4 名古屋港、ふれあい空間
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Friendly Port
名古屋港漕艇センター

スポーツ・レジャー施設

Nagoya Port Rowboat Center

名古屋港少年少女
ヨットトレーニングセンター
Nagoya Port Youth Sailing
Training Center

Sports and Leisure Facilities

港ならではのロケーション。潮風うけてミナトを体感
Enjoy a marine atmosphere with a brisk sea breeze at a wide variety of facilities in the Port
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名古屋港海洋
トレーニング
センター

富浜緑地

Tomihama Green Park

Nagoya Port Maritime
Training Center
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ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部
Wood Friends Nagoya Port Golf Club

名古屋港はその広大なエリアの中で、人と人、人と自然がふれあう場を提供しています。水辺ならではの環境を活
かした、
さまざまなレクリエーション施設や公園が整備され、1日たっぷり、1年を通して楽しめます。
The vast port area provides places where people can interact with each other and experience nature. A wide
range of recreational facilities and parks that make use of the waterfront environment have been created, where
visitors can enjoy themselves for an entire day at any time of the year.

1 名古屋港漕艇センター

新舞子ボートパーク
Shinmaiko Boat Park

新舞子
マリンパーク
Shinmaiko
Marine Park
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5 新舞子マリンパーク

Nagoya Port Rowboat Center

Shinmaiko Marine Park

ボート競技の盛んな中川運河に
ある総合的なクラブハウスです。管
理棟には、更衣室、
シャワー室、艇庫、
研修室などが完備されています。
This is a general clubhouse
located by the Nakagawa Canal. It
is equipped with changing,
shower, and training rooms, as
well as a boathouse.

名古屋港最南端の人工島「南５区」
に整備された公園施設。延長約４００ｍの
人工海浜「ブルー・サンビーチ」や魚釣り施設、
ドッグラン、
ピクニック広場などが
整備されています。
This park was made on an artificial island called South-5 Section, which is
located on the southernmost edge of the Port of Nagoya. It has many amenities including a 400 m long man-made beach named "Blue Sun Beach,"
fishing facility, dog run and picnic area.

2 名古屋港少年少女ヨットトレーニングセンター
Nagoya Port Youth Sailing Training Center

ヨットの帆走体験ができる施設で
す。管理棟には、更衣室、
シャワー室、
会議室などが完備されています。
This is a center where people can
experience sailing. It is equipped
with changing, shower, and meeting rooms in the administration
building.

6 ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部
Wood Friends Nagoya Port Golf Club

18ホール、パー72の本格的なパブリックコースです。潮風を感じながらプ
レー中には行き交う船も眺められます。
This is a full scale 18-hole, par-72 public golf course. Players can watch the
ships coming and going while enjoying the ocean breeze as they play.

3 名古屋港海洋トレーニングセンター
Nagoya Port Maritime Training Center

カッター訓練基地として、センタ
ー内には艇庫、
ジブクレーンなどが
完備されています。
This center was built as a training
center for cutter vessels with a
boathouse and jib cranes.

4 新舞子ボートパーク
Shinmaiko Boat Park

適正な係留促進のために整備されたプレジャーボート施設です。
４１０隻収
容可能で、駐車場も完備しています。
This is a facility for pleasure boats to promote legal moorings. Complete
with a parking area, it can accommodate 410 small crafts.
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7 富浜緑地

Tomihama Green Park

8面のテニスコートのほか、多目的広場、6.7kmのサイクリングロードなど
気軽に楽しめるレクリエーション施設が整備されています。
Eight tennis courts, a multi-purpose area, 6.7 km of a cycling road and
other recreational facilities are available here for the enjoyment of visitors.

