
 

 

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

お問い合わせ先

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。

報告

協議会　会議結果報告

　令和元年 9月 17日 18:30-19:00第 141回会議

l

❶
 提案公募型事業第 2 期 
みなと子育ているかねっと「みなと図書館がやってきた！」について

事業内容の修正点や議事録及び会議結果の記載事項等が確認された上で、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。

❷ みなとまちBOSAIについて

企画概要や参加者対応等について確認された上で、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。

・事務局より、令和元年 9 月 10 日に協議会ニュースの第 146 号が発行された旨の報告
がありました。また、ポットラック新聞タブロイド版 7 号とかわら版 24 号が発刊され
た旨が報告されました。

・事務局より、公設市場に設置していた AED について、市場の閉鎖に伴い、事務局に戻っ
てきていたましたが、小学校で体育館に設置していた AED が保健室に移動することに
なり、公設にあった AED を一般の方の出入りも多い体育館へ設置する旨が確認されま
した。

・9 月 21 日から行われる名古屋市博物館の伊勢湾台風 60 周年事業「特別展　治水・震
災 ・伊勢湾台風」の企画展開催の中で、港まちづくり協議会で聞き取った被災者の声や
防災カルタの紹介等をするブース出展を行う旨が報告されました。

・名港水上芸術花火 2019 への協力について、本年も要請があり、協力する旨が報告さ
れました。

・ポットラックビルの入り口の美装化について、アッセンブリッジ終了後の 11 月ごろに
シャッターの設置が行われる旨が報告されました。

❸ その他

■日  時　1月 25日（土） - 3月 14日（土）11:00-19:00
　※  入館は 30分前まで。日曜・月曜・祝日は休館。2月 12日 , 2月 26日は別事業のため展示は 13:00からとなります。
■会  場　港まちポットラックビル 2F　　■入  場　無料　　■主  催　港まちづくり協議会　　

■日  時　1 月 25 日（土） - 3 月 14 日（土）11:00-19:00　※ 入館は 30分前まで。日曜・月曜・祝日は休館
■会  場　港まちポットラックビル３F　　　　　　　　　　　　　  ■入  場　無料　　
■企  画　Minatomachi Art Table, Nagoya [MAT, Nagoya]　　  ■主  催　港まちづくり協議会
■協  力　アッセンブリッジ・ナゴヤ実行委員会、Take Ninagawa、名古屋芸術大学

まちづくりに限らず、地域を舞台にした数多くの活動が盛ん
に展開されている昨今。その中心には魅力的なフリーペー
パーの存在が光ります。港まちづくり協議会は『ポットラッ
ク新聞』を「タブロイド」と「かわらばん」の 2 部構成で発
行してきました。
展示では、ポットラック新聞を振り返ると共に興味深い他の
ローカルメディアをご紹介します。フリーペーパーに関する
トークイベントやワークショップも開催します！

いろんな人といろんな街のフリーペーパー展 ツナガル、ツタワル、僕らのツール

泉太郎さんは、映像、インスタレーション、ドローイング、テキスト、絵画、立体など
のさまざまな手法やメディアを用いた作品群で、国内外で精力的に活動・発表するアー
ティストです。今回の展示では、表と裏、存在と不在、自由と不自由、待機と稼働など
の対極にある構造を巧みに操ったインスタレーションを発表します。一見、無意味で不
条理な表現は、対立によって「わかりやすさ」や「分断」を生み出す現代の社会や私た
ちの思考への問いかけでもあります。また、本展を読み解く為のイベントも開催します。

MAT Exhibition vol.8　泉 太郎「とんぼ」

●関連イベント　ワークショップ
Re:S[りす ]竹内 厚さんと一緒につくる「ポットラック新聞かわらばん」
2月 22日（土）11:00-16:00　定員 30名・要申込

