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Assembridge NAGOYA 2017
2017.10.14 Sat. – 2017.12.10 Sun. 

Open Thursday to Sunday

VENUES ｜

Around the Nagoya Subway TSUKIJ IGUCHI Stat ion to 

NAGOYAKO（Por t  of  Nagoya） S ta t ion area

アッセンブリッジ・ナゴヤ 2 0 1 7

会期中の木曜、金曜、土曜、日曜開催

会場｜名古屋港～築地口エリア一帯

2 0 1 7 . 1 0 .1 4（土） – 1 2 .1 0 （日）
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この度は、アッセンブリッジ・ナゴヤ2017の実施にあたり、各関係機関をはじ

め、多くの皆様のご支援、ご協力を賜りましたこと、深くお礼を申し上げます。

アッセンブリッジ・ナゴヤは、市民の皆様に文化芸術に身近な場所で気軽に触

れることのできる機会を設けるとともに、まちの賑わいづくりや都市の魅力向

上を図ることを目的として2016年から始め、今回が2回目の開催となりました。

今回の音楽部門では、時代やジャンルを超えた多彩な公演を繰り広げました。

文化小劇場のような既存のホールだけでなく、名古屋港ポートハウスや名古屋

港ポートビル、名古屋港水族館のほか、飲食店や幼稚園、神社、寺などが会

場となり、期間中は毎週末港まちに音楽が響きわたりました。

また、アート部門では、昨年度と同タイトル「パノラマ庭園」に「タイム・シーク

エンス」のサブタイトルを与え、空き家を再生して生まれ変わった場所を会場と

して、展示やワークショップを行いました。

さらにはアート会場において音楽のコンサートを行ったり、音楽を題材にした

アートの作品展示を行ったりするなど、当事業の特徴を活かし音楽とアートを

融合させ幅広くお楽しみいただける事業内容といたしました。

その結果、2か月間で合計2万7千人もの方々にお越しいただき、港まちにあふ

れた文化芸術を、心ゆくまでお楽しみいただけたと実感しております。

本市といたしましては、文化力がまちなかに広がり、活用される「文化芸術が

活きるまち」を目指し、今後ともこのアッセンブリッジ・ナゴヤなどを通じて文

化振興に取り組んでまいります。誠にありがとうございました。

I would like to express my deepest gratitude towards all related parties who have 

supported and cooperated towards Assembridge NAGOYA 2017.

Assembridge NAGOYA inaugurated in 2016, with the purpose of creating opportunities 

for all citizens to encounter cultural art in familiar locations, as well as increasing 

stimulation and fascination of the town and city. This year it completed its second edition.

This year, music programs extended into a variety of generations and genres. Not only 

existing halls such as Nagoya City Minato Playhouse but also locations such as 

NAGOYA PORT HOUSE, NAGOYA PORT BUILDING, Port of Nagoya Public Aquarium, 

or even facilities including restaurants, kindergartens, shrines, and temples became 

concert venues, and made music resonate around the Nagoya Port area every weekend 

during the period.

Furthermore, art programs took place under its theme PANORAMA GARDEN as a sequel 

of last year, while also adding a new subtitle, Time Sequence, and exhibitions and 

workshops took place in venues in which were reincarnated from vacant houses.

In addition to this, there were occasions where music concerts took place in art exhibition 

venues, as well as artworks in which referred to music pieces became exhibited. Many 

programs explored the unique advantage of Assembridge NAGOYA, and allowed music 

and art to widely merge.

As a result, a total of 27,000 participants visited within the period of two months, 

making us highly grateful to discern how they must have enjoyed the unbridled cultural 

art filling the Nagoya Port area.

The city of Nagoya will further aim the realization of the “City Fulfilled with Cultural Art,” 

and will continuously strive developing cultural activities.Again, I express my inmost 

appreciation to all.

Greet ingごあいさつ

アッセンブリッジ・ナゴヤ  実行委員会

委員長  山内正照
Assembridge NAGOYA Executive Committee 

Chairman, Masateru Yamauchi
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●主催
アッセンブリッジ・ナゴヤ 実行委員会
構成団体 ｜
名古屋市
（観光文化交流局文化振興室 /

市民経済局企画経理課 /

住宅都市局名港開発振興課）
港まちづくり協議会
名古屋港管理組合
（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（公財）名古屋市文化振興事業団

●協賛企業
名古屋芸術大学
名古屋音楽大学
伊勢湾海運株式会社
株式会社フジトランス コーポレーション
名港海運株式会社
小西・中村特許事務所
名古屋埠頭株式会社

