港まちづくり協議会ニュース
第４９号

（平成２２年６月１０日発行）

港湾会館さよならコンサート
名古屋フィルハーモニー交響楽団と東港中学吹奏楽部の
夢のジョイントが実現！
港の芸術文化を育んできた名古屋港湾会館
今年の8月末、39年の歴史を誇る現名古屋港湾会館は、移転に
伴いその歴史に幕を降ろすこととなりました。昭和46年に設立され、
世界各国の多様な芸術文化を受け入れる港ならではの文化施設
として、数々の文化事業が開催されてきました。また、長らく地域
に親しまれてきた港湾会館は、名古屋フィルハーモニー交響楽団
の草創期を支えた練習場でもあります。
港まちづくり協議会では、現港湾会館の閉館に際し、名フィルの
フルオーケストラによるコンサートを開催することとなりました。そし
て、全国的な活躍をみせる東港中学吹奏楽部にもご出演いただき、
次世代を担う若き音楽家と名フィルの夢のジョイントが実現するこ
ととなりました。港の文化拠点である港湾会館の歴史に想いを馳
せながら、本物の芸術に触れる機会となることを願っています。

開 催 概 要
◆日時 ： 平成22年8月8日（日）
15：00開演（14：30開場）
◆会場 ： 名古屋港湾会館ホール
◆出演 ： 名古屋フィルハーモニー交響楽団
名古屋市立東港中学校 吹奏楽部
◆チケット料金

◆プログラム

全自由席

大人（高校生以上）
1,500円
小人（小学生、中学生） 500円
※定員に達し次第、申込みを締切らせていただきます。
※小学生未満のお子様のご入場は、保護者同伴でもご遠慮く
ださい。当日会場に設ける託児所をご利用ください。

◆託児 〈無料・要予約〉
管理運営 ： NPO法人みなと子育ているかねっと
予約先 ： 港まちづくり協議会 事務局
TEL 052-654-8911

第1部 名古屋市立東港中学校吹奏楽部
□モーツァルト
オーボエ協奏曲～第1楽章
【オーボエソロ：寺島陽介】
□ヒットソング・パレード2010 ほか

第2部

名フィル

□ベートーヴェン
交響曲第5番『運命』～第1楽章
□スメタナ
交響詩『モルダウ（ヴルタヴァ）』

第3部

ほか

名フィルと東港中学吹奏楽部の共演

□アンダーソンラッパ吹きの休日
□シベリウス
交響詩『フィンランディア』
□J・シュトラウスⅠ世
ラデツキー行進曲 ほか

主催 ： 港まちづくり協議会
共催 ： （財）名古屋みなと振興財団 後援 ： 名古屋港管理組合
協力 ： 西築地学区連絡協議会、名古屋市立東港中学校、NPO法人みなと子育ているかねっと

まちの縁側づくり事業 人気の企画が本年度も始まります。

子育て交流の縁側 『まちの遊び場へ行こう！』
昨年度から始まった、人気の子育てサロン「まちの遊び場へ行こう！」が本年度も始まります。毎回、親子
で楽しめる様々なプログラムが行われ、お母さん同士の交流や情報交換の場としても親しまれています。
子育て中の方はぜひ一度ご参加ください！
■日程 ： 平成22年6月9日（水）～10月27日（水）
〈第2・4水曜日 全9回〉
■時間 ： 10：00～12：00
■場所 ： 西築地コミュニティセンター
■参加対象 ： 未就園児とその保護者・家族
■参加費 ： 無料
■おやつ代 ： 実費 親子で200円
（お子さま1人追加ごとに100円）
■運営・申込み・お問合わせ先 ： ＮＰＯ法人みなと子育ているかねっと
ＴＥＬ 080-3065-9957 ＦＡＸ 052-654-3900
Eメール iruka-net.20037@c.vodafone.ne.jp

昨年度の様子
ふろしきが遊び道具に変身！

■スケジュール

8月25日（水） 白玉団子づくり ＊兄弟参加OK
6月 9日（水） 「はらおぺこあおむし」になって遊ぼう 9月 8日（水） 絵本の読み聞かせ＆手遊び
9月22日（水） ふろしきで遊ぼ
6月23日（水） おんがく遊び
10月13日（水） 親子ヨガ
7月14日（水） 英語で遊ぼ！
10月27日（水） おもちゃ図書館
7月28日（水） 親子たいそう ＊兄妹参加OK

※8月25日 ： 完全予約制、別途参加費が必要となります（親300円／子ども200円）

スポーツの縁側 『みなとアイススケート教室』
邦和スポーツランドで行うアイススケート教室です。昨年度は予約開始とともに、すぐに定員締切り
となるほど大人気でした。今年の夏は、涼やかにアイススケートを楽しみましょう！
■日程 ： 平成22年6月27日（日）～8月1日（日）〈毎週日曜日 全6回〉
■時間 ： 15：00～16：00（第6回のみ14：00～）
■場所 ： 邦和スポーツランド アイススケートリンク
■参加対象 ： 5歳前後から
■貸しシューズのサイズ ： 15～29.5cm
■参加費 ： 各回シューズ代実費400円
（マイシューズをお持ちの方は不要）
■運営 ： 邦和スポーツランド
■申込み・お問合わせ先 ： 港まちづくり協議会
ＴＥＬ 052-654-8911 ＦＡＸ 052-654-8912
E-mail info@minato55.jp

