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芽吹きの春だから
ひびきあって

★http://www.takayamashishouren.net/d/

いっしょに芽吹いて

地域の子育て支援
そして かんかこかんの４年目

育ての輪･和･環

あったかい
こころの居場所づくりを
すすめたい人たちのつながる集い

3 年前、市民、商店街、行政の協働という他に例のないスタイルで開設さ
れた｢まちひとぷら座かんかこかん｣。その準備段階で商店街に新しくでき
る交流施設への思いを語る集いに参加された市民のみなさんは、このかん
かこかんの今をどのようにご覧になるでしょうか。
かんかこかん施設運営委員会やまちづくりひろばに関わる個人・グルー
プの動きを中心に、まちづくりの模索が続けられ、まだその渦中でありま
すが、新年度からあたらしい役割を担うこととなります。
4 年目のかんかこかんには、昨年の市町村合併と少子高齢化社会の子育て
支援の流れをくんで、支所地域ごとにかんかこかんのような機能を持ち、
目的のある無しに関わらず親子が集える拠点づくりへのサポートが期待さ
れています。
“あったかいこころの居場所づくりをすすめたい人たちのつながる集い”
が、18 日午前 10 時よりかんかこかんであります。情報を持ち寄って、意見
交換をしながら、それぞれの地域にあった思いを形にしてみませんか。

「子育て中にあんきに出かけていける、こん
なところがあったらいいのに！」｢その場所
で、気軽にこんなことができたらいいのに！｣
できあがっている”こどものひろば”や”あ
そびのひろば”とも違う、企画や準備段階か
らあったかい心でつながって、思いをつむぎ
合う、そんな“もうひとつのひろばづくり”
を身近な地域に自分たちの手で創ろう!!
子育て真っ只中の方、なにかのかたちで子
育て世代を応援したいという方、また、あっ
たかい心の居場所づくりに興味のある方、集
いにご参加ください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ノンプログラムで、遊ん
だり、本を読んだり、工
作と自由に遊べるこども
ひろば。りんご狩り企画
などの催しも人気です。

人気の金曜野菜市。
遊びに来るおかあ
さんや観光客。
地域の常連さんも
おまちかね→

みましょうか

日

時：平成１８年３月１８日（土曜日）
１０時半～１２時
場 所：まちひとぷら座かんかこかん 2 階和室
〔高山市上二之町 44-4
安川通り商店街〕
申込み：電話・ＦＡＸ ０５７７-３３-５２８２
メールアドレス hompo@takayamashishouren.net
飛騨高山まちづくり本舗(申込み受付窓口)
呼びかけ：(仮)あったかいこころの居場所づくりネットいちにのさん

↑二階フリースペースは
ベビーマッサージや
勉強会、謡曲の練習にも
利用されます。
情報コーナー→

絵本のある子育て

こどもまちづくり
作品で、たからも
のを折ってくれた
小学生が岐阜から遊びに
来て立ち寄ってくれました。↑

家ともちがったおもちゃで遊べる時間。

絵本でつながるまちづくり

ブック・スタート旗揚げ幻燈会
高山市では平成１８年度より、子育て中のお母さん・お父さんの心、そし
て、こどもの心という、目に見えないけれどとっても大切な心の部分を豊か
にする取り組みとして、｢ブック・スタート事業｣が始まります。
具体的には、４ヶ月検診と１歳６ヶ月検診時に、お母さん方にまず絵本に
興味を持ってもらい、プレゼントされる絵本を通して親子のきずなを深める
とともに、親子の子育ちの助けとしてもらおうというものです。
実施を前に、説明会をかねた絵本の幻燈会が開催されます。ご参加下さい。
日 時：３月２９日(水) １時～３時
場 所：高山市図書館 煥章館
講 師：延籐安弘さん(NPO 法人まちの縁側育み隊代表)
申込み：0577-35-3140 子育て支援課

●図書館横空町駐車場にご駐車下さい。
●子どもさん連れでおいでの方大歓迎！
●託児あります。

市民による｢おはなしネット｣誕生!!
3 月 12 日、講師をお招きしてのおはなしの学習
会と会の設立説明会が催され、｢おはなしネット・
ことだま｣が誕生しました。おはなしの読み方のス
キルアップができるということで、20～60 代の 30
名が現在登録をされました。会では、すでに活動中
の方やおはなしに興味のある方を会員さんとして
募っています。年会費 1000 円。市のブック・スタ
ート事業にも協働していきます｡
5 時間ノンストップおはなしマラソン 会員による語り手募集!!
3 月 21 日(祝)＆4 月 23 日(日)10 時～3 時 図書館
問合せ：0577-35-0613 常光さん

まだまだ楽しめる ひと月おくれのひな祭
高山市内各所では飛騨高山雛祭りの展示(4 月３日まで)が、
また、本町･安川･さんまち･下一之町商店街では、40 店舗
が参加し、春・雛祭りをテーマにしたディスプレイ(3 月 20
日まで)展示がされています。今年は、酒蔵めぐりが 3 月末
までということで、冬と春のお楽しみが一度に味わえます。

オモシロイことは どんどん広がる
棚田保存会の中屋栄一郎さんを古滝雅之さん(八幡町)のカ
メラが追った『里山に生きる』が、111 点の中から入賞 7 点
に選ばれ、飛騨高山ドキュメンタリー映像祭の部門賞を受賞。
棚田で凧揚げ大会後、審査員をされたぽころこアートスクール
の弓削義隆さんは、教室でこどもたちと凧づくりをし、3 月
25 日(土)には、ぽころこ凧揚げの会が棚田で開催されます｡