●後援
（公財）名古屋みなと振興財団

●協力
（株）河合楽器製作所中部支社

●企画体制
ディレクター / アートプログラムディレクター ｜
服部浩之、青田真也、吉田有里

音楽プログラムディレクター ｜
岩田彩子、岩田珠美

アートアシスタント ｜ 新井優希、塚原真梨佳
音楽アシスタント ｜ 浅井香織、谷口裕子

事務局 ｜ 淺井聖子、稲葉久之

アーキテクト ｜ 米澤 隆

デザイン ｜ 中西要介、溝田尚子、岡田和奈佳

ウェブデザイン ｜ 石垣嘉洋

広報 ｜ 大泉愛子

記録映像 ｜ 冨田了平（撮影・編集）、
三上 亮、山城大督（撮影）

● Organizer

Assembridge NAGOYA Executive Committee

Constituent Organizations｜
City of Nagoya 

（Cultural Promotion Office, Bureau of Tourism, 

Culture & Exchange / Planning & Accounting 

Division, Civic & Economic Affairs Bureau /
Nagoya Port Development Promotion Division, 

Housing & City Planning Bureau）
Joint Committee of Port Town

Nagoya Port Authority

Nagoya Philharmonic Orchestra

Nagoya City Cultural Promotion Agency

● Sponsers

NAGOYA UNIVERSITY OF THE ARTS

Nagoya College of Music

ISEWAN TERMINAL SERVICE CO., LTD.

FUJITRANS CORPORATION

MEIKO TRANS CO., LTD.

KONISHI&NAKAMURA

NAGOYA FUTO CO., LTD.

● Support

Nagoya Port Foundation

● Cooperation

Kawai Musical Instruments Mfg. Co., Ltd. 

Chubu Office

● Direction system

Director / Art Program Director｜ 

Hiroyuki Hattori, Shinya Aota, Yuri Yoshida

Music Program Director｜
Ayako Iwata, Tamami Iwata

Art Assistant｜Yuki Arai, Marika Tsukahara

Music Assistant｜Kaori Asai, Yuko Taniguchi

Secretariat｜Seiko Asai, Hisayuki Inaba

Architect｜Takashi Yonezawa

Design｜Yosuke Nakanishi, Naoko Mizota, 

Wanaka Okada

Web Design｜Yoshihiro Ishigaki

Public Relations｜Aiko Ooizumi

Documentary Videography｜Ryohei Tomita, 

Ryo Mikami, Daisuke Yamashiro

平成29年度
文化庁文化芸術創造活用
プラットフォーム形成事業

Assembridge NAGOYA is a festival set in the Nagoya Port area (Minatomachi), 
showcasing music and contemporary art since 2016. “Assembridge” is a 
coined term, combining “assemble” - to gather, to build - and “bridge”. The term 
encompasses our aim for music and art to bridge people and the town, create 
connections and eventually nurture a new culture.
Developed from the last edition, a tighter connection between music and art can 
be seen throughout this year’s program, from the exhibition theme inspired by 
contemporary music and concerts in the exhibition spaces to a collaboration 
between a composer and a video artist. The stage is not concert halls or museums 
but the town itself. Music and art blend into the everyday life of the Nagoya Port 
area, and the creative spaces transform the surrounding landscape.

アッセンブリッジ・ナゴヤは、2016年よりスタートし、 名古屋の港まちを舞台に

した音楽と現代美術のフェスティバルです。 ［アッセンブリッジ assembridge］

とは、「集める」「組み立てる」などの意味をもつ［アッセンブル assemble］と、 

［ブリッジ bridge］を組み合わせた造語です。音楽やアートが架け橋となり、 

まちと人が出会い、つながりが生まれ、新たな文化が育まれていくことを目指

しています。

今年は現代音楽から着想を得た展覧会や、展覧会場でのコンサート、さらに作

曲家と映像作家のコラボレーションなど、音楽とアートをつなぐプログラムをよ

り一層充実させました。

コンサートホールや美術館ではなく、いつものまちが会場となり、 名古屋の港

まちの日常に音楽やアートが溶け込み、創造性溢れる場所から風景が動き出し

ていきます。

参加者数

音  楽 ｜ 12,189人

アート ｜ 15,004人

合  計 ｜ 27,193人

Entrants / Participants

Music｜ 12,189

A r t｜ 15,004

To t a l｜ 27,193

アッセンブリッジ・ナゴヤ  概要 Assembridge NAGOYA

まちで出会う、音楽とアート M u s i c  a n d  A r t :  A c t i v a t i o n  L a n d s c a p e
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–  People a l lured by the music and get  together
   in Minatomachi  –  
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「音楽をより身近に、より共有できる空間を」ということで2017年はクラシック

