
MAP

2.26（金） 3.27（日）
11:00 –19:00

3.5（土）

3.20（日）

3.21（月・祝）

3.26（土）

2.27（土）、3.5（土）、12（土）、19（土）、26（土）

「パノラマ庭園  ̶動的生態系にしるす̶」
エキシビション  「城戸保、玉山拓郎…      リトルビークル… 　  ヒスロム…      徳重道朗…　   山本聖子…　  」

休館日：
2/28（日）
2/29（月）
3/6（日）
3/7（月）
3/13（日）
3/14（月）

休館日：2/28（日）、29（月）、3/6（日）、7（月）、13（日）、14（月）

10:00 –15:30

15:00 –17:00

17:00 –18:30

10:30 –16:00

ツアー 「ぶらり港まちアート庭園散策」

3.20（日） 3.21（月・祝）

3.21（月・祝）

11:30 –12:00

14:00 –14:30

17:00 –19:00

11:00 –11:45

13:00 –13:45

15:00 –15:45

13:00 –13:45

①11:50–12:20 
②13:20–13:50

10:30 –11:00

14:00 –14:30

16:00 –17:00

17:00 –18:00

18:00 –19:00

徳田真侑 ヴァイオリン・コンサート

SAXY FIVE+2 コンサート

坂口裕子&増原英也

山形由美＆
中部フィルのメンバーによるSQ

池永健二マリンバコンサート

岡林和歌＆佐藤光＆竹之内奏

ISSAKU＆SACCO

長坂沙織＆金澤みなつ

福本真弓＆真琴

佐藤光 チェロ・ライヴ

11:00 –11:45

13:00 –13:45

15:00 –16:00

11:00 –12:00

14:00 –14:45

12:00 –12:15

10:30 –11:00

14:00 –14:30

16:00 –17:00

19:00 –20:00

島田真千子 ヴァイオリン・ソロ・コンサート

岩崎洵奈 ピアノ・コンサート

竹澤恭子 ヴァイオリン・コンサート

Nuovo anno

名古屋アカデミックウインズ

少年少女合唱団 「I Love Water」

Mimosa

安田祥子＆金澤みなつ

古田汐里＆松原瑠芙菜

トリオ deブランチ コンサート

港橋広場公園
野外コンサート

ポートビル
クラシック
コンサート

まちなか
コンサート

名古屋港水族館内
特別コンサート

Nagoyaポップアップ・アーティスト

名古屋フィルハーモニー交響楽団 金山駅野外コンサート ／金山南ビル （雨天時は1階のインターコモン）

ワークショップ 「やさしい自然の聴き方」 ／名古屋港エリア一帯 〈要予約〉

〈要予約〉

〈要予約〉

〈要予約〉

〈要予約〉

〈要予約〉

1 43 52

1

3

1

6

1

1

7

11

10

8

9

12

15

16

14

13

●A R T  2.26（金） –  3.27（日）　   ●MUS IC  3.20（日）、21（月・祝）

2 016年秋に名古屋の港まちで開催される、音楽とアートのフェスティバル

「Assembr idge  NAGOYA」に先駆け、プレイベントを開催します。

［アッセンブリッジ  Assembr idge］は、

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

［ブリッジ  Br idge］を組み合わせた、新しい言葉。

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ようにとの願いが込められています。

コンサートホールや美術館ではなく、いつもの「まち」を舞台にして、

世界的なクラシック音楽や現代アートの数々が登場し、人々や風景とまざり合います。

この春、そんな予感に満ちた風景が動きはじめます。

音楽とアート、
動き出す風景。

プロジェクト     「L PACK：コーヒーのある風景」 （ L PACK滞在予定  2.26（金）– 3.5（土）、3.18（金）– 27（日） ）

15:00 –16:00

ジョイント・
コンサート

ジョイント・
コンサート

ジョイント・コンサート

プレ
イベント

休館日：2/28（日）、29（月）、3/6（日）、7（月）、13（日）、14（月）

www.assembr idge.nagoya

アッセンブリッジ・ナゴヤ  プレイベント

会 場：名古屋港～築地口エリア一帯

2 016.2.26（金） – 3.2 7（日）
●A RT  2.26（金） –  3.27（日）　●M U S I C  3.20（日）、21（月・祝）

まち で 出 会う、音 楽 とア ート。

名 古 屋 の 港 まちと世 界 が つ な が る 。

平成２７年度 文化庁 文化芸術による
地域活性化・国際発信推進事業

〈要予約〉

〈要予約〉

ワークショップ 「下道基行：見えない風景」

トーク 「五十嵐太郎×服部浩之×米澤隆 『地域美学スタディ vol.1：批判的地域主義の現在形』」

イベント 「ヒスロム：活動報告会」

ワークショップ 「トラベルムジカ：ニシヘヒガシヘ！ 漂流するメロディー ワークショップ in みなとまち」



旧潮寿司  Old Sushi Bar
港区名港1-15-13
かつて人気のあった寿司屋を再活用する

旧つむぎ屋 港区名港1-15 -12

和装職人の店舗を展示空間に

第3佐野コーポ1階
On the first floor of Sano Building Part 3
港区浜2 -1-10
普段はアーティストのスタジオとして使用

