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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

Juｌｙ
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
まちの話題いろいろ ドリーミンオフィシャルサイト ★http://www.takayamashishouren.net/d/

住んでるまちが いちばんおもしろい！って いいたい夏休み
商店街に集まれ!!

りんくるりんみんなで縁日‘05

かんかこかんシアター‘05夏休み
お母さんたちのおはなしサークル がむしゃらあおむしによ
るブラックシアター『はらぺこあおむし』や絵本、わらべ歌な
ど、遊んだあとは、ケーキとお茶でおしゃべりタイム。
と き:７月２５日(月)１０：００～１１：３０
参加費:親子で３００円(お茶･菓子代、駐車料金含む) 先着１５組
申込み:0677-33-5282 同実行委員会へファックスで

～縁日～ それは
なんだかなつかしいひびき
活気にあふれた空気もなつかしい
あま～いおかしに たのしいあそび
そして、みんなのご縁がりんくるりん！
おとうさん おかあさん おじいちゃん おばあちゃん
縁日のたのしみをおしえてあげて
こどもたち あたらしい思い出の１ページをつくってね
レトロなのに新しい
さあ～ そんな世界へみなさんをご招待！

新たな発見！新たな体験

寺子屋かんかこかん‘05夏休み

と

き：８月１日（月）・２日（火）
午後６：３０～９：３０
ところ：本町３・４丁目通り商店街
主 催：りんくるりん納涼縁日 05 実行委員会
【みんなで縁日

かんかこかんに集まれ!!

第１回

第２回

参加協力団体、個人】

ゆう み

あんきや／でいご会／キャロル／bee Dance Studio／市役所有
志／国立乗鞍青年の家子どもの居場所づくり実行委員会／サポートコミ二テ
ィー飛騨＆高山市仏教会青年部／駄菓子屋 ○○や／プルミエ／
高山地区更正保護女性会／ヤマトヤ／はさみの会／地球人ネッ
トーワーク飛騨／飛騨高山 YANSA21 実行委員会＆高山スタンプ会／飛騨
高山うるっこ／花野果／ｋｏｃｈｉ／ビルメロの会／NOIXDE
COCO／くにやす、Citta del pane／8823glass work／DO IT!
やっちまえ！／中部学院大学生／本町 3 丁目･4 丁目商店街の皆
さん／飛騨高山まちづくり本舗他 31 団体、個人の皆さん

エアーポートに集まれ!!

児童夏の集い
“空に向かって！”
7 月 27 日(木)･28 日(金)
丹生川町の町方の還来寺を宿泊所
として｢飛騨エアパーク｣を貸りきり、
熱気球に乗ったり、シャボン玉や飛行
機飛ばしたりの二日間。大人、車椅子
の方も乗ることができます。集い参加
費はこども一人 3000 円（保険･一泊三
食お風呂付）詳細･申し込みは高山教
務所 0577-32-0766 大鳳(おおとり)さん
・高校生、大人のボランティアも募集中

7 月 28 日（木）
「たのしい和菓子のおはなし」
講 師:和菓子の稲豊園 中田専太郎さん
8 月 4 日（木）
「歌の旅、海へ行こう！」
～SL 映像や歌で旅を体験～

講 師:女声アンサンブル 癒 美
第３回 8 月 11 日（木）
「さるぼぼを作ろう！」
講 師:円空洞 古川禮子さん
第４回 8 月 18 日（木）
テーマ「何でも描けちゃう白い本を作ろう」
講 師:手づくり絵本の会紙ひこうき 中屋リカさん
【対 象】小学生（ただし第３回のみ高学年限定）
【定 員】各２０名（先着順）
【申込み】まちひとぷら座かんかこかんまで

お寺に集まれ!!

飛騨千光寺｢夏の寺子屋合宿｣
8 月 3 日(水)･4 日(木)
小学生を対象に、お経の実習、瞑想(座禅)
の実習、竹を使った流しそうめん、歴史研究
（飛騨や円空仏のこと）、野外活動(林間広場
での遊び、ワーク）
、夜間天体観測、八十八ヶ
所巡礼、僧兵カレー炊飯など。参加費 7000 円
(一泊 4 食つき)(指導料、資料代、貸し布団代、保険代、その他）
詳細､申込み：千光寺自由な心の道場
506-2135 高 山 市 丹 生 川 町 下 保 1553
TEL0577-78-1021 FAX0577-78-1028

かじばしこみちにも寄っといで!!