音楽を中心にジャズ、ポピュラー、邦楽、現代音楽、新作委嘱など、さまざまな

ジャンルに渡る音楽をまちなかで展開した。また、アートの展示空間で、ほぼ

毎週末実施した「サンデーコンサート」をはじめ、アート作品と連携したコンサー

トも2企画実施し、さまざまな方向から芸術、文化を体験する機会を創出した。

開催会場は、去年と同様名古屋港ポートハウス、名古屋港ポートビルをメイン

会場とし、本格的なリサイタルやオーケストラの公演を行った。また、名古屋

港水族館、寺社、幼稚園、飲食店などにご協力を賜り、まちなか会場としてさ

まざまな場所でのコンサート展開を実現できた。日頃慣れ親しんだまちの風景

が音楽によって彩られ、音楽を目指して港まちに来た方々が、まちのさまざまな

場所や風景の魅力に気づくきっかけになったのではないかと思う。

さらにアウトリーチでは、すぐ近くでコンサートが行われていても、なかなか自

分たちでは会場に行けない方々への出張コンサートを行い、まちなかでのコン

サートの雰囲気を味わっていただく機会を提供した。

アート部門が柔らかにまちへの働きかけをしているように、音楽も、何か大きな

ことをするのではなく、日々の生活に寄り添うような、ふと気づいたらまちなか

に音楽があるような週末を心がけた。一見地味に見えるかもしれないが、呼吸

をするように、散歩をするように、芸術を生活に取り入れ、楽しむことができた

らどんなに豊かであろう。そのような展開を発信できるのは、従来のコンサー

トホールやライブハウスではなく、まちなかが向いているのではないだろうか。

本来、人は感動する種を心の中に持っている。本当は芸術に触れてみたくても、

忙しい日常や情報過多で何を選んでよいかわからないまま、土が硬くなってし

まい、発芽できない。そんな芽へ少しずつ、水やりをして土を耕し発芽を促す。

そういった寄り添い方が、まちなかで展開する音楽やアートにはできるのでは

ないかと思う。そして、人々が自ら肥料や新しい種を互いに共有できるように

なれば、芸術や文化をきっかけに、名古屋の港まちから、人々をつなぐ新しい

アイデアが生まれていくと期待している。

アッセンブリッジ・ナゴヤ2017

音楽プログラムディレクター

岩田彩子、岩田珠美

Aiming to “bring music closer and create a more sharable space”, the 2017 
program delivered not only Classical but music across all genres such as Jazz, 
Popular Music, Japanese, Contemporary and new commissions. In addition, the 
weekly “Sunday Concerts” in the art exhibition space and the two collaborative 
performances with the art program created opportunities to experience arts and 
culture in various perspectives.

The venues remained the same as last year in NAGOYA PORT HOUSE and  
NAGOYA PORT BUILDING, and we organized recitals and concerts performed 
by the professional musicians and orchestras. The off-site concerts were made 
possible by the generous supports and cooperation by Port of Nagoya Public 
Aquarium and the local shrines, temples, kindergartens and restaurants. We 
believe that the concerts contributed both to the locals and the visitors to open up 
their eye toward their environment in the Nagoya Port area to find something 
attractive, be it a new look to their familiar places, or a lovely scenery in the area 
they visit for the first time.

In the outreach program we carried out private concerts to those who are in the 
area but have difficulties in accessing the concerts without help, offering them to
taste the atmosphere of off-site concerts.

Just as the art program makes subtle interventions in the town, we aimed to create 
weekends where music is naturally in the environment, co-existing with people’s 
everyday lives in the area, rather than making something glamorous. It might 
seem less dramatic, but wouldn’t it be lovely to take in and enjoy arts in our 
ordinary lives, just as we breathe, just as we take a walk. A possibility for such 
state seems to lie in off-sites in the public space, rather than in the conventional 
concert halls and live houses.

Human beings naturally hold a seed to be moved emotionally. Although longing, 
the seed cannot sprout as the soil goes dry and hard in our busy lives with too 
much information. We just do not know what to choose, what to do with the 
hardening soil. Giving water little by little to the seed and nurturing the soil to 
make it fertile so a seedling can eventually come out – this is what I believe music 
and art in public space can do to be with people’s lives. New ideas to connect 
people may emerge from the Nagoya Port area through arts and culture, I expect, 
if people start sharing their own fertilizers and new seeds.

Assembridge NAGOYA 2017

Music Program Director

Ayako Iwata, Tamami Iwata
  

MUSIC 開催報告 MUSIC Repor t
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会場｜旧・名古屋税関港寮（MAP❷）

名古屋フィルハーモニー
交響楽団
金管十重奏コンサート

小西・中村特許事務所presents

日時｜10.15（日）13:30 –14:30　
会場｜名古屋港ポートビル（MAP　）
出演｜井上 圭、宮本 弦、松田優太（トランペット）、
 上田じん（客員・トランペット）、安土真弓（ホルン）、
 田中宏史、香川慎二、森岡佐和、小幡芳久（トロンボーン）、
 三角顕史（客員・テューバ）
曲目｜バード：オックスフォード伯爵のマーチ
 ジェルヴェーズ：フランス・ルネサンス舞曲集
 ブリテン：聖エドモンズ墓地の為のファンファーレ
 成田為三：浜辺の歌
 フィルモア：シャウティン・ライザ・トロンボーン
 ウォーラー：浮気はやめた
 ヘイゼル：3匹の猫

