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みなとで文化を楽しもう、「みなと文化楽習会」を開催します！ 

 「みなと文化楽習会」企画の第一段として、日本舞踊、三味線、民謡などの
日本の伝統文化を楽しむ公演を開催します。 

 テーマは、“親子三代の絆を深める“です。変わらずに長く続いてきた伝統
文化には、世代の垣根を越えて同じものを共有できる素晴らしさがあります。
今回は、160年以上の歴史を持つ日本舞踊・西川流が、気軽に楽しめる演目
をご用意くださいました。ご家族そろって、「にほんのうたとおどり」を味わいに、
ぜひお出かけください！ 

■開催日時 : 平成23年2月26日（土） 18:00開場/18:30開演 

■会場 : 名古屋港ポートハウス 

■定員：200名 

■入場無料  ※要申し込み（先着順で定員に達し次第締め切り） 
■出演 : 西川千雅（司会と舞踊）、西川まさ子（舞踊） 
              西川流おどり夢（子ども舞踊団）、中村優美（民謡）、山本滉己（三味線） 

 地域のみんなが集まり、ワイワイ映画を観るひとときを過ごそうと、一日
だけのみなと映画会を企画しました。  

 今回は、子どもも大人もみんなが楽しめる「フラガール」を上映します。
この映画は、まちづくりの映画でもあり、閉鎖されゆく北国の炭鉱のまち
を舞台に、自分たちの地域を自分たちの手で復活させようと奮闘する
人々を描いた、感動の実話をもとに作られた映画です。 

 笑いあり、感動あり。そしてまちづくりのヒントもあり・・・。春の光が射し
始める早春のお楽しみに、ぜひお出かけください！ 

■映画：「フラガール」 (120分) 

       出演：松雪泰子、豊川悦司、蒼井優 他 

■開催日時 : 平成23年3月12日（土） 13:30開場/14:00開演 

■会場 : 名古屋港ポートビル 講堂（4階） 
■定員：100名 

■入場無料  ※要申し込み（先着順で定員に達し次第締め切り） 

●●● にほんのうたとおどり ●●●  家族みんなで楽しもう！ 

●●● みなと de シネマ ●●●  
一日だけのみなと映画館！ 

『フラガール』上映会 

 FAXまたはEメールで、「にほんのうたとおどり」か「フラガール」のいずれのお申し込みかを明記の上、
お名前、住所、電話番号、人数をお知らせください。 
 お申し込み先：港まちづくり協議会  FAX : 052-654-8912  Eメール : info@minato55.jp 

  

みなと文化楽習会 お申し込み方法 

ハワイアン 

カフェコーナーも！ 



 昨年の10月から12月にかけて、創作曲「つながれPORT」を
練習するワークショップを開催。地域のたくさんの方が参加さ
れ、和太鼓・カラーガード・踊りの練習を行ってきました。 

 今回の発表会では、その成果の発表と共に、地域で文化芸
能や音楽の活動をしている17の団体・グループの発表も行わ
れました。 

 同様に提案公募によるまちづくり事業の実施団体でもある、
「西築地路地裏遊びの会」のけん玉やコマ回しの技、「築地
VOICE OF WAVE」のゴスペルの合唱も登場。 

 新春にふさわしいにぎやかな発表会となり、参加されたお客
さんから「元気がでました！」との声もいただく大成功の会とな
りました。   

地域で活動するみなさんも 
太鼓や踊りを披露しました 

『港から春を呼ぶ♪つながれ絆♪』発表会が開催されました！ 

提案公募によるまちづくり事業  

■開催日時： 平成23年1月8日（土）  
         12:30～  

■会場：港文化小劇場 

太鼓、踊り、カラーガードの成果発表 

にぎやかな新春の発表会！ 

『和おどりフィットネス NOSS』の教室が行われました！ 

まちの縁側づくり事業  

■開催日時： 平成23年1月～2月  

         昼の部：14:00～15:30 

         夜の部：19:00～20:30 

■会場：西築地コミュニティセンター 

     港湾会館 3階第5会議室 

日本舞踊で健康づくり！ 

 「NOSS」とは、日本舞踊の動きを使った健康のための運動です。 

 今年度は、男踊りを取り入れた「NOSS2」、テンポの速い「NOSSプラ
ス」の教室が開催されました。 

 「NOSS2」や「NOSSプラス」は、従来の「NOSS」に比べて振り付けの
種類が多かったり、テンポが速かったりするので、これまで参加されてき
た方も新しい動きに意欲的に挑戦されていました。 

 熱心に先生に質問されている様子を拝見して、この地域の皆さんの踊
りに対する関心の高さを改めて感じました。 

企画・運営 絆  

企画・運営 NPO法人 西築地オレンジネット  

美しい音楽に合わせて、 
体を動かします。 



『お店で楽しむ料理教室』が開催されました！ 

 毎回大人気の料理教室。今回は、昨年度に引き続き、『ベーカーズフィールド』の恒川さんと、港エリアに２
店舗あるインド料理屋さん『ドルーガ』のガイレ・ジャンパラルさんを新たな講師に迎え、それぞれのお店でお
料理を教えていただきました。 

 この料理教室のおもしろさは、やはりプロから直接その味とコツを学べるところです。専門的な料理も、わ
かりやすく教えていただき、ぐっと敷居が下がります。そして、食事をしに行くだけではわからないお店の方
の人柄、料理やお店への想いに触れ、参加者の方々はよりそのお店のファンとなっていくようです。 

