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北名古屋市は、平成２８年３月２０日に市制施行１０周年を迎えま
した。この節目を市民全体で祝うとともに、更なる市民融和と夢
や希望にあふれるこのまちの未来へつなげるため、約1年間に
わたり記念事業を実施しました。

ご挨拶
市制施行１０周年を迎え記念事業を進
めるにあたり、
３つの推進テーマ「市民融
和の促進」
「
、郷土愛の醸成」
「
、未来への飛
躍」
を掲げました。
まず手始めに、市制１０周年の気運を高
め、記念事業の財源を確保するため
「おめ
を広く募集したところ、当初
で１０寄附金」
の予想をはるかに上回り、個人、法人を合
わせて７４１件、約３，
５００万円ものご寄附
をいただきました。
と う

その温かいご厚志を、北名古屋市のため大切に使わせていただき、実施した記念
事業は、大小合わせて３９を数え、参加者・協力者は延べ60,000人に上りました。
中でも、
「こまを回して世界記録に挑戦」
イベントでの、市内外から駆けつけて
くださった皆さまが、見事新たな世界記録を樹立した瞬間の熱気溢れる一体感や、
「みんなでやろうよ！田んぼアート」
での、名古屋市という都会に隣接しながらも未
だ豊かに残された緑に親しむ親子連れの皆さまの笑い声が私の心に強く残ってお
ります。
市制施行１０周年記念事業を通しての１番の収穫は、
これほど多くの方が北名古
屋市を想ってくださるということを改めて認識し、市民融和や郷土愛を育むことが
できたことではないかと考えております。
最後となりましたが、
ご寄附をいただいた皆さま、事業の企画運営にご尽力いた
だいた団体の皆さま、そしてそれらのイベントに参加し、心から楽しんでくださった
参加者の皆さまに厚くお礼申し上げます。
北名古屋市は、
これまでの１０年を礎に、次なるステージに向けて歩み始めており
ます。
「このまちと これからも」
未来への大きな飛躍をめざして邁進してまいりますの
で、皆さまの一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成29年3月

北名古屋市長

長瀬

保

12 音楽鑑賞講座
13 市制10周年記念焼酎「きたなごやの友」
デザインナンバープレート
「いちじくゼリー」を給食のデザートに提供
14 郷土愛醸成プロジェクト
15 昭和日常博物館
16 パペットフェスタプレイベント
北名古屋市民音楽祭
ザ・ベストテンコンサート
17 NHK名古屋共催イベント
吉田沙保里選手・栄和人監督
の10周年メモリアル講演会
18 記念事業一覧
市民お祝い事業一覧
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市制施行１０周年記念事業推進テーマ
市民融和の促進

市民、大学、企業が一体となった祝祭感を創出し、市民融和を促進します。

郷土愛の醸成

先人から受け継がれてきた貴重な財産である歴史や文化、自然や環境を、
１０周年を機に見つめなおす機会を提供し、北名古屋市に対する認識を深
め、誇りと愛着を高めます。

未来への飛躍

広く人と人との交流を促進し、夢や希望をふくらませ、未来への飛躍につ
なげます。

市制施行10周年

記念式典

北名古屋市が誕生して10年となる平成28年3月20日、
「北名古屋市市制施行10周年記念式典」
が行われました。

平成28年3月20日

文化勤労会館

式典には、大村秀章
愛知県知事、近隣市町
の首長、地元選出の国
会議員・県議会議員を
はじめとする多数の来
賓の方や、これまで市
の行政運営にご協力
をいただいた方々、合
わせて約600人が出
席しました。