会場｜旧・名古屋税関港寮（MAP❷）

クリストフ・コンツ× 
アンナ＝マグダレーナ・
コーキッツによる
デュオ・リサイタル

伊勢湾海運株式会社presents

日時｜11.3（金・祝）19:00–20:00　
会場｜名古屋港ポートハウス（MAP　）
出演｜クリストフ・コンツ（ヴァイオリン）、
 アンナ＝マグダレーナ・コーキッツ（ピアノ）
曲目｜グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ第3番
 ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第3番

中部地方を代表するオーケストラ・名フィル

の、金管奏者10名によるコンサート。名古屋

港というロケーションにあわせて海にまつわ

る曲も演奏した。曲間には奏者による楽器紹

介も行われ、和やかな雰囲気のもと圧巻の

ハーモニーが響き渡った。

ウィーン・フィルハーモニー 第2ヴァイオリン

首席奏者のクリストフ・コンツ。数々のコン

クールで受賞を重ね、クラシックから現代音

楽まで幅広い才能を発揮するアンナ＝マグダ

レーナ・コーキッツ。2人の若き先鋭がウィー

ンより来日し、夜の名古屋港を背景に情感あ

ふれる上質のコンサートを開催した。

19

18
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会場｜旧・名古屋税関港寮（MAP❷）

渡辺美穂×名古屋の
オーケストラ奏者による
弦楽八重奏  
～ロマン派室内楽の調べ～

株式会社フジトランスコーポレーションpresents

日時｜11.10（金）14:00–15:00
会場｜港文化小劇場（MAP　）
出演｜渡辺美穂、川上裕司、松谷阿咲、西村洋美（ヴァイオリン）、
 石橋直子、小泉理子（ヴィオラ）、
 幸田有哉、山際奈津香（チェロ）
曲目｜モーツァルト：ディベルティメントＫ.138
 R.シュトラウス：弦楽六重奏のためのカプリッチョOp.85
 ブルッフ：弦楽八重奏　

野田清隆（ピアノ・指揮）×
愛知室内オーケストラ

名港海運株式会社presents

日時｜11.26（日）15:00–16:00
会場｜名古屋港ポートハウス（MAP　）
出演｜野田清隆（ピアノ、指揮）、愛知室内オーケストラ、
 ゲストコンサートミストレス：上里はな子
曲目｜モーツァルト：ピアノ協奏曲第21番 ハ長調
 イベール：室内オーケストラのためのディヴェルティスマン

名古屋出身、元・大阪フィルハーモニー交響

楽団コンサートマスターの渡辺美穂を中心

に、愛知県内のさまざまなプロオーケストラ

で活躍する実力派奏者が集結。アッセンブ

リッジ・ナゴヤだからこそ実現できたオクテッ

トが、極上の旋律とハーモニーを届けた。

演奏と指揮の二役を担う「弾き振り」にピア

ニスト・野田清隆が挑んだ、愛知室内オーケ

ストラとの意欲的初共演。アッセンブリッジ・

ナゴヤ2017最大規模のコンサートとして、

モーツァルトの美しいピアノ協奏曲から、祝

祭的な室内オーケストラ作品まで、時代や国

を超えた響きを奏者と観客が一体となって愉

しんだ。

22

18
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会場｜旧・名古屋税関港寮（MAP❷）

みなとまちコンテンポラリー・
ミュージックコンサート

みなとの永い夜

名古屋埠頭株式会社presents

日時｜12.9（土）19:45–21:00
会場｜港まちポットラックビル2F（MAP　）
作曲｜牛島安希子
映像｜丸山達也
出演｜寒川晶子（ピアノ）、亀井庸州（ヴァイオリン）、
 角銅真実（パーカッション）
曲目｜藤枝 守：「植物文様ピアノ曲集」第7（1997）よりPatternB（XXVI）
 ケージ：ヴァリエーションズII
 シャリーノ：6つのカプリス（IIIV）
 川上 統：偽花魔王蟷螂
 アッセンブリッジ・ナゴヤ2017 委嘱作品
 牛島安希子：海と記憶と時間（2017）

島田彩乃  
ピアノ・リサイタル

日時｜11.4（土） 14:00–15:00
会場｜名古屋港ポートハウス（MAP　）
出演｜島田彩乃（ピアノ）
曲目｜ドビュッシー：前奏曲集第2巻 全曲、喜びの島
協力｜株式会社河合楽器製作所中部支店

