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事業計画作成部会とは？

第134回会議
❶ （議決なし） 

平成31年 1月21日 18：30‒19：30

公募部会員を募集しています！

第143号  6月10日発行

❷ みなとまちBOSAI について （議決なし）

❸ ボタンギャラリーPart2 について

❹ 空き店舗対策事業について

 

開催 創る

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。

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  
HP│http://www.minnatomachi.jp

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

● 令和2年度に向けた事業計画作成の流れ

事業計画作成部会

提 出

協議会検討 審議・承認

報告

協議会　会議結果報告

第135回会議
❶ 空き店舗対策事業について 

平成31年2月18日 

❷ アート関連事業について

❸ 子育て事業について

令和２年度に向けた事業計画作成部会の開催

●名古屋市に実施を要望する事業
　　　　第1回部会：令和元年7月29日(月)18：30～
　　　　(場所：港まちポットラックビル)
●港まちづくり協議会の事業計画
　　　　第2回部会：令和元年8月5日(月)18：30～
　　　　(場所：港まちポットラックビル)

●第140回協議会にて
    第1回部会案を審議・承認
●第141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

会議協りくづちま港にでま日期を類書るなと要必、み読くよを」綱要員会部募公会部成作画計業事「   法方募応■
　　　　　　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   令和元年7月1日（月）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
　

防災・減災まちづくりについて、報告がありました。「港まちカルタ」の制作過程や完成後の活用用途などについて審議
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。

ボタンギャラリーPart2について、報告がありました。多目的活用に関する意見交換や改修に対する防犯上の確認等が

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。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。

なされたうえで、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。

審議の結果、案の通り承認されました。また、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。

選定する事業者と、その選定基準について意見交換がなされたうえで、審議の結果、4つの評価基準を3つに変更する
ことを条件に承認されました。また、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。

当プロポーザルにおいて選定する事業者について意見交換がなされたうえで、審議の結果、案の通り承認されました。
また、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。

審議の結果、案の通り承認されました。また、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。

❹ 平成31年度港まちづくり協議会事業計画について

❺その他
審議の結果、案の通り承認されました。また、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。

○大ナゴヤ大学との連携イベントにおける会場の使用と岡西事務員のゲストとしての出席について報告がありました。
○アップライトピアノの寄付の申し出があり、受け入れに向けて調整している旨の報告がありました。

１８：３０－２０：００

令和元年

協議会委員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。平成 31年 3月に承認された、今後の 5年間のビジョ
ンをもとに、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。



み（ん）なとまちをつくるアーカイブプロジェクト vol.4
『まちが語る｜telling our story 』展を開催

■ 日　程　6月22日（土）- 8月24日（土）  11:00-19：00（入場は閉館30分前まで）
　　※日曜・月曜・祝日は休館　
　　※6月26日(水)、7月10(水)、7月24日(水)は別事業のため13:00よりご覧いただけます。

■ 会　場　港まちポットラックビル 2 階    ■ 入場料　無料
■ 協　力　名古屋海洋博物館　　　　　　 ■ 主　催　港まちづくり協議会

告知 創る

MAT,Nagoya・スタジオプロジェクト vol.5 を開催

告知 集う

西築地学区における町内会や各種団体等、その他にも公益を目的とする活動であれ
ば、協議会の許可に従って無料でご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

■ 休 館 日　毎週月・日曜日、及び祝日年末年始（12 月 29 日～翌年 1 月 3 日） 
　　　　　     その他、設備の点検等のため、臨時に休館することがあります。
※開館日でも事業の実施日などで使用いただけない場合もございますので予めご了承ください。
　ご利用にあたっては事前の申し込みが必要です。

港まちに暮らす人々の「個人的な」エピソードを集めながら、港まちの過去と未来を考えるプロジェクトの第 4 弾
です。今回は、「まちが語る｜telling our story」を展覧会タイトルとしました。今年は、伊勢湾台風から 60 年の節
目でもあるため、伊勢湾台風にまつわる聞き書きにも力を入れました。伊勢湾台風は、日本の防災対策の基礎を作っ
たと言われるような歴史的災害です。その中を、港まちの人々はどう生き抜いたのか。そこには、語り継ぐべき知
恵や教訓が数多く存在しています。他にも、港湾労働者が使った猫車や懐かしい水桶など港まちならではの道具も
展示します。それらがどんな使われ方をしていたのか、ご来場いただく皆さんにも教えていただければ幸いです。