市長挨拶の様子
名古屋芸術大学
ミュージカルカンパ
ニーワンの皆さんに
よるダンスミュージ
カル「躍動する北名
古屋」
。

北名古屋市市制10周年

特別表彰

公益のために多額の私財をご寄附いた
だきました。その功績顕著な法人、個人
に対して深く感謝し表彰するものです。
【法人】 天野エンザイム株式会社

株式会社大杉運輸
ミナミ産業株式会社
株式会社名北土木
株式会社山越

【個人】 稲葉篤紀

松雄昌博
山田兼松

（敬称略、五十音順）

師勝と西春の少年少女合唱団のみなさんが、
ともに素晴しい歌声を披露してくれました。

企業の協力によりコ
ミュニケーションロ
ボットが推進テーマ
を紹介。

このまちと これからも
この市制施行10周年記念ロゴマークとキャッチフレーズ
は、名古屋芸術大学の協力により制作されました。
市制施行10周年の推進テーマが色や形で表現され、ここ
に暮らす人々が北名古屋市に愛着を持ってほしいという
気持ちが込められています。
【制作者】 名古屋芸術大学 デザイン学部 デザイン学科 メディアデザインコース２年

甘粕友貴

田口佳世子

城泉水

土松由依

（敬称略）
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美しく育った稲。風にそよぐ田んぼアート。

みんなでやろうよ！田んぼアート
平成28年6月4日～10月16日 市役所東庁舎 西隣りの田

市制施行１０周年記念事業として、田んぼをキャンパスに見立てて、
カラフルな稲を使って
巨大な絵を描く
「田んぼアート」
を実施しました。

田植え準備

田植え体験会

田植え体験に向けて、平成
２８年６月４日と５日の２日間
で、測量による下書きと事前
田植えが完了。
たくさんのボランティア
さんの協力を得て行った作
業のあとに、
うっすらとアー
トが浮かび上がりました。

平成２８年６月１２日、約４００人の
市民のみなさんの参加のもと、赤、
黒、黄、白などのカラフルな稲の苗
を田んぼに植えていきました。

田植えしながらどろんこ遊びも…
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たくさんの親子連れでにぎわいました。

特別鑑賞会
平成２８年７月３０日
（土）
と３１日
（日）
、完成した田んぼアートの
特別鑑賞会を開催しました。
鑑賞に来られた方は２日間でなんと１，
００１人！田植え体験会
の参加者だけでなく、
ご近所の方や新聞を見て来たという方も
たくさんいらっしゃいました。

稲刈り体験会
平成２８年１０月１６日
（日）
、稲刈り体験会を開催しました。
秋晴れの空のもとで、子供たちと保護者３８０名が立派に成長した稲を収穫。
稲刈り体験を終えた後は、会場に用意された豚汁、古代米入りのご飯、ポン
菓子を、みんなでおいしくいただきました。
稲刈り体験会では、鎌を使って１株１株刈りました。
小さなお子さんも、お父さんやお母さんに手伝って
もらいながら、力いっぱい稲を刈り取りました。

刈った稲は３～４束をまとめてヒモで縛り、
「はさ掛け」
をして乾燥させました。
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「Dance is 1」

ケント・モリと踊ろう！
キタナゴヤ・ドリームダンスフェスティバル
平成２８年７月３日（日）、健康ドームで「ケント・モリと踊ろう！
キタナゴヤ・ドリームダンスフェスティバル」
が開催されました。

約1,000人の参加者が待つ会場にケント・モ
リさんが登場すると、会場は大歓声に包まれま
した。
ワークショップ（ダンスレッスン）
では、ケン
ト・モリさんのトークを織り交ぜながら、マイケ
ル・ジャクソンやマドンナ、プリンスなどの曲に
合わせて、子どもから年配の方まで、笑顔を輝
かせて一緒に踊りました。
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平成28年7月3日 健康ドーム