●オープニングパーティー　1月 25日（土）17:00-19:00　参加費｜無料・持ち寄り歓迎！

港まちづくり協議会ニュース
JOINT COMMITTEE OF PORT TOWN NEWS LETTER

第150号   1月10日発行
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2年

告知

年明けから展覧会がスタートします！

集う 創る



二ヶ月連続で開催したポットラック・バザールはコ
ラボレーション相手を変えながら開催し、街を訪れ
る層が変わり、新しい賑わいが生まれました。

DJ やドラァグクイーンなどの音楽とパフォーマン
スが夕方まであちこちで催され、34 店舗ものマー
ケット出店がお腹や好奇心を満たしてくれました。

街の方を中心にご来場いただき、マーケットやバ
ザー、園児のパフォーマンスやゴスペルなどの音
楽、子ども縁日、ビンゴなどで盛り上がりました。

11 月：港まちブロックパーティー meets ポットラックバザール

12 月：ポットラックバザール / セーラーズ・マーケット 2019

報告

みなとまち BOSAI　慶和幼稚園防災訓練をしました　

東日本大震災以降、毎月の防災訓練を実施してきた
慶和幼稚園では、年間の成果発表を授業参観形式で
参加型防災訓練として毎年開催してきました。港ま
ちづくり協議会では、それを地域の子ども達、そし
て子育て世代の防災訓練と捉えサポートしています。
今回は、「災害時緊急お迎えカード」の周知とその想
定 Q&A を親御さんと一緒に考えるワークショップ
を実施しました。質疑応答も活発に行われ、親御さ
んたちの真剣な眼差しが印象的な会となりました。

「慶和幼稚園防災訓練・親御さん向けプログラム」開催しました。

Super Exhibition vol.01「キッチンリトグラフ・プロジェクト」

報告

11 月・12 月と 2回のポットラック・バザール大盛況で終了！

集う

▲港まちブロックパーティー meets

ポットラックバザール の様子

▲ポットラックバザール 
/ セーラーズ・マーケット 2019 の様子

◀上：園庭で「防災ダック」の
　　　練習成果を披露する子ど
　　　も達
　下：親御さん向けの講演会

告知

第二回 港まちカルタ大会を開催します！

暮らす

■日  付　1月 18日（土）　　■会  場　名古屋市港防災センター　　
■時  間　①10:30 スタート - 12:00終了（10:00 受付開始）
  　　　　②13:30スタート - 15:00終了（13:00 受付開始）
■人  数　各回 30名（予約不要、先着順）　　 　 ■入  場　無料
■対  象　小学生以上　　　　■共  催　名古屋市港防災センター　　
　　　　　  ※未就学児は保護者同伴で見学可、小学校１・２年生は保護者同伴

昨年度完成した港まちの様々な風景が溶け込んだ港まちカルタ。
今年は港防災センターの作る「伊勢湾台風カルタ」と一緒にさ
らに規模を大きくしたカルタ大会を開催します！記念品もある
のでぜひ遊びに来てね！

キッチンにある素材（アルミホイル、石鹸、バター、炭酸飲料、チョコレートなど）を使って版
画を制作する「キッチンリトグラフ」のワークショップと作品展示を行います。版画作品を制作し、
発表するアーティスト・片山浩さんを講師に迎え、版画の技法に触れて、楽しむプロジェクトです。
コピー機を使って版をつくる「ペーパーリトグラフ」のワークショップも会期中に開催します。

ポットラックビルにてワークショップ開催！
●キッチンリトグラフ　2/8（土）    15:00-17:00
●ペーパーリトグラフ　2/29（土）14:00-16:00

今年は港防災センターの伊勢湾台風カルタとコラボです！

告知

提案公募型事業第二期　３つ目の事業がスタートします！

創る

■日  時　2月 1日（土） - 2月 15日（土）（月曜は休館）　10:00 - 16:30 ※イベント時は変更有り

■会  場　港まちポットラックビル・西築地コミュニティセンター　　■入  場　無料
■運  営　NPO法人みなと子育ているかねっと

港まちポットラックビルと西築地コミュニティセンターの２箇
所を会場に、期間限定のブックカフェイベントを開催します。
誰もが気軽に立ち寄れて、本を選んだり、お茶しておしゃべり
が楽しめます。期間中には、笑いヨガ、観劇、東海テレビアナ
ウンサー・庄野俊哉氏による音読講座も。詳しくはチラシをご
確認ください。

「こんな図書館あったらいいな！～ February　Library ～」始まります。

暮らす

■日  程　12月 13日（金）　　
■時  間　13:00 - 14:15　
■会  場　慶和幼稚園　

■日  程　12月 14日（土）　　■時  間　10:00-15:00　
■会  場　港まちポットラックビル界隈、公設市場　
■共  催　築地口商店街振興組合

■日  程　11月 9日（土）　　■時  間　12:00-19:00　
■会  場　港まちポットラックビル界隈、公設市場など
■共  催　アッセンブリッジ・ナゴヤ実行委員会

■日  付　1 月 25 日（土） - 3 月 14 日（土）
■時  間　11:00-19:00

■会  場　Super Gallery　　 ■入  場　無料　　
■企  画　[MAT, Nagoya]　　■監  修　渡辺英司　

告知

公設市場横の「スーパーギャラリー」でも展覧会スタート！

集う