港まちポットラックビルの 3階では、6月から 8月までの 2ヶ月間、港まちエリアでアーティストやデザイナーの
制作・活動発表をサポートする「MAT, Nagoya・スタジオプロジェクト vol.5」を開催します。

■ 日　程   スタジオ滞在期間｜6 月 22 日（土） ‒7 月 26 日（金）
　　　　　 　　　　公開日時｜滞在期間中の金曜、土曜のみ　11:00‒19:00（入場は閉館 30 分前まで）
 　　　　　作 品 公 開 期 間 ｜7 月 27 日（土）‒8 月 24 日（土） 
　　　　　　　　　　　　　　 11:00‒19:00（入場は閉館 30 分前まで）※日曜・月曜・祝日は休館　
　　　　　　※アーティスト・デザイナーが不在の場合もございます。詳しくは、港まちづくり協議会までお問い合わせください。

■ 参加アーティスト・デザイナー　
　　　青崎伸孝（アーティスト）／阿部航太（デザイナー、文化人類学専攻）
　　　蓮沼昌宏（アーティスト、記録写真家）
■ 会　 場　港まちポットラックビル３階      
■ 入場料　無料
■ 運　 営   Minatomachi Art Table, Nagoya [MAT, Nagoya]     
■ 主　 催　港まちづくり協議

暮らす告知

コミュニティ活動の各事業がスタートしました。

提案公募型事業の第１期  結果報告

報告 創る

み（ん）なとまちを創ることを目的に、新しいアイデアを募り、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、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 　 令和元年 6 月 1 日（土）～ 7 月 31 日（水）　
　※ 7 月 21 日（日）までに港まちづくり協議会の相談窓口を利用することが必須となります。
■ 実施期間　令和元年９月１日（日）から令和2年 2月 16日（日）までに事業が終了すること。

第２期募集
スタート

事業者

ばぁば工房
「港まち・すこやか倶楽部」

みなとまち絵画造形教室

事業名

港まちの文化と健康を守ろう

みんな芸術家＜描いたり 創ったり＞

事業者

港まち手芸部

港まち俳句の会港まち俳句の会

事業名

港まち手芸部

子育てサロン まちの遊び場へ行こう

子育てサロン プレイハウス WAFF

みなとまちガーデンプロジェクト

子育て事業の実施者が決定し、ガーデンプロジェクトも活動が始まりました。参加者募集中です。
詳細は港まちづくり協議会までお問い合わせください。

■ 日　程　6 月～2 月の水曜日　隔週開催　10:00-11:45
　 次回は 6月 26 日（水）「七夕を楽しもう」を開催
■ 会　場　港まちポットラックビル　

■ 日　程　6 月～2 月の毎週火曜日　10:00-15:00
　 次回のプログラムは 7月 2日（火）「気質に合った子育て相談」を開催
■ 会　場　ばぁば工房【別途参加費 200 円】　

■ 日　程　6 月～2 月の第 3 水曜日　9:30-10:30
　 次回は 6月 19 日（水）、7月 17 日（水）開催
■ 集　合　港まちポットラックビル　

誰でも気軽に参加ができて、親子で楽しめる、未就園児とその保護者向けの
子育てサロンです。普段はなかなかできない新鮮な遊びや、託児つき保護者
向けプログラムなど、人気の企画が盛りだくさんです。

地域の古民家を活用したアットホームな雰囲気のなか、親子でのんびりと遊
びながら、暮らしのちょっとしたヒントを学べたり楽しいひと時が過ごせた
りする子育てサロンです。

今年度も、西築地学区内にあるガーデンのお手入れ作業を定期的に行なって
います。主な作業は、剪定や雑草抜き、苗の植替えなどです。さまざまな種
類のハーブと季節の草花が育つガーデンのお手入れを一緒にしませんか。

港まちポットラックビル１Fの貸し出しについて

「まちを綴る｜taste our tracks」(2018) の展示風景▶

昨年の様子▶

撮影：岡村靖子

ボランティア募集中 !