キッズ部門10組、一般部門5組の
出演者がケント・モリさんの前で
パフォーマンスを披露。

「僕が単身でアメリカ
に渡ったのがちょうど10
年前。10年前には北名古
屋市にはここまでダンス
は広まっていなかったと
思う。それが10周年を迎
えた今、こんなにもたく
さんのみんながダンスを
踊ってくれていてとても
うれしい。ダンスは世界
を一つにする魔法だと僕
は思っている。Dance is
1
（ワン）
を合言葉に、僕の
愛する北名古屋市を世界
一、宇宙一、盛り上げてい
きたい」
と語ってくれたケ
ント・モリさん。
最後に行われたダンス
パフォーマンスショーで
は、ケント・モリさんの圧
倒的なパフォーマンスに
参加者は釘づけ。この魔
法のような時間が終わっ
てしまうの が 惜し い の
か、終了時刻となっても
なお、やまないアンコー
ルの声。その声に応える
ケント・モリさん。クライ
マックスではまさに会場
全体が一体となっていま
した。
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記録は８９１人
（挑戦者９７７人、成功率９１．
２％）
。挑戦者のみなさんの力で、
これまでの世界記録３７７人を
大幅に更新することに成功し、北名古屋市が世界に名を刻みました。

同時にこまを回した最多人数の
世界記録に挑戦
平成２８年１１月５日
（土）
「
、同時にこまを回した最多人数」
の
ギネス世界記録に９７７人が挑戦しました。

平成28年11月5日 健康ドーム

入場を待つ長い列。
「町工場が作る金色コマ」
を受け取って入場しました。

「同時にこまを回した最多人数」
の
ギネス世界記録に挑戦するための
主なルール
◦１人の参加者が１つのこまを回さなければならない。
◦１０秒の間、同時にこまを回転させた参加者の数だけ
が、最終的な合計人数としてカウントされる。
◦最終の合計人数のうち、失格者の占める割合が１０％
を超えた場合、挑戦は無効となる。
全員で上げたときの声で、団結力が高まりました。
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ギネスワールドレコーズ公式認定
員による
「スリー・ツー・ワン・ＧＯ！」
の合図で、挑戦者が一斉にこまを回
し、挑戦者は自分が回したこまが１０
秒以上回ることを祈るように見守り
ました。

世界記録への挑戦が成功し、会場は大きな歓声と拍手に包まれました。

ギネスワールドレコーズ公式認定員から市長へ、公式認定証
が読み上げられ授与されました。

北名古屋市が認定されたギネス世界記録
８９１人（挑戦者９７７人、成功率９１．２％）

アトラクション編
子ども達にもっとこまに親しんでもらうため
のアトラクションとして
「子どもプロジェクト 誰
がこまを長く回せるか大会」
を開催しました。
年齢別に、
「未就学児」
「小学校低学年」
「小学
校高学年」
「中学生・高校生」
「65歳以上」
の5部
門に別れて競いました。市内の全児童館では、
８月からこまを長く回すための練習を重ねてお
り、子ども達の準備は万端でした。
一番こまを長く回せた優勝者が決まると、Ｍ
Ｃからインタビューを受け、優勝記念品として、
コマ大戦連携事業実行委員会の役員より、
「全
日本製造業コマ大戦優勝のレプリカコマ」
と北
名古屋市制１０周年記念ロゴマーク缶バッチの
２点がプレゼントされました。
市役所西庁舎壁面に
世界記録達成を祝う
懸垂幕を掲げました。
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北名古屋市平和夏まつり

平成28年7月30日・31日

文化の森周辺

毎年、文化の森ひろば周辺で開催されている北名古屋市の夏の風物詩
「平和夏まつり」
。
今年は市制１０周年記念企画が３つ加わり例年以上の盛り上がりを見せました。

ペットボトルツリー

市民から平和へのメッセージを記したペットボトルを募集。集まっ
た約２，
０００本のペットボトルで高さ４メートルのツリーを作りまし
た。
ＬＥＤライトから放たれる優しい光は、様々な色に変化しながら
まつり会場を照らし続けていました。

北名古屋音頭自慢コンテスト

夏まつり２日目には
「北名古屋音頭自慢コンテスト」
を開催。事前にエントリーし
た１５人の参加者はやぐらステージの上で円になり、北名古屋音頭を披露しまし
た。

クイズラリー

まつりに関するクイズに答えて水風船つりやお菓子すくい等を行うクイズラ
リーが、小学生以下のお子様を対象に行われました。クイズラリーの用紙を片
手に会場内を元気に巡る子どもたちが、
まつりをより活気あるものにしてくれ
ました。
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平成２８年度夏期巡回