名古屋港エリアでのリサーチを経て、港ま

ちをテーマに牛島安希子が作曲を、丸山達

也が映像を制作。コンサートでは新作の上

演に加え、同時代に生きる作曲家の作品を

新進気鋭の演奏家が演奏した。演奏家のパ

フォーマンスも相まり、既存のコンサートの枠

に収まらない、音楽と映像の新たな関係を提

示した。

フランスをはじめ国内外での10余年の活動

経験をもつ島田彩乃が、ドビュッシーの傑作

といわれる「前奏曲集第2巻」全12曲と「喜

びの島」を演奏。通常は連続して演奏される

曲集を、解説を加えながら演奏し、聴く人の

イマジネーションを膨らませた。陽光の中、

幻想的で色彩豊かな音色が響く珠玉のコン

サートとなった。

1

18



A
ssem

b
rid

g
e N

A
G

O
YA

 2
0

17

18

M
U

S
IC

19

吉田次郎×クリヤ・マコト 
JAZZコンサート

日時｜11.23（木・祝）15:30–16:30
会場｜名古屋港ポートハウス（MAP　）
出演｜吉田次郎（ギター）、クリヤ・マコト（ピアノ）

渡辺理紗子  
ピアノ・リサイタル

日時｜11.24（金）11:00–12:00
会場｜名古屋港ポートハウス（MAP　）
出演｜渡辺理紗子（ピアノ）

山中惇史  
ピアノ・リサイタル

日時｜11.25（土） 15:30–16:30
会場｜名古屋港ポートハウス（MAP　）
出演｜山中惇史（ピアノ）

めいおん
ピアノ演奏家コース
出張コンサート

日時｜11.5（日）11:00–12:00
会場｜名古屋港ポートハウス（MAP　）
出演｜岡田清花（2年）、藤原直也（1年）、
 杉浦僚馬（2年）、鈴木聡太（3年）

平手裕紀トリオ 
JAZZコンサート

日時｜11.23（木・祝） 12:30–13:30
会場｜名古屋港ポートハウス（MAP　）
出演｜平手裕紀トリオ（平手裕紀（ピアノ）、
 寺島 諒（コントラバス）、杉山 寛（ドラム））

名古屋音楽大学ピアノ演奏家コースより選抜

された、4名の若き演奏家によるコンサート。

リストとバッハの曲より、各ピアニストが渾身

の1曲を演奏した。

愛知が生んだ若手実力派トリオが、子どもから

大人まで楽しめるプログラムを演奏。

作曲家としての顔も持つ、愛知出身ピアニスト

の繊細かつ堂々のリサイタル。

ハンガリーでの留学を経て成長しつづける、

名古屋の若手ピアニストによる演奏。

世界で高い評価を受ける天才二人の、

ロマンチックでスリリングなセッション。

18
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会場｜旧・名古屋税関港寮（MAP❷）

藤井香織×江頭摩耶  
トーク＆デュオ・コンサート

日時｜10.14（土） 
 トーク12:30–13:30、コンサート13:30–14:30
会場｜名古屋港ポートビル（MAP　）
出演｜藤井香織（フルート）、江頭摩耶（ヴァイオリン、ヴィオラ）

木須康一  
ピアノ・ストリートライブ

日時｜10.15（日）11:00–11:30 / 12:30–13:00
会場｜港まちポットラックビル2F（MAP　）
出演｜木須康一（ピアノ）
*雨天のため野外でのコンサートを中止し、会場を変更して開催。

安田祥子×金澤みなつ  
デュオ・リサイタル

日時｜10.29（日） 17:00–18:00
会場｜港まちポットラックビル2F（MAP　）
出演｜安田祥子（ヴァイオリン）、金澤みなつ（ピアノ）

ニューヨーク在住、世界的に活躍を続けるフ

ルーティストの藤井香織。ヨーロッパのオー

ケストラにて数々のコンサートマスターを務

めるヴァイオリニストの江頭摩耶。一方で、

アフリカでの演奏活動、音楽家の指導を行う

という共通点を持つ2人。第1部ではアフリカ

での活動を中心にお話を伺い、第2部ではコ

ンサートを開催した。

クラシックをはじめ、ジャズ、シャンソン、タン

ゴ、歌謡曲、あらゆるジャンルを弾きこなす

木須康一が、海や港がテーマの曲を中心に

演奏した。ときに歌い、観客との交流を交え

ながら行われるライブは、音楽の楽しさを共

有する場となった。

昨年好評を博した名古屋出身デュオが、色彩豊かで

どこかアンニュイなフランスの名曲を奏でた。

19
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海藻姉妹の
水槽舞踏会！　

日時｜12.3（日）
 ①11:20–11:50 ②13:00–13:30
会場｜名古屋港水族館（MAP　）
 ①北館2F水中観覧席  ②南館2F黒潮大水槽
出演｜海藻姉妹
 （わかめ、こんぶ（サクソフォン）、めかぶ（キーボード））

