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この通信は、まちの出来事、市民の動きをとらえて発信する まちと人とをつなぐメディアです
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発行 飛騨高山まちづくり本舗
住所 〒506-0845
高山市上二之町 44-4
電話＆FAX 0577-33-5282
hompo@takayamashishouren.net
まちづくり活動の拠点★まちひとぷら座かんかこかん

http://www.takayamashishouren.net/kankakokan/index.shtml

「地球のステージ」ニュース

『地球のステージ』を地域のステージから応援

中高生から世界へのメッセージ
＆ MiniDv テープ映像も募集中

紛争と貧困と隣り合わせの国で医療救援活動にかかわり、こどもたちに寄り添うことから生まれた数々の詩とメロディー。
高山出身の精神科医桑山紀彦氏の映像と弾き語り『地球のステージ』に、今回は公募に寄せられた飛騨の風景も写し出されます。
飛騨公演 3 年目となる今回は、高山市合併記念事業推進協議会のひとつの事業として開催、実施にあたっては市民有志による
実行委員会を立ち上げ企画運営にあたります。また、それぞれの地域に住む方々ともこの感動を共有できたらと７地域での巡回
公演とし、実際には市内各地域の実行委員さんの手によって開催を実現しようというものです。
公演日程、各開催地域の声かけ役は次のとおりです

◆上宝地域 ６月２９日(水)夜の部
◆荘川地域 ６月３０日(木)夜の部
◆丹生川地域７月 １日(金)夜の部
◆朝日地域 ７月 ２日(土)昼の部
◆一之宮地域
夜の部
◆国府地域 ７月 ３日(日)昼の部
◆高山地域
夜の部

北稜中学校
◇和仁 一博（ソムニード、飛建測量）
荘川中学校
◇益戸貴美枝（飛騨ふるさと村役場）
丹生川文化ホール◇牧上 一成（高山市社会福祉協議会丹生川支部）
燦燦朝日館
◇高井 道子（ほのぼの朝日ネットワーク）
一之宮公民館
◇小林 俊輔（高山市社会福祉協議会一之宮支部）
国府公民館
◇弓削 義隆（ぽころこアートスクール)
高山市民文化会館 ◇河渡 正暁（飛騨高山まちづくり本舗、飛騨冷凍空調）

【問い合せおよび募集応募先】

飛騨高山国際協会（高山市企画課内）
電話 0577-35-3130

特典満載!!りんくるチケット限定 100 枚発行決定

H17 まちづくり本舗

会員大募集！

会員特典がたくさんついて、お得な気分でまちづくり
交遊や学び。また、駐車料金を気にせずぶらっと商店街
が楽しめる駐車券特典があります。
会
特

費：３，０００円（１年間有効）
典：会員登録時にりんくるチケット発行します
(１ﾘﾝｸﾙが１円として 3000 ﾘﾝｸﾙのポイント付き）

例えばこんな使い方ができます

★まちづくり講座参加費 300 円＝300 ﾘﾝｸﾙ
★納涼縁日出店料 500 円＝500 ﾘﾝｸﾙ
★駐車場利用料２倍サービス
600 円＝300 ﾘﾝｸﾙつまり 300 ﾘﾝｸﾙで 600 円分

★通信郵送年間分(切手 12 枚分)＝1000 ﾘﾝｸﾙ
申込み手続：5 月 16 日（月）～ 事前予約可
受付場所：かんかこかん（ＦＡＸでの受付可）
問合せ：まちづくり本舗 0577-33-5282（13 時～17 時）

Fax0577-36-2060

高山市花岡町２丁目１８
e-mail

takayama@gix.or.jp

まちひとぷら座かんかこかん＆まちづくり本舗

事務局サポーターも募集!
本舗ではまちの動きに寄り添ってまちづくり通信の発行や｢りん
くるりん納涼縁日｣の開催などに取組んできました。さて今年度、
新規まちづくり本舗の会員さん(左関連記事)から事務局開設にも協
力していただけるサポーターを募集します。
協力日：下記開設日のうち、月に数日で可（希望日調整）
開設日：年末年始を除く毎日(原則として)
時 間：午後１時～午後５時(原則として)
内 容：○かんかこかん２F まちづくりひろばの掃除
○メール確認 ○電話の応対○通信発送作業
○行事開催の手伝いやこどもひろばの手伝いなど
特 典：1 回(４時間まで)につき 1,000 円分の市商連の商品券
をお礼にお渡しします。
その他：車の方に駐車場用意。子どもさん連れも OK。
※駐車場については、市商連がご相談に応じます。
※お礼については、市民活動サポートエッグ有志等が提供しています。
※曜日ごとに､団体､グループでかかわっていただくこともできます。
活動団体の事務作業も空いた時間に兼ねることも可能です。
※子育て中の方もご相談に応じます。
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日本一Ｂｉｇなタイムカプセルに
“未来レター”を託しませんか

｢四つ葉｣は、17 年 1 月で家賃支援期間が終了し、4
店舗中 3 店舗がそのまま独立する形で営業を続けてい
ます。3 年間の来店者数はのべ 63,474 人（1 日平均 68
人）でした。年ごとの平均では 73→69→62 人と減少
しており今後一層の奮
1日あたりの平均来店者数
闘が必要です。
夏には 1 人平均 120
人に対し冬は 40 人を
切る月もあり、冬場対
も急務です。これから
が本当の工夫とチャレ
ンジのしどころです。