 来年度も、みなとにあるお店と地域の皆さんを繋ぐ料理教室を企画していきますので、どうぞお楽しみに！ 

港の地図といっしょに歩こう。 

みなとのシェフからプロの味と技を学ぼう！ 

『港・西築地ぶらり旅』が開催されました！ 

提案公募によるまちづくり事業 

 昨年の10月に開催された「港まち歩きイベント」を
踏まえ、名古屋学院大学の先生と学生さんたちが、
プロの編集者と協働で「西築地界隈・みなとまち歩
きＭＡＰ」を作成しました。 

 今回のフォーラムでは、出来上がった地図の紹介
と港・西築地界隈の魅力についてディスカッション
が行われました。 

 このマップには、トレジャークイズ、異国情緒、歴
史探訪の３つのコースが設定され、まち歩きを楽し
みながら、西築地のお薦めスポット巡りができます。 

ぜひ地図を片手に西築地を散策してみてください！ 

■開催期間：平成22年12月～平成23 年2月 

■内容：第1回 ヨーグルトクリームのフルーツロールケーキ 

      第2回 ビスケット生地をかけた抹茶あんぱん 

      第3回 ナンとチャパティと豆のインドカレー 

       第4回 サモサとほうれん草のチキンカレー 

■開催場所：第1回、第2回 パン屋 ベーカーズフィールド 

         第3回、第4回 インド料理屋 ドルーガ 2号店 

港の魅力について 
みんなでディスカッション 

まちの縁側づくり事業 

企画・運営 ぶらり港旅 ～港活性化研究会～       

■フォーラム開催日時：平成23年1月22日（土） 
  第1部 13:30～13:50 港・西築地散策コースの紹介 

  第2部 13:50～15:20 パネリストによるディスカッション 

■会場：名古屋学院大学日比野キャンパス カフェ マイルポスト         

本格的なインドカレーを教わりました コックさんの鮮やかな手つきに感動！ 

地図 

ビスケット生地のかかったあんぱんです 

地図は、地下鉄の
名古屋港駅や築地
口駅、港まちづくり
協議会事務局に置
いてあります。 



＜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 /  

□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。 

第６２回会議   日時：平成２２年１１月１８日（木）  午後６時３５分～午後８時１２分 

１．冬のイベント事業について 

  ○樹木イルミネーション設置エリア等の進捗報告が行われました。 

  ○イベント記録映像の作成に関する提案が行われ、審議の結果案の通り決定されました。 

２．港文化楽習会（仮）について 

  ○「港まち文化楽習会（寺子屋、楽港）」について提案が行われ、審議の結果案の通り決定されました。 

３．港湾会館さよならコンサート記念DVD抽選 

  ○協議会委員によるDVD抽選が行われ、30名の方が選ばれました。 

４．港まちづくり協議会の事業に関するルールについて 

  ○既存団体への支援について、運営会での検討結果が報告され、次回の協議会でも引き続き議論を行うことと 

    なりました。 

５．その他 

  ○瀬戸市「陶のあかり路」への先進事例視察に関する進捗報告とPRが行われました。 

第６１回会議   日時：平成２２年１０月１８日（月）  午後６時３０分～午後８時２５分 

１．冬のイベント事業について 

  ○樹木イルミネーション、参加型イベント企画、広報について進捗報告が行われました。 

２．情報誌発行事業について 

  ○「港まち紹介情報誌vol.04 港の仕事特集（案）」について提案が行われ、審議の結果案の通り決定されました。 

３．防災勉強会・AED講習会について 

  防災勉強会、AED講習会について提案が行われ、審議の結果案の通り決定されました。 

４．まちの縁側づくり事業について 

  ○5つのまちの縁側づくり事業について進捗報告が行われました。 

５．調査検討事業について 

  ○「冬のイベント事業」に関する視察について提案が行われ、審議の結果案の通り決定されました。 

６．その他 

  ○既存団体への支援についての議論が行われ、次回の協議会でも引き続き議論を行うこととなりました。 

第６０回会議   日時：平成２２年９月２８日（火）  午後６時２分～午後８時５４分   

１．平成22年度提案公募によるまちづくり事業（第2期募集）本審査について 

  ○応募のあった5団体の本審査を行い、4事業を委託事業として決定しました。 

  【委託決定事業】 
  ①〔申請者〕西築地路地裏遊びの会           〔事業名〕体験型 こどもミュージアムがやってくる 

  ②〔申請者〕健康づくり癒し呼吸体操（練功十八法）   〔事業名〕呼吸体操で癒し健康づくり 

  ③〔申請者〕絆                          〔事業名〕つながれ絆 和太鼓.フラッグ.ダンスの創作発表2011 

  ④〔申請者〕えびす町内会                  〔事業名〕あしぶね港祭り 

２．冬のイベント事業について 

  ○樹木イルミネーション、参加型イベント企画について進捗報告が行われました。 

３．調査検討事業について 

  ○「冬のイベント事業」に関する視察（案）について説明が行われました。 

４．その他 

  ○平成23年度港まちづくり協議会事業計画について、進捗報告が行われました。 

  ○港湾会館さよならコンサートアンケート集計について、第59回協議会で指摘のあった部分の補足説明が 

         行われました。 


