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いつも”ここ”から”私”からはじまる

まちの物語

I Love Takayama!! りんくるりんみんなで縁日‘05
８月１日(月)･２日(火)の二晩にわたり本町３･４丁目通り商店街において、”みんなで縁日”が開催されました。
4 回目となる今年は４１団体、個人が参加し、それぞれの個性がストリートにあふれ、楽しさの輪が広がりました。
この縁日を通じた参加者･来場者、こども･おとなかかわりが、きっとふだんのくらしにつながっていくことでしょう。
◆賑わい演出のポイントゲッター
キッズや若者参加で恒例となっているストリートダンス。今年はゲリラ的にいろいろな場所に神出
鬼没。そのダンスの輪を追いかけるように観客の波も動いていました。幼いのにキマッテルちびっこ
のダンス。若者が踊る切れのいいリズムに思わず観客の肩も一緒に上下していました。このダンスパ
フォーマーを見るためにまちにくりだすお客さんも増えています。
◇bee Dance Studio ストリートダンス･４年目

◆流れる汗はカッコイイぞ
３年前、登場した巨大ダンボール迷路は納涼縁日
では欠くことのできないものとなっています。発案
者の｢夢キッズ｣さんが今年は都合により不参加と
いうことで取りやめにするか否かの時に、昨年一緒
に取り組んだ市役所有志に新たなメンバーが加わ
り市役所チーム｢ＢＩＧＭＡＺＥ｣が誕生。今年も
喜々とした歓声が響きました。
当日は、中・高校生や名古屋からやってきた
大学生も加わり２日限りのグループとは思えな
いチームワークで大奮闘。迷路の完成を待ちな
がら、汗びっしょりで作業をしている中学生を
｢カッコイイ!｣と見ていたちびっこもいました。
大人から見てもチームの若者たちは頼もしい限りでした。
◇ＢＩＧＭＡＺＥ(市役所有志と若者たち)ダンボール迷路･３年目

◆静かに鮮烈な環境パフォーマンス
夏だというのに覆面に全身白装束で
始まった路上のパソコン打ち。捨てら
れたばかりのゴミを集めにては背負子
に入れ、持ち帰っては即ゴミデータ入
力。集められたゴミはどんどん貼り付
けられ、最後には特大標本作品が出来
上がりました。パソコン画面をのぞい
て未知との遭遇をしている小学生。み
んなが足を留めて見つめるさきには道
路に落ちていたゴミや缶。不思議な感
覚につままれる空間でした。あっぱれ。
◇自由研究｢拾得物標本｣･初登場

◆カラフルな傘の花咲いた
子どもの居場所づくりをテー
マに、１年を通してさまざまな
活動を展開中の国立乗鞍青年の
家。今夏はついに、乗鞍からま
ちなかにおりてきました。
ビニール傘に自由に絵を描い
たり、自分だけのうちわづくり
は、両日大好評でした。
◇国立乗鞍青年の家子どもの居場所
づくり実行委員会･初登場

◆次の読み手を求めて本が旅に出る・ブッククロッシング
男の子は店のお兄さんに｢夏休みに読むんだったら持って
いっていいよ｣と言われ、古本の中から”かもめのジョナサ
ン”を持ち帰りました。しっかりした一人前の本選びでした。
読み終わった自分の本をパソコン上の HP に登録しても
らえる ID 番号を記入して本の旅の準備完了。気ままに人か
ら人へ、手から手へ、本のりんくるりんが始まります。
次の読み手が HP にアクセスし
てついている ID 番号を調べると、
その本が旅をしてきた経緯がわか
るというもの｡HP は英語力が必要
ですが、ニコニコブックス HP に
日本語解説があります。ご覧あれ。
◇ＤＯＩＴ！やっちまえ･3 年目

http://eki.to/nicobooks/bookcrossing/index.html

昔話に花咲かせませんか!!
昔のスキー道具・はたおり道具・味噌・たまり・豆腐作り
用具・電話・ラジオ・レコード、昔の遊び道具など、なつか
しい日用品を多数を飛騨の山樵館より借りています。
日時：９月５日（月）～９月３０日（金）
8 時 30 分～17 時 30 分= P 有・入場無料
場所：小規模共生型デイサービスりびんぐ(総和町)

夏の縁日だけじゃモノ足りない
よつばこみちの

ウイークエンド縁日(マルシェ)へのお誘い

週末を利用したフリーマーケットを開いてみませんか？
一日お店やさん、クラフト、パフォーマンス、よつばギャラリ
(左側壁)展示などやりたいことは待っていないで試してみよう！
第一回は８月２８日(日)からスタートしています。
開催の日程・問合せは、四つ葉内 凡才 0577-36-3565(Fax 兼)へ
※マルシェは、フランス語で市場の意味