ラジオ体操・みんなの体操会

平成２８年８月２６日、
市制施行１０周年記念事業
「平成２８年度夏期巡回 ラジオ体操・みんな
の体操会」
が開催されました。

平成28年8月26日 師勝中学校グラウンド

会場の師勝中学校グラウンドでは、朝早くから市長を始め
とする１，
２１１人の市民が集合し、青空の下、朝日を浴びなが
ら元気よくラジオ体操を行いました。体操講師による指導の
もと、参加者全員で
「いち、に、さん」
などと声を合わせリズム
よく体を動かました。ＮＨＫラジオ第１の生放送を通して、北名
古屋市民の元気を全国各地に、そして海外にも届けました。

北名古屋市植樹祭

平成28年5月14日

迎島公園

平成２８年５月１４日、北名古屋市植樹祭が迎島公園で開催されました。
参 加された方に、ご
自宅等で植樹してい
ただくためにツツジ
の苗木が配布され、
緑豊かで快適な環境
づくりを進めるイベ
ントとなりました。

記念植樹として、災害時相互応援協定を結んでいる
「新潟県妙
高市」
から寄贈された
「ドングリの木
（マテバシイ）
」
が、北名古屋
市みどりの少年団、
長瀬保市長、
沢田哲市議会議長により植樹さ
れました。
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市制施行１０周年記念事業として名古屋芸術大学との連携事業が多数企画され、普段なかな
か体験することができない多彩で特色のあるプログラムが実施されました。

手作り楽器で
プロのアーティストと一緒に演奏しよう♪
平成28年7月27日 文化勤労会館
第１部では、手作り楽器の
ワークショップが開催され、
楽器を考案した名芸大のデ
ザイン学部の学生が先生と
なり、参加者のこどもたち
が身近にある物で楽器を作
りました。

第２部では、会場で家族が
見守る中、
プロのアーティス
ト5人と一緒にこどもたち
がステージに上がり、手作
りの楽器による演奏会を開
催しました。

０歳からのよみきかせコンサート♪

「絵本のなかで音楽会～かつらこの世界～」
平成28年9月30日

0歳から５歳までの小さなお子さん
を持つ親を対象として、絵本のよみ
きかせコンサートを開催しました。
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文化勤労会館

内容は、北名古屋市在住の絵本作家かつらこさんが今回のコンサート
のために書き下ろした絵本の世界を、プロのアーティストの演奏ととも
にＮＨＫのキャスターが読み聞かせるもので、参加した200組の親子はリ
ラックスした雰囲気の中で楽しく鑑賞していました。

音楽鑑賞講座
楽器の演奏を聴くだけでなく、その回のテーマに沿った題材で、名古屋芸術大学大学院音楽研究科の
山田純先生から、楽器や音楽の歴史、
レクチャー講座や、演奏者と掛け合いでのトークを聴くことができ
るコンサートを３回開催しました。

第１回

完全ワンマンオーケストラ
「ステージア・フィルハーモニー」
平成28年9月17日 文化勤労会館

電子オルガンを使い、一人でオーケストラの
音を奏でるワンマンオーケストラのステージが
開かれました。
ＭＡＸ鷹野さんの演奏は、まるで複数の楽器
がそこにあるかと錯覚してしまうほど、さまざ
まな音が混ざり合い、聞きなじみのある曲に一
味違った世界観を生み出していました。
【演奏者】 ＭＡＸ鷹野
（マックスたかの）

第２回

山田純先生の楽しい解説

ジャズピアノで、スイングをお届けする楽しいクリスマス！
平成28年12月17日 文化勤労会館

「ジングルベル」
や
「ホワイトクリスマス」
などクリスマス
シーズンに合った曲が演奏されました。
パワフルなジャズの演奏に会場の皆さんも自然と体がリ
ズムをとっていました。
【演奏者】 Donny Schwekendiek Trio
（ダニー・シュエッケンディックトリオ）