慶和幼稚園（3/20のみ）

Keiwa Kindergarden
港区港栄4-4-18

岡本太郎の壁画のある伝統ある幼稚園

西築地小学校（3/26のみ）

Nishitsukiji Elementary School
港区浜1-2-33

創立100周年を迎えた港まちの小学校

港橋広場公園  （3/20、21のみ）

Park of Minatobashi Hiroba
港区入船1-6

春には桜が満開になる運河を埋立てた公園

名古屋港水族館（3/20、21のみ）

Port of Nagoya Public Aquarium
港区港町1-3

ウミガメの研究・繁殖でも有名な水族館

珈琲物語（3/20、21のみ）

Coffee shop "Coffee Monogatari"
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

うどんDINING釜半（3/20、21のみ）

Udon DINING Kamahan
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

いせや（3/20のみ）

Iseya
港区浜1-2-26

絶品の手料理が味わえる港まちの居酒屋

名古屋港ギャラリー（3/21のみ）

Port of Nagoya Gallery
地下鉄「名古屋港」駅構内
地下鉄構内にあるギャラリースペース

地下鉄名港線「名古屋港」駅から「金山」駅下車

港まちポットラックビル
Minatomachi POTLUCK BUILDING
港区名港1-19 -23

ボタンギャラリー Botão Gallery
港区名港1-15 -14
旧ボタン店を改修したギャラリー
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名古屋港ポートビル（3/20、21のみ）

Nagoya Port Building
港区港町1- 9

帆船をイメージしたシンボリックなビル
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金山駅（金山南ビル）（3/21のみ）

Kanayama Station
金山駅金山南ビル

16

南極で活躍した船のミュージアム

南極観測船ふじ（3/21のみ）

Fuji Antarctic Museum
港区港町1-9

14

2 016年秋、「アッセンブリッジ・ナゴヤ 2 016」開催 !

会場：名古屋港～築地口エリア一帯
2 016.9.22（木・祝） – 10.23（日） ［予定］

●A RT 9.22（木・祝） –  10.23（日）    ●MUSIC 9.22（木・祝） –  9.25（日）

●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、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

●協力
名古屋市交通局、名古屋市立西築地小学校、慶和幼稚園、
（株）河合楽器製作所中部支社、ヌンクヌスク鶴舞公園

●後援
公益財団法人 名古屋みなと振興財団

●企画体制
音楽：ディレクター 中村ゆかり
アート：ディレクター 服部浩之
アート・プログラムディレクター：
MAT,Nagoya（吉田有里、青田真也、野田智子）
アーキテクト：米澤隆
デザイン：中西要介、溝田尚子
ウェブデザイン：石垣嘉洋

事務局： 〒455-0037 
名古屋市港区名港1-19 -23 港まちポットラックビル
TEL 052-654-7039  FAX 052-654-8912  
E -MAIL contact@assembridge.nagoya
www.assembridge.nagoya

予約方法 港まちへのアクセス

●名古屋駅から約25分
市営地下鉄東山線「栄」駅乗り換え。
名港線金山方面「名古屋港」行き、
「築地口」駅、「名古屋港」駅（終点）下車。

●金山駅から約10分
市営地下鉄名港線「名古屋港」行き、
「築地口」駅、「名古屋港」駅（終点）下車。

●WEB
「アッセンブリッジ・ナゴヤ」のWEBページ
（www.assembridge.nagoya）の
お申し込みフォームよりご予約ください。

●電話・FAX・E-MAIL
ご希望のプログラム名・氏名・年齢・電話番号・住所を
お知らせください。

［港まちづくり協議会内］
アッセンブリッジ・ナゴヤ実行委員会事務局
（受付時間 9：00－18：00）

TEL 052 – 654 – 7039　FAX 052 – 654 – 8912
E-MAIL   con tac t@assembr idge .nagoya
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商店街の旧文具店ビルを再生した港まち
の新たな拠点スペース。まちづくりの活動
のほか、アートプログラムなどさまざまな
事業を展開

www.assembridge.nagoya

注意事項
※受付は先着順とさせていただきます。
※定員に達したものに関しては応募を締め切らせていただきます。
※キャンセルは、開催日の2日前までにご連絡をお願い致します。
前日、当日のキャンセルは、キャンセル料が発生する場合がありますので
予めご了承ください。Old Kimono Make - Over Shop

アッセンブリッジ・ナゴヤ総合案内

アッセンブリッジ・ナゴヤ
総合案内

名古屋港ガーデンふ頭

2 016年秋に開催する『Assembr idge NAGOYA 2 016』 。

世界的に活躍する国内外のクラシック音楽家たちを招き、港まちはこれまでにない規模の音楽に包まれるでしょう。

海の見えるガーデンふ頭には、港まちと世界をつなぐキーワード「水」の名を冠した

特設ステージ《水の劇場〈ヴァッサービューネ Wasser Bühne〉》を設置し、

名古屋フィルハーモニー交響楽団によるオーケストラ特別コンサートなど、祝祭的な野外公演を実施します。

現代美術展では『パノラマ庭園』をテーマに、港まち全体を会場に、

さらにその規模を拡大しながら、このエリアのリサーチをもとにしたアーティストの新作やプロジェクトなど、

さまざまな作品がまちへと入り込んでいきます。

また作品展示のみならず、イベントやトーク、ワークショップなどのプログラムを通して、

庭を回遊するように港まちを楽しめる展覧会を開催します。

この秋、音楽とアートによって世界につながる港まちにご期待ください！！

予  告