名フィル
トランペット四重奏×
イルカパフォーマンス 
ドリームコンサート

日時｜11.19（日）
 12:15–12:50 / 14:15–14:50
会場｜名古屋港水族館（MAP　）
 北館3Fメインプール
出演｜井上 圭、坂本 敦、宮本 弦、松田優太（トランペット）、
 佐々木杏子（キーボード）

名古屋港水族館の人気イベント・イルカパ

フォーマンスと、トランペットの生演奏による

コラボレーション企画。軽快な音楽にあわせ

て、イルカたちがパフォーマンスを披露した。

水族館に来館された家族をはじめ、多くの

方々に音楽の魅力を届けた。

東京藝術大学出身の3人組ユニット「海藻姉

妹」。アッセンブリッジ・ナゴヤ2017でのコ

ンサートに合わせて制作した新曲「水槽舞踏

会」をはじめ、「谷中ブギウギ」などオリジナ

ル曲を演奏した。名古屋港水族館の目玉企

画である約3万5千匹のマイワシによるトル

ネードや、愛らしいイルカとの共演に会場が

沸いた。

20 20
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水野雄太×原田実和子  
マリン・コンサート

日時｜11.3（金・祝） 15:00–16:00
会場｜東山ガーデン ポートビル店（MAP　）
出演｜水野雄太（サクソフォン）、原田実和子（キーボード）

古川はるな×遠藤綾野  
フルートと舞踊の共演

日時｜11.12（日） 17:00–18:00
会場｜信興寺（MAP　）
出演｜古川はるな（フルート）、遠藤綾野（舞踊）

おやこで親しむ
長唄三味線　
～チントンシャン～

日時｜12.1（金）15:30–16:15
会場｜慶和幼稚園（MAP　）
出演｜杵屋六秋、杵屋六春（長唄）、
 めいおん長唄三味線ガールズ

海藻姉妹の
ほろよいライブ！

日時｜12.2（土）18:00–19:00
会場｜うどんDINING釜半（MAP　）
出演｜海藻姉妹
 （わかめ、こんぶ（サクソフォン）、めかぶ（キーボード））

Koto～ひらり～  
和のひととき

日時｜12.8（金）14:30–15:30
会場｜ばぁば工房（MAP　）
出演｜Koto～ひらり～
 （岡崎美奈江、三輪聡美（箏）、加藤奏山（尺八））

安田祥子  
潮風ブレンド・コンサート

日時｜12.9（土）16:00–17:00
会場｜珈琲物語（MAP　）
出演｜安田祥子（ヴァイオリン）、
 金澤みなつ（キーボード）、仲野光従（ギター）

名古屋港を一望できるレストランで聴く、

心地よいコンサート。

日本の誇る長唄を家族で楽しめるコンサート。

キーボード、ギター奏者をゲストに迎えて

お届けしたカジュアルコンサート。

古民家で味わう邦楽コンサート。

終了後にはお抹茶のサービスを実施。

現代音楽の古典・無伴奏フルートの名作と

研ぎ澄まされた身体が共鳴。

東京・谷中からやってきた超絶技巧ポップス

トリオを間近で堪能できるライブ。
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日時｜10.22（日） / 10.29（日） / 11.5（日） / 11.12（日） /
 11.26（日） / 12.3（日） / 12.10（日）　
 11:30–12:00 / 13:30–14:00
会場｜港まちポットラックビル2F（MAP　）
出演｜木須康一（ピアノ）/
 西山健一（チェロ）、小島千加子（ピアノ）/ 
 Lotus Seeds（ピアノ、ベース、ドラム）/
 Duo Soleil（クラリネット、ピアノ）/ 
 酒井麻由佳（ピアノ）、山田真吾（チェロ）/
 平康悦子（ソプラノ）、長坂由紀（ピアノ）/
 渡辺理紗子（ピアノ）、岩井 遥（クラリネット）
衣装協力｜港町手芸部

サンデーコンサート

会期中の日曜日に現代美術展会場で開催し

たコンサート。クラシック、ジャズ、歌謡曲、

歌曲など、多種多様な音楽が、展示室内にあ

るピアノを用いて演奏された。音楽、美術、

それぞれの鑑賞者が交じり合うアッセンブ

リッジ・ナゴヤならではの空間となった。また

演奏者の衣装には、港まちで活動する「港町

手芸部」が港をイメージしたロゼットを制作。

1
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日時｜10.14（土）16:00–16:20
会場｜グローバルゲート1Fアトリウム（ささしまライブ24）
出演｜上田じん（トランペット）、音楽で「つながる」会 Caprice

日時｜11.30（木）10:00–10:30
会場｜小鳩幼児園
出演｜音楽で「つながる」会 Caprice

日時｜11.30（木）13:30–14:00
会場｜デイサービスセンター小鳩ガーデン
出演｜音楽で「つながる」会 Caprice

日時｜12.1（金）13:30–14:15
会場｜慶和幼稚園（MAP　）
出演｜杵屋六秋、杵屋六春（長唄）、めいおん長唄三味線ガールズ

日時｜12.8（金）10:30–11:00
会場｜介護老人保健施設 トリトン
出演｜Koto～ひらり～

日時｜10.14（土）15:30–15:35
会場｜グローバルゲート1Fアトリウム（ささしまライブ24）
出演｜上田じん（トランペット）、名古屋音楽大学学生、
 音楽で「つながる」会 Caprice