問合せ：３２－７２８３（土曜日は休み）

おはなしのキャッチボール

映画に親しむ秋到来

サイレント映画から９・１１まで

～幸せになろう 家族を超えて～
高齢社会をよくする会の勉強会。ゲストは、カンボジアなどを
行き来し、支援と友好の架け橋の活動をしている堀川ひろ子さん。

日
場
主

時：９月１６日(金)１３：３０～
所：総合福祉センター(昭和町)
催：高齢社会をよくする会

参加無料

HMF 飛騨ミュージックフェスティバル http://www.hmf.jeez.jp
地元に野外ミュージックフェスティバるを育てたい！という若
者有志による第一回企画。音楽やパフォーマンスを楽しみつつ、若
者や地域のお店との連動で環境や地域を考える｢グリーンプロジェク
ト｣は、オリジナルの取り組み。出演者など詳しくは HP をどうぞ。
日 時：９月１８日(日)⇒１９日(月･祝)
場 所：飛騨ほうのき平スキー場(丹生川町)
前売券：前売り 3500 円 当日 4500 円
販売所：ナガオソナール サウンドファクトリー
問合せ：hidamusic@Yahoo.co.jp

●ドキュメントフィルム DVD 上映会
『世界を変えた 9.11 同時多発テロ
ペンタゴンニ突っ込んだのはジャンボジェットでなくミサイルだった』
□９月１１日(日)
２時半～/４時～/８時～
□コ・シャラシャント(本町３) □主催・シネマ TrueTree
□５００円（ドリンク付）
●郷土のシナリオ作家 鈴木尚之の映画会
『海軍特別少年兵』
『飢餓海峡』上映と対談
□９月１８日(日) １２時～１８時４０分
□高山市民文化会館小ホール(昭和町)□主催･文化協会
□１０００円(コーヒー引き換えチケット付)
●活動弁士付サイレント映画会
『月世界旅行』
『旗本退屈男』
『椿姫』弁士：片岡一郎 桜井麻美
□１０月 1 日(土)開場１９時 開演１９時３０分
□コ・シャラシャント(本町３) □主催シネマ TrueTree
□１０００円 中学生以下５００円（当日各 200 円増）

＝グリーンプロジェクト参加店やボランティアスタッフ募集中＝

※各詳細は、お店またはポスター、チラシでご覧ください。
Azami(アザミ)のやすらぎコンサート

教えて協子さん

その④

協働 の まちづくり で
欠かせないことは？

日常と非日常の
相互の関係
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

協働のまちづくりというと特別の日に多くの団体
が参加して盛り上げるイベントのような事柄に対し
てのみ実現しているような感じがします。もっと身の
回りから協働のまちづくりを進めることはできない
でしょうか。
（イベントのイメージしかわかない市民 D さん)

●協働のまちづくり前提要件その３
確かに、呼びかけの実態をみると「○○○フォーラ
ム」といったイベントに多くの団体が名を連ねて開催
する実行委員会方式をイメージする節も見受けられ
ます。大切なことは「日常と非日常の振り子のような
関係」を協働のまちづくりに取り入れることができる
かどうかだと思います。継続と広がりのためには、ど
ちらが大事ではなくて、日常と非日常どちらも大事で
あり、その両面を兼ね備えたときにこそ持続可能なも
のになると考えます。

いのちと宇宙のハーモニー
～癒されて

やすらいで

心ひろがるひとときを～

日

時：９月２４日(土)
開場 14:00 開演 14:30～16:30
場 所：高山市民文化会館 ３階 11 号室
参加費：前売り券 1000 円当日 1200 円【全席自由】
問合せ：TEL･FAX 0577-35-5676 ひだまりの会事務局

講演会『元気なひとづくり まちづくり』
講師は｢変わる商店街｣岩波新書、｢地域人とまちづくり｣講談社現代新書
などの著書で知られる姫路工業大学環境人間学科教授の中沢孝夫
さん。地域活性化論、産業論、ボランティア論が専門。
日 時：９月２６日(月) 14:00～15:30
場 所：まちひとぷら座かんかこかん 〔入場無料〕
問合せ：高山市商連 0577-32-2550

笑顔が戻るひと時

散髪ボランティア

募 集

月に 1 回でも 30 分でも OK

あそびてーたー

｢はさみの会｣は、プロの理容
師･美容師が定休日を利用して
老人福祉施設や在宅障害児を訪
問し散髪奉仕をしています。
年々増える要望に対し資格を
持って見える方のご協力が必要
とされています。

総和町のデイサービスりびん
ぐ内で一緒に利用者さんと楽し
んで下さる方。マージャン･俳
句･お菓子作り･あやとり･花札･
お話･おり紙･楽器･踊り･体操な
ど、遊べるねたをお持ちの方ご
連絡を。

(はさみの会 0577-35-0294 鷲見さん)

（りびんぐ 0577-32-7283 山下さん）