歌声の聞こえるレストラン
本町３丁目の｢コ・シャラシャント｣では、
地元音楽愛好家の方々とともに歌や演奏を
楽しむ歌声レストランや
コンサートが企画されて
います。23 日夜キャンド
ルナイトコンサート、28
日オカリナミニコンサー
ト、多彩なプログラムが
続々登場。最新情報は
0577-37-7817 名和さん

桑山紀彦『地球のステージ』合併記念巡回公演を終え

7 地区のステージが
それぞれの感動につつまれて
６月２９日からの５日間、上宝・荘川・丹生川・朝日・
一之宮・国府・高山の７会場で高山市合併記念「桑山紀彦
地球のステージ」巡回公演が開催され、のべ１，８０７人
の方が来場されました。
数多くの合併記念事業のなかで、市民実行委による唯一
の企画。冬の時期の声かけから始まり、７会場それぞれで
の準備。それぞれの地域性や独自性から進め方もまちまち。
学校、ＰＴＡなどの全面的な後押しで盛り上げる上宝会
場、地域総ぐるみで実行委を組織した荘川会場、福祉村の
まちづくり母体を活かした構成による丹生川会場、大きな
実行委ではなく普段の活動仲間から段々と盛り上げを図っ
た朝日会場に国府会場、社会福祉協議会つながりを軸に広
がりをみせる一之宮会場、昨年開催メンバーを中心に拡大
を図る高山会場などなど・・・。
各地域の団体、個人が主体となって進めたことで公演は
その度に異なるものをみるような空気に包まれ感動もので
した。あらためて地域性を大切にしながらつながりあうま
ちづくりの重要性を実感したものです。
すでに、次回開催の企画準備をはじめた地域もあります。
関係者の皆さん、お疲れ様でした。ご来場いただきまし
た皆様ありがとうございました。
（実行委員会より）

教えて協子さん

その③

協働 の まちづくり で
欠かせないことは？

｢駅伝｣のようなもの
まちづくり本舗編集ハンドブ
ック『地域暮らし読本、協働
のまちづくりのしくみづく
り』より抜粋

グリーフケア遺された者たちの集い

『今日から明日の私のために～天からのおくりもの～』
７月２４日(日)午後１時半～4 時 高山市役所地下市民ホール

参加無料

発言されるのは、荒谷睦さん 堀川ひろ子さん
内海眞さん 加藤恵子さん
主 催：ひだまりの会 0577-35-5676

自閉症の教育が楽しくなる講座

＊障がいの意味と適切な指導法を学ぶ公開講座＊
８月１９日(金)午後１時～4 時 飛騨･世界生活文化センター 参加無料
※２０日、２１日には TEACCH ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾜｰｸｼｮｯﾌﾟも開催
主 催：子育てほっとラインマミー
詳しくは 0577-34-6302(または 090-5875-4418)

おとなも子どもも 地元の顔ぶれがいっぱい
飛騨地方各地オールロケ映画

『空を飛んだオッチー』
夏休みロードショー ８月６日(土)～ 高山旭座
８日(月)には７人の子役がオッチーを語る
チケット：前売り 1000 円 こども 800 円
事務局：090-7311-8798 キタミさん
※お得なチケット、かんかこかんで取り扱い中

国際写真･映像コンテスト in 富山
動物と自然の驚異の映像から たくさんのいのちに出会う

ワイルドライフ写真大賞展

入場料 600 円

7 月 25 日(月)～8 月 2 日(火)
第 7 回世界自然･野生生物映像祭 in

富山市民プラザ他

富山

入場無料

8 月 4 日(木)～7 日(日)富山市民プラザギャラリー
協働のまちづくりを進める対象と気持ちがあって
も、具体的な事柄をやっているうちに面倒な問題が次
から次に出てきて、ついつい気のあった自分たちだけ
でやった方が楽なのではと思ってしまいます。
(トラブルが多いのはかなわないとぼやく市民 C さん)

●協働のまちづくりの前提要件その２
活動自体を進めることと、協働の取り組みとを同時
にやろうと思うと無理が生じるとともに、自分たちと
他のものとが内と外の関係になってしまうことは否
めません。協働のまちづくりは「駅伝」のようなもの
です。一人で走るマラソンでもなければ、同じトラッ
クで同じ距離を走るリレーとも異なります。それぞれ
違う距離を違う状況のもとでたすきをつなぎゴール
する「駅伝」のようなものです。そんな「駅伝」のよ
うなまちづくりには「伴走者」が重要です。決して、
主役ではないけれどしっかりとひとりひとりの得意
を理解し適材適所で能力を発揮させることができる
役割です。まちづくりにおいて、そのひとや組織が「コ
ーディネーター」役として必要だと考えます。

主催:NPO 法人地球映像ネットワーク

HP 有

チケットの売り上げはすべてインドネシア支援に・・・

国内外の一流奏者による弦楽器＆ピアノの夕べ
□飛騨高山音楽祭(最終日)特別公演□
～早期限定チャリティーチケット申込み受付中～
日 時：8 月 22 日(月)
19 時開演
場 所：飛騨世界文化センター 芸術堂
チケット：2000 円 2 枚目以降 1500 円
問合せ：0577-32-6409 水谷恵子さん

かんかこかん★ご案内
まちの情報よりどりみどり↓
季節感をさそう
はな・花・華

まちの縁側ぎゃらりー↑
階段横はミニ写真展、作品展
示などに利用できます。
かんかこかん 0577-33-5055(FAX 兼)
まちづくりひろば 0577-33-5282(FAX 兼)

