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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

１月
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
YY 掲示板 ネッ討論など ドリーミンオフィシャルサイト

★http://www.takayamashishouren.net/d/

天空から雪 まちに人 のくとまらんかな 語っていかんかな
飛騨の冬の風物詩｢二十四日市｣は
まち・ひと・情報が行き交うひろば
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1 月 24 日(火)
高山市・本町３丁目/空き店舗・路上
コ・シャラシャント
四つ葉こみち
安川通り/まちひとぷら座かんかこかん
主 催：子連れでも出かけていける二十四日市
実行委員会
問合せ：飛騨高山まちづくり本舗
0577-33-5282(FAX 兼)

協力

まちをも動かす市民パワー

二十四日市の賑わいの中で、地元の市
民活動グループが街頭募金活動をしま
す。見えない心を形あるものにできる、
皆さんの協力をよろしくお願いします。

ホスピス設立基金のために～
●飛騨にホスピスをつくる会
スマトラ沖地震被災地支援のために～
●地球人ネットワーク飛騨

今年 4 回目となる市民企画の取り組
みです。手技が美しいショウケや杓子
等の販売、店のワゴンセールに混じっ
て、みなさんのおいでをお待ちしてい
ます。夕方以降、お仕事帰りでも立ち
寄れる夜のスポットもあります。
二十四日市の晩をお楽しみください。

憩 無料おやすみ処

オムツかえ OK!

“まちにサロンを”からはじまっ
た二十四日市にはなくてはならな
い休憩所。お友だちとの待ち合わせ
にもご利用下さい。ストーブをたい
てあったかいお茶を用意してます。

遊 あそびに来てね！
かんかこかんこどもひろば
いつでも好きなときに遊びに行ける
集いのひろばは、あそび、おしゃべり、
子育て情報交換と、自由に活用できる
交流ひろばです。子育てしながらやり
たいことができる場や仲間づくりだっ
て、ここならできそうです。授乳やお
昼寝、オムツかえ、お弁当タイムにも
どうぞ。おやすみ処にリーフレットあります。
10 時～5 時 0577-33-5055
<２階は、市商連･まちづくり本舗事務局>

●NPO 法人あんきや＆まちづくり本舗

安川通り

※HONMATI3 プロジェクト｢CUBE｣ 裏面参照
まちひと

このスペースがギャラりーとしてデビュー

★ぷら座
かんかこかん

地産地笑 うまいもんバザー

ﾌﾗﾝｽ直輸入小物入荷！

凡才(四つ葉)

十六銀行
安川交番

●うるっこ

★

・五平餅・ぜんざい
・えごま饅頭
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★おやすみ処
(無料休憩所)

★コ・シャラ

かじ橋

シャント

本町２丁目

★nico

●くにやす。
・大好評！特製たこ焼き
・天然酵母パン ・お惣菜

●滝町棚田・凸凹館倶楽部
・棚田米、雑穀、唐辛子など
・唐辛子ワラ細工づくり 他

・活動紹介パネル
(四つ葉･こみちぎゃらりー)

本町４丁目

フタバ
デンキ

本ニコニコブックス

nico
books

～午後

7時

ホントは手放したくなさそうな、K
さんセレクトの、素敵でアートで不思
議な本たちがいっぱいの空間(写真右上)

楽

音楽＆映画

午後３時～
午後８時～

レストラン

コ・シャラシャント
おと く ら げ

アボリジニの伝統音楽(音水母)

『クリスマス･イル』(カラー･30 分)
飛騨の若者 4 人が高山を舞台に撮影した、音楽と効果
音を映像にのせて贈る物語。3 分のＰＲ版が名古屋のコ
ンテストで優勝したお祝いの上映会。食事・喫茶ＯＫ。

雪降りやったけど あったか縁日
12 月 18 日(日) 高山市役所
H11 年、13 年と開催された”まちづく
り交流フォーラム”。今回は、家から出る
のもたいへんな雪の日となりましたが、
３５０人の人たちが来場者として、出演
者、スタッフとして、市役所に集い｢冬
のあったか縁日｣を楽しみました。
飛騨高山高校生徒さんが制作した大
きな”うしぼぼ人形”が玄関で皆さんを
にっこりお出迎え。高校生のボランティ
アも会場のサポートに加わりました。
一部の座談会は企画課、二部の交流縁
日はまちづくり本舗、三部の講演会は子
育て支援課が中心に担当しました。
興味と関心を持ちながら
互いにつながりあおうよ

交流縁日は、参加者が自分たちの得意と
する日常を持ち寄って、たくさんのメッセ
ージが各会場をうめつくしました。
現役のお母さんによるスリング(抱っこひも)
絵手紙、サークル紹介。子育て応援グルー
プ、趣味のサークルなど。子育て・こども
をテーマにしたら、いっしょに遊ぼう、作
ろう、歌おう、演じよう、語ろう、考えよ
う、楽しもうよ･･･というパワーがいっき
に充満した縁日となりました。
それぞれの活動が、このご縁をきっかけ
に、年一回でなく日常の中でつながりあっ
た活動に発展していくといいですね。
表現したいあなたのための
通りを歩くあなたのための ギャラリー
ＨＯＮＭＡＴＩ3 プロジェクトＣＵＢＥ(キューブ)