(社)高山青年会議所が創立 50 周年記念事業として、日本一
のタイムカプセルに入れる手紙を募集しています。未来のあ
なたに、家族や友人に手紙を書いてみませんか？

・募集期間
・埋設日
・埋設場所
・募集方法
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それとも 20 年コース？

10 年コース

ﾄﾞﾘｰﾐﾝｼｮｯﾌﾟ『四つ葉』が 3 年経過し、独立へ

2005

・問合せ先

年月

平成 17 年 5 月 1 日(日)～７月 31 日(日)
平成 17 年 8 月 28 日(日)
市営空町駐車場
｢未来レター｣の制限サイズは定形郵便物まで。手紙が
完成したら、定形料金＋２０円の切手を貼り、さらに
封筒に入れて高山青年会議所に郵送か市役所・市内金
融機関、かんかこかんなどに設置の収集ボックスに投
击して下さい。お一人何通でも応募可能。
（社）高山青年会議所 TEL 32-0380
高山市天満町 5－1（高山商工会議所内）

都会と山里結ぶ｢ふるさとのとれたてニュース｣発行は

乗鞍を近くにのぞむ山あいの棚田から届いた

飛騨ふるさと村役場〔荘川町〕

『飛騨の棚田楽校(できたらええなあ)だより』

飛騨ふるさと村役場を知ったのは、地球のステージ実行委員
会の荘川地域の声かけ役に、同事務局の益田貴美枝さんが関わ
られたことからでした。なんと 13 年前から全トヨタ労働組合
連合会の保養地として、組員さんと荘川村をつなぐ通信を発信
されてきた方。行政でない、個人でない立場で、手を結べるま
ちづくり拠点があったことは、新鮮な驚きでした。

悩み解決！「楽しい会議」のすすめ方講座

滝町棚田保存会とりんくるりん二十四日市との出会
いが発端となり、棚田の再生と棚田を舞台に誰と何が
できるのかを探っていく一年にしたいと代表の中屋栄
一郎さん。滝町は中心市街地から 20 分。交流拠点にな
る凸凹(でこぼこ)館から整備がはじまっています。
連絡先：090-7040-7428 中屋栄一郎さん

会議の手法を全３回講座(夜)で学びます。

その１●いけてる議長編 (ファシリテーションマインドを学ぼう）
第 1 回 5 月 24 日(火曜日)
その２●●しゃれた書記編(ファシリテーショングラフィクスを学ぼう) 第 2 回 6 月 14 日(火曜日)
その３●●●頼れる舵取り編／楽しい会議の進め方を学ぼう
第 3 回７月 12 日(火曜日)
講 師：延籐安弘さん・三矢勝司さん(名古屋･まちの縁側育み隊)
主催：まちづくり本舗

0577-33-5282

※詳細、参加申込みについては、別途チラシをご覧下さい。

地元のの特別参加コーナーも

手づくり絵本巡回展 IN 煥章館
■5 月 7 日(土) 10 時～夜・9 時
8 日(日) 10 時～夕・5 時
■高山市図書館煥章館１F 生涯学習ホール
手づくり本の世界は多種多様。バースデーブック、家族の
記録、アルバム、作品帳、自分史、子育て日記、創作童話、
ちぎり絵、押し花、折り紙帳、飛び出す本、布絵本、布おも
ちゃ、点字本、豆本、詩句集、ペット本、植物本、料理本、
カセット本、らくがき本、旅行記･･･なんでもあり。
問合せ：34-7466 紙ひこうき

市民発→協働のしくみづくりの模索

『地域暮らし読本』ができた
高山の動きや実態をふまえ、市
民、行政、民間、NPO のそれぞれ
の立場をふまえたものはこれまで
ありませんでした。簡単そうで難
しい、協働のまちづくりのヒント
がここにあります。ご覧下さい。
問合せ：まちづくり本舗 0577-33-5282（13 時～17 時）

高山・子育てネットワークが
『別冊・子育て便利帳』作成

うす緑色の表紙
ふくろうの親子が目印
手作りのハンドブック

子育て支援団体のつながりからなる｢高山・子育てネッ
トワーク｣が 2005 年度の『別冊・子育て便利帳』を 2000
部作成し、現在、各施設等に置かれています。
*一時保育、家事援助支援団体 *サークル活動団体
*障害児を持つ親の会 *子育てしやすいまち､環境を考え
る団体など、27 の子育て関連団体が紹介されています。
問合せ：32-2748

★
日

蓑谷さん

かんかこかん information ★
時

5 月 26 日
(木曜日)
10 時半～12 時半

内
容
歯の学習会(0～3 歳児)
歯ブラシ持って、親子でどうぞ。
参加費は 200 円
一時保育(500 円)は予約が必要です
申込み 33-5055

6 月 23 日

ベビーマッサージ(0 歳児)

(木曜日)

赤ちゃんとスキンシップ
参加費は 500 円

10 時半～12 時半

申込み 33-5055

