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市民発、地域を越えてのつながり･･･ひろ～い高山＆高山⇔下呂!!
｢あったかいこころの居場所づくりネット

いちにのさん｣が生まれました

発足にあたり居場所づくりでつながる集いを 3 月 18 日(土)に開催
●他地域のようすが、わかりました。さあ、うちではどうする？
まちひとぷら座かんかこかんを拠点につながりのまちづくりを大切にすすめた
いＮＰＯ団体｢飛騨高山まちづくり本舗｣が呼びかけ、９支所地域（２支所地域は都
合により欠席）の子育てサークルや支所職員ら２３人の参加により｢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｣を開催しました。｢子育て
中の親子が気軽に集える居場所は必要だよ。｣の共通認識を持つことはできました
が、体制面、費用面、移動に時間がかかるなどの課題も続々、解決とあったかい居
場所づくりの実現に向けて月１回程度のペースで集まりをもつことになりました。
★他の地域の状況
がわかり勉強になり
ましたが、困っている
ことへの対処法など
を教えてほしかった
です。清見地区では、
4 月の下旬に開校を
予定しています。
(M さん)

★集いの意味や内容が
わからないままの参加で
した。具体的なことや質
問には答えがないままで
した。国府町のピッコロ
ハウスでは、ボランティア
さんの募集ができたらい
いなと、話し合いました。
（Y さん）

参加の方に感想と近況をうかがいました。

以前から活動を行っているサーク
ルもあり、解決法に期待が多かった
第一回目でした。かんかこかんも独
自であるように、かかわる人、地域
柄によってすべて異なり、同じパタ
ーンはありえないもの。解決法は動
いていく人の思いでひもとかれ、結
ばれていきます。
ヒントはやはり、模索のプロセス
の中から獲得できるもののようで
す。第二回は、メールやチラシなど
でお知らせします。

情報誌“ましたむら”と”まちづくり通信”から
下呂と高山の市民つながりができました
市町村合併で益田の地名が消えることに対して、これまで以上に地域のつながりを
大切にしたい、また、日頃なかなか行政に思いがうまく伝わらないけれど･･･。そんな
思いの具体的な表現方法として、2005 年 5 月投稿紙としてスタートしたのが｢手くば
りミニコミ紙ましたむら｣。A3 版の裏表印刷、季刊発行でスタートし、この 2 月発行
の 4 号では A4 版読み応えたっぷりの 16 ページとなり、地域の大切なメディアになっ
ていることがうかがえます。
(かんかこかん 2 階でもご覧いただけます)
｢ましたむら｣とのご縁は、昨年開催の第 1 回楽しい会議の
進め方講座の案内を、下呂市の地域づくりに関わる人たちに
発信したことからでした。
編集にかかわる、ましたむら工房のメンバーは、仕事が終
わってから下呂から高山に車を走らせ５名が楽しい会議のす
すめ方講座に参加。この 3 月から始まった講座も参加されて
います。
行政単位ではつながりえない市民活動同志のつながりが
できた一つの例といえます。

コミュニケーター養成講座
－楽しい会議の実践者になろう－
『人々とのつながりを読む』
５月９日(火)午後７時半～９時半
＊地域の網の目、つながりを分析し、
会いたい対象にコンタクトする方法
を考えるネットワークマップ作り。
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)
＊かんかこかん二階和室
＊３００円
＊申込みは５月２日までにまちづくり
本舗 0577-33-5282(Fax 兹)

～“ましたむら”４号から～
下呂では｢第一回朴葉すし祭り｣の
準備が始まっています!!
情報発信をしていくことは、つながる
うちに何かが始まるというコトにも発
展します。｢朴葉すし祭り｣の企画もそうや
って生まれたようです。
新緑の季節にどこの家でもつくる郷
土食の｢朴葉すし｣をテーマに、先人の知
恵や工夫に思いをはせつつ、各家庭の味
を集めて「第一回朴葉すし祭り」を開き
ましょう!!と６月２日(金)･３日(土)開催
に向け検討が進められています。ました
の朴葉すしとひだの朴葉すしは違うの
か気になりますね。ご存知ですか？

落語 ふれあい高山寄席 4 月 24 日(月) 入場無料
落語に加えて大阪にわかを継承している露の団四郎さんの
楽しいお話を聞く会。こどもからお年寄りまで楽しめます。

◇1 時 20 分～茂島潔さんによるマジックショー
◇2 時
～露の団四郎さんによる落語
◇高山市総合福祉センター四階 教養娯楽室
問合せ：高山ロータリークラブ・高山市社会福祉協議会

体験講座
0 歳児(寝返りをする前)のお母さんへ
＊赤ちゃんと楽しくインファントマッサージ＊
講師◇高根純子さん(飛騨市在住、国際インファントマッサージ協会公認インストラクター)
◇４月２５日（火）◇かんかこかん２階和室 ◇10 組
◇参加費 500 円 ◇バスタオル、オムツ、ミルク持参
主催◇国際ソロプチミスト高山
※申込み 0577-33-5055 まちひとぷら座かんかこかん