｢地球のステージ３～国境なき大地～｣から

合併記念の飛騨公演を経て最終章の公演が 1 月
15 日(日)高山別院庫裡ホールでありました。活動
開始から 10 年の記念ステージでもあり、熱く力強
く全 8 曲が歌い上げられました。
最後の映像は、桑山さんと V ネットぎふの川上
哲也さんが大きな地震におそわれたパキスタンに
向かわれた際に訪れたパラコッタの町。この町の
小学校は地震で崩壊し 2300 人の子どもの命が一
挙に失われたため、こどもに出会わない町になっ
てしまいました。心痛いことです。紛争や災害で
失われる命の隣の生や、身近な人の死を通じた桑
山さんのいのちをめぐるエピソードは、わたした
ちにとっても、まちにとっても新たな変化をもた
らしていくチカラとなることでしょう。

教えて協子さん

その⑧

協働のまちづくりに
かかせないことは？

本町３丁目の空き店舗(旧コムサ)で、若
者プロジェクト｢ＣＵＢＥ（キューブ）｣がオープン
ギャラリーを開設。２週間単位程で自由に
ギャラリー空間を演出してもらい、まちを
行きかう人たちにいいフィーリングを残し
ていければとのこと。第一弾は１月下旬の
『ホンマチ商店街オブジェ(仮称)』。斐高卒
業後ロンドンでアートを学び帰郷した岩本
さやかさんが商店街とコラボレーションし
ます｡

ひと味違う 縁結び
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

協働のまちづくりの重要性を実感できるような「きづ
き」の場や機会に出会うことがありません。重要だと思
ってもなかなか手ごたえを感じることができないのが
現実です。(動いてはみたものの実感できない E さん)

協働のまちづくりの流れその 5
何が｢きづき｣であるのかは人それぞれですので、受け
止め方も当然違います。しかし、｢出会い｣があり｢つな
がり｣を持つことで｢きづき｣となるのは、ひとつの取り
組みでは見出すことはできません。ふたつ、みっつと協
働による取り組みを繰り返していると不思議な程に｢新
たな出会い｣と｢新たなつながり｣が生まれます。｢地縁」
、
｢血縁｣とは一味違う｢協働による縁(コラボ縁とでもいい
ましょうか)｣が生まれます。NPO 活動がそうであるよう
に、すき間を埋めるような縁が生まれるものです。

問合せ
090-4882-3985 近藤
090-3455-3480 ジョニー

YOU&ME(ゆめ)
サロンぱれっと
インフォメーション
★男女共同参画社会を
テーマに市民と行政の
協働 で 運 営す る ｢ぱ れ
っと｣からのお知らせ
提 供:ぱれっと倶楽部
問合せ:0577-35-3134
市役所企画課
会 場:女性青少年会館
0577-32-0394

▲ふだん薄暗い市役所ロビーが照
明ですっかり明るいイメージに。地
下ホール､ロビー､2 階､3 階とアミ
ューズメントホールのようでした。

四つ葉を卒業して 1 年の<アルファベット>が

ショップオープンで新展開!!
アルファベットのオーダーメイド
家具や輸入雑貨たちにまた会える。イ
ンターネット販売とショールームが
15 日にオープンしました。様子はイ
ンターネットでアクセスしてご覧く
ださい。１月中は、在庫小物 20%off。

www.shock-design.co.jp
一階はつけものやさん
二階は事務所
アルファベットは三階

〒506-0841
高山市下三之町３７
T/0577-35-5572
F/0577-35-5574

★男性対象料理教室(だんかじ)２回講座
お父さん、厨房へ入りましょう！
まずは、ふだんのメニューから
２月９日(木)①基礎編:ご飯・味噌汁・一品
23 日(木)②応用編:おつまみ的なもの等
１０時半～1 時頃５００円 定員１６人
①②ともに 2 月 6 日までにお申し込み下さい

★一緒に楽しもう 絵本の読み聞かせ
３月９日(木)
こどもだけでなく高齢者も楽しめます
本読みのコツを学びましょう

●野菜ひろばから
1 月～3 月は屋内コーナーにて豆類･雑穀を販売します。
小麦粉・米粉・ふすまなどお菓子づくりにいかがですか。
ほのぼの朝日ネットワークさんのふくろうもあります。
野菜ひろば 0577-33-5282
●かんかこかんぎゃらりー
●まちづくり文庫
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ミニ写真展しませんか？

まちづくり関係の本いろいろ貸出しします
まちづくりひろば(同上)

●思い出絵本作り(全 3 回)を２月に予定しています。
こどもひろば 0577-33-5055

まちひとぷら座
かんかこかん
開館時間
10 時～5 時