第３回

和洋楽器混成インストゥルメンタル

日本特有の美しいメロディーやドラムと和太鼓の激しい
バトルセッションなど、情緒と躍動感あふれるステージが繰
り広げられました。

平成29年3月11日 文化勤労会館

【演奏者】 NEO Japanesque
（ネオジャパネスク）
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市制10周年記念焼酎

「きたなごやの友」
平成28年4月1日から販売

北名古屋市内協力店

「きたなごやの友」
は、市制施行10周年を記念し
て、北名古屋市と友好、交流関係にある鹿児島県南
さつま市の協力により製造、名古屋芸術大学により
ラベルをデザインしたもので、市内の協力店で販
売されました。

デザインナンバープレート

内容量：720ml
原材料：さつまいも・米こうじ
アルコール分：30度
【蔵元】宇都酒造株式会社

平成28年12月1日から交付

北名古屋市役所

市制１０周年記念事業として、
オリジナルの原付バイクの
ナンバープレートを交付しました。

このデザインには、市の木「モクセ
イ」
と市の花
「ツツジ」
から、モクセイ
を髪飾りに、
ツツジを衣服にしたオ
リジナルキャラクター
「キツツ」
が描かれています。
デザインナンバープレートは、平成２８年１２月１日から２００枚の数量限定で交付さ
れていました。

このプレートは、
名古屋芸術大学のデザイン学部の学生約
４０名から提案された２２点のデザインの中から選ばれた
作品で、制作者は土松由依さん、保利みちるさん、馬暁娜
さんの３名です。

未来に残る地元の味を届けよう！

「いちじくゼリー」
を給食のデザートに提供
平成28年11月4日・8日 他

市内保育園・小中学校 他

郷土について考えるきっかけとして、市内保育園、
小学校及び中学校の給食のデザートに、市を代表
する農作物のいちじくを使って製造した
「いちじくゼ
リー」
が提供されました。
今回提供した
「いちじくゼリー」
に使用のいちじくは、公益社団
法人 北名古屋市シルバー人材センターふれあい農園部会の皆さ
んが育てたもので、市と連携に関するパートナーシップ協定を結
んでいる合同会社Foods Innovationが開発・製造したゼリーで
す。また、パッケージデザインは、名古屋芸術大学デザイン学部の
学生 三浦 瞳さんがデザインしました。
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郷土愛醸成プロジェクト
郷土愛醸成プロジェクト①

～土とふれあい、畑のめぐみを感じよう！～
先人から受け継がれてきた貴重な財産であ
る自然や環境を、未来の主役である子ども
たちに見つめなおす機会を提供するため、
キャベツの種まきと収穫体験を行いました。

平成28年7月19日～11月12日 西之保地内の畑

子供たちは、小さな種が見事に育ったことへの喜び、
キャベツの収穫作業の楽しみ、そして、収穫後のキャベ
ツの重みに驚いていました。
親子で収穫したキャベツを各家庭で食べるとともに、
各児童館でもキャベツを使った料理を食することで、子
どもたちに、土とふれあい、畑のめぐみを感じてもらうこ
とができました。

郷土愛醸成プロジェクト②

～子どもマップ『まちず』
をつくろう！～
子どもたちから見た北名古屋市はどんなま
ちなのか、自然・環境・お祭りなど地域の今
を切り取り、それぞれの特色を反映した『ま
ちず』を作りました。地域の魅力がたくさん
見つかりました。

平成28年6月25日～8月26日 市内全児童館

井瀬木児童館
「井瀬木ミステリー」
児童センターきらり 「こんなところにこんないきもの」
久地野児童館
「コマのまち」
六ツ師児童館
「六ツ師獅子舞」
宇福寺児童館
「うぶくじ珍百景」
熊之庄児童館
「流鏑馬
（やぶさめ）
」
鍛冶ヶ一色児童館 「一色 いい四季 いい景色」
鹿田児童館
「わくわくおつかい！」
九之坪児童館
「神さま仏さま大集合！」
沖村児童館
「はたけものがたり」