共生 地元からの参加をしませんか？
手仕事がつなぐ飛騨高山とネパール、
フェアトレードが創る世界
◇5 月 28 日(日) 11 時～18 時 30 分
◇ ◇飛騨合掌苑（テディベア･エコビレッジ近く）
◇500 円 ※ワークショップと交流会は要申込･有料
HP でもご覧下さい
◇問合せ･予約 045-891-9939 ネパリ･バザーロ
◇問合せ･当日 0577-37-2527 テディーベアエコビレッジ
経済的に援助が必要な国の人たちの自立を継続してサポートし、私た
ちも安全な食や暮らしを手にできる、お互いが豊かになる関係をめざす
フェアトレード団体｢ネパリ･バザーロ｣のツアーが、フェアトレード１
日学校として、ものづくりの伝統が息づく高山を訪れます。
手仕事ワークショップ、ネパール現地ビデオ、飛騨産業(株)代表取締
役岡田賛三さんの基調講演、シンポジウムには地元から、佃まゆみさん、
中畑朊子さん、瀬戸山えい子さん、コーディネーターはネパリ･バザー
ロ代表の土屋春代さん。ネパール生産者の話、ネパール笛パンチャ・ラ
マさんのコンサート。
※かんかこかんにもリフレットあります

教えて協子さん

その⑪

協働のまちづくりに
かかせないことは？

民間の専門性を
どう活かす？どう動く？
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

現在はメセナなどということばとともに民間の社会貢献
力が期待されています。しかし、何か賛助金のよう形での応
援をつい期待してしまいますが、本当はもっと大切な協働の
関係があるような気もします。
(民間でできることを知りたい I さん)

募集

フリーマーケット＆ライブやりたい人集まれ

5 月 14 日(日)『ふれあいカーニバル』参加者募集!!
障害児者を支える会フルーツバスケットの呼びかけに昨年は 22 団体が参加。
今回も、たくさんのみなさまの参加、ご来場でご縁がありますように。

◇赤保木公園

午前 10 時～午後 5 時

◇雨天中止

※実行委員・当日スタッフもあわせて募集中!

◇連絡先

0577-32-0426 茗荷舎
0577-34-7804 野中さん(月～土 10 時～3 時)

音楽 まったり ゆったり 春を深呼吸

入場無料

車いすサックス奏者 渡部昭彦氏によるコンサート
〔ひだ医療福祉ボランティアの会設立１０周年記念コンサート〕

◇４月３０日（日）高山厚生病院
◇午後 1 時半～3 時
◇高山厚生病院リハビリ室 (山口町 1280)
◇主催:34-7984 飛騨医療福祉ボランティアの会 共催:あんきや

食の講演会
正食(穀菜食)のすすめ
大森一慧(かずえ)さん講演会 ５月１４日(日)
四回講座の第二回「日常生活での陰と陽のバランス」
あらゆるすべてのものは相反するエネルギーのバランスです。
◇講演会：10 時～11 時半
※クッキング(手当て法)1 時半～4 時半 消化器などのトラブルに<別途申込み>25 人

◇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
※まちづくり本舗でチケット取り扱い中

まちづくり本舗会員募集中!!
まちづくり本舗が地域通貨的
な試みとして発行中のりんくる
チケット 3000 円。
講座への参加、
備品のレンタル、縁日等場所代、
市営駐車場の駐車券(お得ｻｰﾋﾞ
ｽ)との交換等の特典がありま
す。随時申込み受付けています。

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

１ポイントは 100 円相当で利用可能
上記は講座参加費 300 円分×４回利用例

より活力のある社会へ
YOU&ME(ゆめ)プラン２１第二期へ
「あなたらしく わたしらしく 誰もがキ
ラリ輝くまち 飛騨高山」を目指し、H11
年に策定された｢男女共同参画プランたか
やま(YOU＆ME<ゆめ>)プラン２１)｣を、H18
年～22 年の５年間に引き継いだ計画が、多
くの市民の参画のもと策定され、今年度よ
り実施されます。詳しくは、4 月 15 日発行
の広報たかやまをご覧下さい。

◎協働のまちづくり民間との付き合い方

●金曜野菜市は５月１２日からスタート！

民間にとってのもっとも大きな力は専門性です。それは、
技術的な専門とともに、対話などで養われた話し上手といっ
たことも含まれると思います。建築士は住みやすい環境を形
にしてくれるし、看護士や介護士は身体が不自由になった時
の暮らしかたを説明してくれ、商売人は接客の心得を教えて
くれます。そういった自分たちにない部分にこそ民間との協
働のまちづくりの意義があります。もちろん、ボランティア
とは違うことを常に意識していなくてはいい関係は続きませ
ん。あらかじめ、どのような関係で関わりあっていくのかを
大まかな形ででも話し合ったうえで協働のまちづくりを進め
ていくことが大切だと考えます。

『ヤモリぼうし』見本カタログあります。
国府町で夫婦で自給自足をされている森本弥生さ
んのニット帽各種。これからの季節は綿や絹帽で。
●かんかこギャラリー
４月 こどもの絵を利用したポストカード
５月 五月に遊ぶこどもたち(予定)
絵手紙ライター 松見ひろ子さん
●こどもひろば
小学生の一時保育のご案内
10 時～5 時迄の間、500 円。家の人のお迎えがあ
るまで。お昼は、お弁当を持参してください。
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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