フラッシュモブ企画

OUTREACH

日時｜11.25（土）10:30–12:00
会場｜名古屋港ポートハウス（MAP　）
講師｜西尾 洋（ピアノ、作曲）

自分の気持ちをメロディーにしてみよう！ 

作曲家・西尾洋と
ピアノ連弾で即興リレー

日時｜11.25（土）12:00–12:30
会場｜名古屋港ポートハウス（MAP　）
出演｜小野茉子（小3・ピアノ）、兼子竜太朗（中1・ヴァイオリン）、
 清水耀平（高1・ヴァイオリン）

ヤング・アッセンブリッジ 

コンサート

WORKSHOP

次世代を担う、演奏家の卵たちによるコンサー

ト。未来の演奏家には発表の場を、音楽を学

ぶ子どもたちには演奏会を鑑賞する機会を提

供した。小学生から高校生の3名の演奏家が、

各1曲ずつ演奏を行った。

港・海をテーマにピアノで即興演奏を

してみる子ども向けワークショップ。

商業施設のアトリウムがオペラ劇場に

一変するサプライズコンサートを実施。

出張ミニコンサート

奏者がさまざまな場所へ出向き演奏を披露。

18
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企画・コーディネート｜新見永治
Planning, Coordination ｜ Eiji Shimmi

日時｜11.5（日）14:30–15:30
会場｜築地神社（MAP❽）
出演｜浅岡容子（フルート / 名古屋芸術大学大学院修了）
　　　宮本未央（ピアノ / 名古屋芸術大学非常勤講師）
企画｜名古屋芸術大学 アートマネジメントコース

みなとまちリサーチプロジェクト

築地に響く
神の杜コンサート 
―みんなで語ろう、みなとものがたり―

RE LATED  PROJECTS

A variety of artists appear in the Nagoya Port area across all genres of music.
The program is designed for the audience to enjoy the area together with 
the music played by the artists. The participants can see and feel the unique 
sceneries and the memories of when its streets were bustling.
A bar hopping performance took the audience to the once glorious old pubs 
in the area, and a session of simultaneous concerts had artists walking around 
the buildings, squares and the bridge to play music, resonating with the 
ambient sound of the waterfront – the wind, the waves and the creak of the 
ships. A collaborative concert with a local restaurant took over an exhibition 
venue. Sound activated various spaces around this area, creating site-specific, 
one-time-only music.

多様な音楽のジャンルから多彩なアーティストが港まちに登場。

かつて港まちとして大いに賑わった痕跡や港まちならではの風景、港まちにあ

ふれるさまざまな音を感じながら、アーティストが奏でる調べとともに、まちな

かを楽しむプログラム。

往年の盛り場であった港まちの情景を残す酒場をハシゴする流し公演や、アー

ティストが水辺の風や波の音、船の軋みに耳をそばだてながら、ビルや広場、

桟橋を巡り歩き、さまざまな場所で音を奏でる公演を行った。また港まちにあ

るお店とともに展覧会場を舞台に企画する公演など、まちのさまざまな場所で

音が紡がれることで、その時その場限りの音楽が生まれた。

名古屋芸術大学の学生がまちの思い出を集

め、築地神社をテーマとする絵本を製作する

プロジェクト。今回は神社でのスペシャルコ

ンサートと、神社にまつわるエピソード、神社

への想いなどを地元の方々より聞く会を実施

した。

サウンド・ブリッジ

SOUND BRIDGE関連プロジェクト
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日時｜11.12（日）19:00–21:00
会場｜UCO（旧・潮寿司）（MAP　）
出演｜寺田町、磯部舞子
企画・出店｜猫と窓ガラス

猫とUCOの窓ガラス

SOUND BR IDGE

港まちにある「のみもの、たべもの、おんがく」

のお店「猫と窓ガラス」が、現代美術の展覧

会場である「UCO」に出店し、「猫と窓ガラス」

プロデュースによるライブを行った。おいし

いフードとドリンクとともに、大人の愉しい夜

を演出した。

日時｜11.24（金）19:30–20:30
会場｜港まちポットラックビル2F（MAP　）
出演｜テニスコーツ

みなとのテニスコーツ

SOUND BR IDGE

さやと植野隆司の歌とギターによるユニット

「テニスコーツ」が、現代美術展の展覧会場

で単独ライブを行った。

また、翌週に開催した「みなと音めぐり」では

音源・映像で参加し、港まちの風景や展示空

間、作品からインスピレーションを得たオリ

ジナルの曲をアッセンブリッジ・ナゴヤ2017

バージョンで奏でた。
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日時｜12.3（日）16:30–20:00
会場｜水族館南側緑地（MAP　）、旧・名古屋税関港寮（MAP　）、
 港まちポットラックビル2F（MAP　）、
 UCO（旧・潮寿司）（MAP　）ほか、まちなか各所
出演｜テライショウタ、厚海義朗、角銅真実、池間由布子
音源・映像出演｜テニスコーツ
照明｜河村陽介