コラソンアスルのミニコンサートで にぎわいの日曜日

CUBE 休止

冬のあったか縁日でも豊かな音色を届けてくれた、きらら
ハウスに通う人たちを中心に結成されたバンド”コラソンア
スル”(代表は道添健太郎さん)が、3 月より毎週日曜日 7～9
時に、かじ橋こみちのコ・シャラシャントでバンド演奏をし
ています。会場へは段差がありますが、車椅子者の人たちが
楽しく集うことでまちは変わっていくきっかけになりそう

シネマチャンネル

大新町/日下部民藝館で
＊ななおさかき・詩の朗読と交流会＊
３月２１日春分の日 ６時開場 ６時半開演
当日券 2000 円(前売り 1700 円)茶菓子付き
音楽：森誠たいこ 寺脇由訓ふえ 矢野知美こと
本：ピースランド
小学校高学年以下のこどもさんには朗読中、別の部屋が準備されます
チケット予約・問合せ：0577-34-5356 ピースランド

親子料理教室
中国風のねぎ焼やよ!!
餅(びん)ってなあ～に!？
日 時：４月２日(日)・３日(月) １０時～１２時
場 所：国府町 クラフト＆カフェ木の香(きのこ)
講 師：金井清美さん(本場中国の方からの直伝によるレシピ)
定 員：両日６組まで 親子･夫婦･友人同士でも
参加費：１０００円(餅 2 枚＋茉莉花茶+資料代）
申込み：0577-72-5092(FAX 兼) 木の香(きのこ)
教えて協子さん

その⑩

協働のまちづくりに
かかせないことは？

地域に根ざした
核的な役割り
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

ボランティア活動などをしていると社会福祉協議会との接
点が最も多いのですが、これからはどのような立場を果たし
ていくことになるのでしょうか。(役割が知りたい K さん)
◎社会福祉協議会との付き合い方
ボランティアセンターの運営や、ボランティア団体への支援の中心
は今までは社会福祉協議会だったのだと思います。いわゆる、協働の
まちづくりの元祖のような存在でした。しかし、ニーズが多様化する
につれ多忙を極める社会福祉協議会は今後どのような役割となるの
か方向性においてむずかしいところはあります。できることならば、
行政でも民間でも市民活動団体でも市民でもない役割であって欲し
いものです。それは地域に根ざした活動ではないかと思います。行政
は、全体のしくみを考えても地域別のしくみは苦手のようですし、民
間は地域に入りますがニーズの多少に左右されるのは仕方ないこと
です。市民活動団体は分野から地域に入っていきますのですき間を埋
めていても埋めきれないのが現実です。そのようななかで、地域のま
ちづくりというとイベントであったりお祭りであったり日常のまち
づくり、特に福祉面のまちづくりを進めることはむずかしいものがあ
ります。そのようななかで、町内会や市民活動などと連携しつつ、行
政や民間の後方支援をうけながら元気でやさしい地域が育つための
核的な役割が大切になってくるのではないかと考えます。普通の地域
と普通の暮らしを支える仲間でいたいものです。

まちのギャラリーとして期待にかかるスペース
でしたが、諸事情により休止中。予告の Renjyu さんの
作品は、コ・シャラシャントと飛騨市古川町の壱之町
珈琲店に３月末まで展示中です。
火曜映画会

しばらくの間お休みです。

大地讃頌を歌う会参加者募集中!! 0577-37-7817 名和さん
飛騨高山まちづくり本舗会員募集!! 特典あります。0577-33-5282

体と心のバランスを取り戻す食事

大森 一慧(かずえ)さん講演会
4 回講座の第一回「日本人に適した食事とは」
日 時：３月２８日(木) 午前１０時～
場 所：高山市民文化会館
チケット：１５００円 前売り１０００円
主 催：マクロビオティックおかあさん
問合せ：0577-35-1057

第 2 弾!! たのしい会議の達人になろう！

コミュニケーター養成講座 四回(開催３･５･７･９月)
講師:延籐安弘さん(NPO 法人まちの縁側育み隊代表)
三矢勝司さん(岡崎市民活動支援協議会事務局)

『聴く力と要約力を高める』
３月２８日(火)午後７時半～９時半
かんかこかん二階和室 各回３００円
申込みは３月２４日までにまちづくり本舗 0577-33-5282(Fax 兹)

ＹＯＵ＆ＭＥサロン｢ぱれっと｣に参加しませんか
YOU&ME(ゆめ)
サロンぱれっと
ＹＯＵ＆ＭＥサロン｢ぱれっと｣では、女性青少年会
インフォメーション 館を活動拠点として、子育て・食・環境・健康など
★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

をテーマに語りあったり、学びあったりしています。
これからも気軽な情報交換の場として、支所地域
でも開催していきたいと考えています。「ぱれっと」
の企画や運営をお手伝いしていただける方やご意見
を募集します。ちょっとのぞいてみてください。
３月２３日（木）午後１時半～３時半
内容「パートナーシップを考えよう。
」
※女性青少年会館は花里小学校グラウンド向いです｡

1F 野菜ひろば●無農薬栽培の豆類、穀類、粉類の販売中!
金曜野菜市の野菜の入荷は４月後期の予
定です。
階段横●かんかこかんギャラリーにお立ち寄り下さい。
３月 イラスト･黄道１２星座 家始朝子さん
４月 こどもの絵を利用したポストカード
松見ひろ子さん
1F こどもひろば●
２・３月で全三回開催した｢手づくり絵本講座 こ
どもの思い出を本にしてみませんか｣に参加された
７人の方の絵本の展示をします。お楽しみに!
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まちひとぷら座
かんかこかん
開館時間
10 時～5 時
0577-33-5055

