回収し、隣まちの農園

まちの方々から古い写真やモノ、
それにまつわる様々な記憶を記録

人気店。
リーズナブルなランチはもちろんのこと、お酒にピッタリの

掘り出し物がならぶバザーは大人気。音楽ステージもあり

アグリパーク南陽にて堆肥化。人とまちの繋がりを活かし、地域の

する取り組みを行っています。特に、今年は、
「まちを解く」
と題した

本 格 中華が 味わえるディナーにも多くのリピーターがやってき

ます。このステージイベントのあしらいとして、港区にある

中に緑豊かなコミュニティガーデンがすでに 10 か所も誕生してい

展覧会も開催し、集められた様々なモノにまつわるエピソードを数

ます。今年も、そんな凛さんのメインシェフ山ちゃんから、美味しい

地域子育て支援センター「陽まわり」の方々と制作した『あ

ます。今回は、
それらのガーデンを少しお手入れしながら、
ゆるりと

多く収集し、
まちの人々の手作りによる記憶の地図を作成する試み

肉まんを直伝いただきます。ほんのり甘くてふわふわもちもちの

かり玉』
を飾り付けます。ぜひこちらもお楽しみに！夕方から

巡るお散歩ツアーを企画しました。ハーブを摘みながら、
都市の中の

も行われました。今回は、
そうした展覧会の成果を振り返りながら、

生地に、アツアツの肉だねがたまりません。
もちろん、
生地の作り方

はアッセンブリッジ・ナゴヤの協力でコンサートなども開か

オーガニックな暮らし、
そのアイデアについておしゃべりしましょう。

展覧会の協力者たちもゲストに交えた座談会を開催します。初めて

から具の味付けまで全部教えてもらえます。しかも24 名も。これは

れる予定です。まるっと一日、
港まちをお楽しみください。

最後は、みんなで摘んだハーブでティータイム。フレッシュなハーブ

目にする写真や耳にするエピソードの中に、なぜだか感じる懐かし

贅沢です。

ティーはもちろん、
紅茶や珈琲とのコラボもご紹介します。

い気持ち、
一緒に味わってみませんか。

ほど