■スケジュール
第1回入門編
第2回初級編①
第3回初級編②
第4回中級編①
第5回中級編②
第6回フリー編

昨年度の様子
大人も子どもも真剣！

6月27日（日）
7月 4日（日）
7月11日（日）
7月18日（日）
7月25日（日）
8月 1日（日）

提案公募によるまちづくり事業（第1期募集）の
委託事業が決定しました。
港まちをより元気にする 、“まちづくりの担い手”たちに応援を！
第56回港まちづくり協議会（平成22年5月12日開催）において本審査を行い、厳正なる
審査の結果、ご応募いただいた全7事業のうち、以下の4つの事業委託が決定しました。
今回もそれぞれの団体の経験と発想を活かした、さまざまな企画がそろいました。港ま
ちをより元気に、より魅力的にしようと取り組む“まちづくりの担い手”の皆さんをぜひ応
援してください！
申請者

希望事業名

事業概要

１

都市農業を育む会

（仮）農業体験と生物多様性
について学ぼう

港区内の農地で、野菜の栽培や稲刈りなどの
農業体験と農地周辺の生き物観察を実施

２

ぶらり港旅
～港活性化研究会～

「名港線で行く西築地界隈の旅」
推奨プロジェクト

大学生の視点で見た西築地界隈の魅力をめぐ
る街歩きイベントを行い、築地散策マップを作
成、フォーラムも開催

３

築地VOICE OF WAVE

築地VOICE OF WAVE音楽教室

ボイストレーニングで発声の基礎を学び、ゴス
ペルソングなどを歌う音楽教室と、教室の復習
をする自主練習会、発表コンサートを開催

４

ゆめランド稲荷公園愛護会

ゆめランドまつり10周年記念事業

稲荷公園改修の10周年を記念し、樹木のある
公園空間を楽しむ巨大スゴロクを行うイベント
を開催（5月30日に盛況のうちに終了しました。）

※事業の詳細については、各事業のチラシや協議会ホームページ等でお知らせします。

提案公募によるまちづくり事業

「築地VOICE OF WAVE音楽教室」が始まります。
発声の基礎を学ぶ声楽とゴスペルコーラスの教室
「提案公募によるまちづくり事業」として実施される、声楽とゴスペルコーラスの教室「築地VOICE OF
WAVE音楽教室」が始まります。ゴスペルの第一人者佐藤ゆかり先生を講師に、発声の基礎から学び、
ポップスやクリスマスソングなどの親しみのある曲からゴスペルソングまで、幅広くコーラスを練習します。
教室の締めくくりとして、発表会となるコンサートも開催予定です。未経験の方、楽譜の読めない方でも
安心してご参加ください。

築地VOICE OF WAVE音楽教室
企画運営 ： 築地VOICE OF WAVE
〈音楽教室〉
■日程 ： 平成22年6月24日～平成23年2月17日〈毎月2回・全17回〉
■時間 ： 18：45～20：45
■場所 ： 西築地オレンジネット オレンジプラザ
（築地口商店街 マルサン精肉店2階）
■参加費 ： 無料
〈発表コンサート〉
■日時 ： 平成23年2月19日（土）19：00～21：00
■場所 ： 名古屋港ポートハウス
※詳細はお問合わせ先まで

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

提案公募によるまちづくり事業

「祝10周年 ゆめランドまつり」が開催されました。
祝10周年 ゆめランドまつり
企画運営 ： ゆめランド稲荷公園愛護会

地域で守り育てる公園で、思いっきり遊んだ一日

■開催日
平成22年5月30日（日）
■会場
稲荷公園

ゆめランド稲荷公園愛護会さんによる、稲荷公園の改修10周年を記念した
イベントが開催されました。稲荷公園は、住民自らが企画し、行政との協働に
より改修され、地域の方や当時の子どもたちの夢や想いの詰まった公園とし
て、地域に愛されています。当日の公園には、大学生グループ “カルシウム
カンパニー” の方たちが作った「巨大スゴロク」などの創意溢れるゲームが用
意され、子どもたちは青空の下、思いっきり体を動かして遊んでいました。
公園の柵には子どもたちが描いた「夢の公園」の絵画展示が行われ、緑化
に役立つ有用微生物「えひめAI-2号」のパネル展示とサンプル配布も行われ
ました。お昼休みの公園の木陰では、地域の方々によって用意された昼食を
親子や友だち同士で食べている姿があちこちで見られました。

子どもたちの描く「夢の公園」

第５５回会議

日時：平成２２年４月２６日（金）

巨大スゴロクと９つのミニゲームに
子どもたちは大はしゃぎ

午後６時３１分～午後７時１３分

１．会長・副会長の互選について
○協議会委員の任期満了による交代にあたり、会長・副会長の互選を行い、会長は髙羽委員が、副会長は岩
田委員及び佐藤委員が推薦され、承認しました。
２．平成22年度提案公募型事業について
○「提案公募によるまちづくり事業」「提案公募による夏のイベント事業」の実施概要・実施スケジュール・実施要
綱等の資料について審議し、案の通り承認しました。
３．港まちづくり協議会規約改正について
○港まちづくり協議会規約の一部改定について審議し、承認しました。
□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。

＜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 /