郷土愛醸成プロジェクト③

～毎日！北名古屋市子育てママ応援スタンプ～
市制施行10周年を記
念し、子育て中で忙しい
ママがママ友やお知り合
いの方にワンポチで返信
しやすいように、毎日よ
く使う言葉のLINEスタ
ンプを作りました。
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北名古屋市
歴史民俗資料館

昭和日常博物館

北名古屋市が10周年を迎えた平成28
年は、歴史民俗資料館 昭和日常博物館
では開館25周年を迎え、様々な特別展・
企画展が開催されました。

25/82 展
市制10周年記念と昭和日常博物館の25年の活動
の集大成として、開館から25年間の企画展・特別展、
全82本の中から、私たちが
「もう一度見ていただきた
い！」
と考える展示に加え、来館者のみなさんの
「もう一
度見たい！「
」見逃したので見てみたい！」
展示に投票い
ただいて決定した、選りすぐりの
「25」
の展示会を濃縮
してダイジェスト版で再現しました。
昭和を探る25 の
「展示会」
＝
「視点」
から、昭和日常
博物館の活動の軌跡を振り返るとともに、郷土の暮ら
しを見つめ直し、さらには私たちの暮らしの未来につ
いても考えていただける機会となりました。

新・三種の神器の時代 － 暮らし×モータリゼーション
10月8日
（土）
から
「新・三種の神器の時代-暮らし×モー
タリゼーション」展が常設展示として地下駐車場で開催
されました。
会場には、昭和30年代～40年代の自動車９台、オート
バイ10台、スクーター3台を展示。1960年代、昭和30年
代後半から昭和40年代前半にかけては、
「 新・三種の神
器」
「３Ｃ」
と称された自動車
（Car）
、
クーラー(Cooler)、
カ
ラーテレビ(Color television)が新たな暮らしの必需品
として羨望の的となりました。
特に自動車は、
「マイカーブーム」
と呼ばれる社会現象
を引き起こし、自家用車のある暮らしがあこがれの的で
した。
本年、市内の
「株式会社 福祉の里」
様から自動車、
オー
トバイなどの寄贈をいただき、
これらのコレクションを市
制10周年を記念して展示しました。
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パペットフェスタプレイベント
平成28年11月23日 総合体育館
北なごやパ ペットフェスタ
は、全国の人形劇団が一堂に
集まり、子どもたちに夢を与え
る
「人形劇の祭典」
です。
今年は市制10周年を記念し
て11月23日(水曜日・祝日)に、
プレイベントとして、ひと組
「時
代横町」の公演が行われまし
た。
また、2日間のイベントでは
例年にはない数の県外のプロ
劇団やアマチュア劇団が上演
しました。

北名古屋市民音楽祭
平成28年12月11日 文化勤労会館
北名古屋市民音楽祭は、今回で11回目を迎えます。

市制10周年を記
念して、クラシック
から環 境 音 楽まで
様々な音楽を融合
させたコンサートで
大人気のデュオ
「ス
ギテツ」がゲストと
して出演し、観客を
沸かせました。

ザ・ベストテンコンサート

平成29年1月9日 文化勤労会館

「ザ・ベストテンコンサート」
は、北名古屋市民
芸術劇場として実施するもので、1980～90年代
を中心とする往年のヒット曲を、名古屋芸術大学
の学生とOBが演奏し、歌とダンスでお届けする
イベントです。

市制10周年を記念して、10年前のヒット曲の演奏があり
ました。
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名古屋 共催イベント
市制１０周年を記念して、
ＮＨＫ名古屋放送局・名古屋中央
営業センターと共催でイベントを開催しました。

① ＮＨＫラジオ

「ふるさと自慢うた自慢」公開録音
平成28年10月14日 文化勤労会館
森昌子さんと北山たけしさんをゲストに迎え、男女各３組の対抗で地元紹
介と自慢の歌声を競いました。
＜地元出演者＞濱垣 一郎さん、伊藤 武幸さん、大口 勝由さん、小島 廣子さん、
中田 るり子さん、辻本 隆子さん、矢野 みゆきさん他