みなと音めぐり

SOUND BR IDGE

「場があって人は集う。場には記憶があって、

音もある。」

音楽家とともに港まちを巡り歩きながら、まち

の音に耳を傾けてみる。最終地点の港まち

ポットラックビルでは、出演者揃ってのライブ

も実施。

これまで知らなかったまちや港の音、生活の

音、そして音楽家が奏でる音、たくさんの音

との出会いを楽しんだ。

21 14
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日時｜12.8（金）17:30–21:00
会場｜港まちポットラックビル2F（MAP　）、
 港まちの飲食店各所（美楽、みやび家、とん吉ほか）
出演｜Ett、西尾 賢
衣装制作｜港町手芸部

みなと流し

SOUND BR IDGE

「夜の酒場に音楽家が乗り込んで一節うなれ

ば、いや増しに盛り上がる。」

今では珍しい「流し」が一夜限り港まちに蘇っ

た。音楽家が酒場をハシゴする流し公演に加

え、港まちポットラックビルでのライブも開催。

ひとつの酒場でゆっくり過ごすもよし、ハシゴ

するもよし。港を感じる曲や昭和歌謡ととも

に、どこか懐かしいまちの宴を行った。

1

A R T
現代美術展
「パノラマ庭園 ̶タイム・シークエンス̶」

E X H I B I T I O N
“PANORAMA GARDEN  – Time Sequence –”
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6 UCO（旧・潮寿司）

（港区名港1-15-13）
かつて人気のあった寿司店を
まちの「社交場」として再活用

UCO (Former Sushi Bar USHIO)

7 つむぎ（旧・いずみや染物店）

（港区名港1-15-12）
和装職人の店舗を改修した展示空間

TSUMUGI 
(Former Kimono Make-over Shop Izumiya)

8 築地神社

（港区千鳥1-9-14）
熱田神宮から分霊された、
名古屋港総鎮守

Tsukiji Shrine

9 信興寺

（港区名港2-7-4）
大正6年より100年の歴史と静寂が
息づくお寺

Shinkouji Temple

10 かゞみ屋酒店

（港区名港2-11-14）
大正10年創業の活気ある
 港まちの酒屋

Kagamiya Sake Shop

11 第3 佐野コーポ1F

（港区浜2-1-10）
展示室に改修したスペースを
アーティストのスタジオとして利用

On the first floor of Sano Building Part 3

12 築地シティ住宅2F・
テナントスペース東側奥

（港区名港2-9-30）
集合住宅内にあるテナントスペース

Tsukiji-city Housing

13 ばぁば工房

（港区浜2-2-5）
世代を超え、手作りの文化を繋ぐ
まちの古民家

Baaba Studio (Old Japanese-style House)

14 旧・名古屋税関港寮

（港区浜2-4-10）
税関の職員研修のための旧・寄宿舎

Former Minato Dormitory of Nagoya Custom

15 旧・喫茶店千代田

（港区入船2-2-22）
当時は名古屋港で人気を誇った
モダンな喫茶店跡

Former Coffee Shop Chiyoda

16 うどんDINING釜半

（港区入船2-5-14）
ジャズが流れる
自家製ふわもちうどんの店

Udon DINING Kamahan

17 珈琲物語

（港区入船2-3-2）
洋館の雰囲気が漂う
港まちのカフェテリア

Coffee Monogatari

20 名古屋港水族館

（港区港町1-3）
シャチの親子にも会える
生態系のワンダーランド

Port of Nagoya Public Aquarium

21 水族館南側緑地

（港区港町1-3）
旧・食糧庁サイロがある、
名古屋港に面した芝生広場

Aquarium South Garden

18 名古屋港ポートハウス

（港区港町1-9）
羽根を広げた「かもめ」を模した
無料休憩所

NAGOYA PORT HOUSE
22 港文化小劇場

（港区港楽2-10-24）
海風香る、人と文化が出会う港の小劇場

Nagoya City Minato Playhouse

19 名古屋港ポートビル

（港区港町1-9）
帆船をイメージしたシンボリックなビル
展望室からは名古屋港からの360度の
景色が味わえる

NAGOYA PORT BUILDING

19 東山ガーデン ポートビル店

（港区港町1-9、名古屋港ポートビル2F）
名古屋港を一望できるレストラン

Higashiyama Garden,
NAGOYA PORT BUILDING