②ＮＨＫふれあい広場 in北名古屋市
平成28年11月19日・20日 文化勤労会館

ステージイベントとし
て
「おかあさんといっしょ
宅配便ガラピコぷ～小劇
場」
、
「きかんしゃトーマス
キャラクターショー」が行
わ れ、はなかっぱ＆もも
かっぱちゃんとの撮影会
等が行われました。

市制施行１０周年ファイナル事業

吉田沙保里選手、栄和人監督の１０周年メモリアル講演会
市制10周年記念事業の締めくくりとして、
４大会連続でオリンピックに
出場しメダルを獲得した吉田沙保里選手と、オリンピックメダリストを
多数輩出している栄和人監督をお招きし、
「 未来への飛躍～夢を追い
続けるためには～」
をテーマに講演会を開催しました。

４大会のオリンピックメダルを見せていただきました。
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平成29年3月25日 文化勤労会館

息の合った師弟コンビの掛け合いで、夢を追い続けるために
大切にしている想いをお話しいただきました。

市制10周年記念事業一覧
№
1
2
3
4
5
6
7
8

事業区分
シンボル事業
記念日ＰＲ事業
オリジナル記念商品製造事業
特別事業
特別事業
特別事業
特別事業
特別事業

事業名
北名古屋市市制施行10周年記念式典
北名古屋シティ管弦楽団第２０回記念定期演奏会
市制１０周年記念焼酎
「きたなごやの友」
ケント・モリと踊ろう！キタナゴヤドリームダンスフェスティバル
同時にこまを回した最多人数の世界記録に挑戦！
ＮＨＫラジオ
「ふるさと自慢うた自慢」
公開録音
ＮＨＫふれあい広場in北名古屋市
「いちじくゼリー」を給食に提供 ～未来に残る地元の味を届けよう！～
郷土愛醸成プロジェクトその１
9 特別事業
～土とふれあい、畑のめぐみを感じよう！～
郷土愛醸成プロジェクトその2
10 特別事業
～子どもマップ『まちず』
をつくろう！～
郷土愛醸成プロジェクトその3
11 特別事業
～毎日！北名古屋市子育てママ応援スタンプ～
12 特別事業
食育のタネをまこう！ごま栽培
13 特別事業
イベントアルバム
14 名古屋芸術大学連携特別事業 手作り楽器でプロのアーティストと一緒に演奏しよう！
０歳からのよみきかせコンサート♪
15 名古屋芸術大学連携特別事業
「絵本のなかで音楽会～かつらこの世界～」
16 名古屋芸術大学連携特別事業

場所等
文化勤労会館
文化勤労会館
北名古屋市内
健康ドーム
健康ドーム
文化勤労会館
文化勤労会館
保育園・小中学校 他
全10児童館
西之保地内の畑

時期等

平成28年3月20日
（日）
平成28年3月20日
（日）
適宜実施
平成28年7月3日
（日）
平成28年11月5日
（土）
平成28年10月14日
（金）
平成28年11月19日（土）
・20日（日）
平成28年11月
平成28年7月～12月

全10児童館

平成28年7月～8月

会員制ウェブサイト
（LINE）

12月以降～

六ツ師児童館
市ホームページの専用コンテンツ
文化勤労会館

平成28年6月～9月

文化勤労会館

平成28年9月30日
（金）

音楽鑑賞講座①
文化勤労会館
完全ワンマンオーケストラ
「ステージア・フィルハーモニー」

平成28年9月17日
（土）

音楽鑑賞講座②
ジャズピアノで、スイングをお届けする楽しいクリスマス！
18 名古屋芸術大学連携特別事業 音楽鑑賞講座③ 和洋楽器混成インストゥルメンタル
19 ファイナル事業
吉田沙保里選手・栄和人監督の10周年メモリアル講演会
20 冠事業
北名古屋市平和夏まつり
21 冠事業
デザインナンバープレート制作
22 冠事業
北名古屋けんこうウォーキング
23 冠事業
愛知県植樹祭
24 冠事業
北名古屋市植樹祭
25 冠事業
西春駅西土地区画整理事業竣工からみる市制１０周年記念式典
26 冠事業
北なごやパペットフェスタ2016プレ公演
27 冠事業
第11回北名古屋市民音楽祭
28 冠事業
ザ・ベストテンコンサートⅦ
29 冠事業
歴史民俗資料館特別展
30 冠事業
みんなでやろうよ！田んぼアート
31 冠事業
平成２８年度夏期巡回 ラジオ体操・みんなの体操会
32 冠事業
市制施行１０周年イベントパネル展
33 冠事業
認知症講演会
34 冠事業
北名古屋市文化祭
35 市民協働推進事業
外国人と一緒にこの地域の未来を考えよう
36 市民協働推進事業
劇団福祉座特別講演
37 市民協働推進事業
アマチュア無線の地域社会貢献
38 市民協働推進事業
第50回大和塾 市民講座
39 市民協働推進事業
１０歳のあなたへ
17 名古屋芸術大学連携特別事業

適宜実施
平成28年7月27日
（水）

文化勤労会館

平成28年12月17日(土）

文化勤労会館
文化勤労会館
文化の森周辺
税務課窓口で発行
ウオーキングコース「回想の道を歩く」
文化勤労会館及び文化の森等
迎島公園
西春駅前公会堂等
総合体育館
文化勤労会館
文化勤労会館
歴史民俗資料館
市役所東庁舎西隣の田
師勝中学校グラウンド
市内公共施設
文化勤労会館
文化勤労会館
健康ドーム
文化勤労会館
市内公共施設
文化勤労会館
文化勤労会館等

平成29年3月11日
（土）
平成29年3月25日
（土）
平成28年7月30日（土）
・31日（日）
平成28年12月1日（木）発行開始
平成28年10月16日
（日）
平成28年5月14日
（土）
平成28年5月14日
（土）
平成28年11月
平成28年11月23日
（祝）
平成28年12月11日
（日）
平成29年1月9日
（祝）
平成28年10月～平成29年1月
平成28年5月～11月
平成28年8月26日
（金）
随時
平成28年10月15日
（土）
平成28年11月5日（土）
・6日（日）
平成28年5月29日
（日）
平成28年7月10日
（日）
平成28年8月28日
（日）
他
平成28年9月24日
（土）
平成28年10月22日
（土）

市制施行１０周年市民お祝い事業一覧

市民団体のみなさんが開催するイベントで、北名古屋市の市制10周年をお祝いしてくださいました。
№
1
2
3
4
5

団体名称
北名古屋ウインドオーケストラ
北名古屋吹奏楽団
北なごや発夢☆列車
北名古屋シティ管弦楽団
P.S.Surprise げんきな街づくり
応援プロジェクト実行委員会

イベント名
第21回定期演奏会
北名古屋吹奏楽団 ＭＵＳ
ＩＣ ＢＯＸ
にっぽんど真ん中祭り演舞
第21回定期演奏会

実施日
平成28年7月17日
（日）
平成28年8月7日
（日）
他
平成28年8月28日
（日）
平成28年9月11日
（日）

場所
文化勤労会館
総合体育館
久屋大通公園他
文化勤労会館

きたなごやふぇすた～創～

平成28年9月19日
（月）

健康ドーム

平成28年11月5日
（土）

健康ドーム

平成28年11月26日
（土）
平成28年12月～平成29年1月
平成29年1月26日
（木）
平成29年1月29日
（日）
平成29年3月19日
（日）

文化勤労会館
西春駅前ロータリー
市内の保育園・小中学校
文化勤労会館
文化勤労会館

全日本製造業コマ大戦  中日本ブロック予選Ｇ２
北名古屋場所＆北名古屋市民部門
7 ＫＮプロジェクト
ザ★ヒーロー笑４
8 西春駅前活性化イルミネーション実行委員会 西春駅前活性化イルミネーション
9 ㈱ロピア
給食用レモンスイーツ
10 北名古屋吹奏楽団
北名古屋吹奏楽団第10回定期演奏会
11 北名古屋シティ管弦楽団
第22回定期演奏会
6

コマ大戦連携事業実行委員会
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