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ひとはもっとやさしく

人々と地域の幸せを願い
心のよりどころとして開催 飛騨国分寺八日市
7 月 8 日(土) １０時～4 時 国分寺境内・門前
昨年、市民も参加して上演された演劇｢羅城門｣は、まだ記憶にあたらしい
ところですが、ちょうどその時代のこと。飛騨の匠は京へ出稼ぎに出かけ、
故郷に残されたお嫁さんやお母さんは夫や息子の安否を気にかけ、ご本尊で
ある薬師如来へ信仰心を寄せて、たびたび国分寺を訪れました。そのような
折に、山の幸、薬草、果物などを物々交換するような市が境内に自然に生ま
れたということがありました。
また明治の頃には、毎月８日の薬師講にあわせ、門前に小さな市がたった
こともあったそうです。こうした地域の人たちが心の安息と健康を願いなが
ら集っていた人々の暖かな営みを、少子高齢化の時代の今の世に、団塊の世
代の人たちを中心に再現しようというのが、今回の市開催の背景にあります。

地元産野菜や果物・こけ玉・昭和
レトロ・昔なつかしい貝合わせ玩
具・備長炭・ちりめん小物・布小物・
花器・ぬり物・古本・絵葉書・似顔
絵・へちま化粧水・雑穀など、十数
件のフリーマーケットとお休み処

夏祭り

先月号のまちづくり通信でこの内容をご紹介してから、事務局には問合せが
相次いだそうです。報道関係者がまちづくり通信を持って取材に来られ、紙面
でその報道がされると、この 21 世紀版薬師市の主旨に賛同し、商店街の奥さ
んたちや、いっしょに加わりたい、お手伝いしたいという人たちから声がかか
っているそうです。
かつて国分寺の境内にそのような景色があったように、人の集まるところに
心の輪ができ、更に物の売り買いを通したやりとりやおしゃべりから暮らしの
輪が広がっていくとしたら、｢八日市｣をきっかけに、まちなかを歩く人の流れ
が生まれ、ここで楽しく時を過ごす人たちが、ゆるやかにまちかどや商店街の
雰囲気を変化させていくことでしょう。

りんくるりん納涼縁日’06 参加者募集

8 月 1 日(火)・2 日(水)夜 本町 3 丁目商店街
6 日(日)・7 日(月)夜 安川通り商店街
20 区画

｢たく さ ん の人 た ち
の笑顔が行き交う市
になりそうやよ。
大銀杏もきっと楽
しみにしてござるや
ろな！｣ 円空洞の
さるぼぼも新しい縁
日を期待している。

出店料 500 円(販売)

この四日間について参加者を募集します。
やってみたいことや得意なことを持ち寄っ
て集うみんなの縁日。まちを楽しみ、出会
いを 楽しみ大いに盛り上げてみません
か。お楽しみ感覚で、気軽にご参加下さい。
りんくるりん縁日へ行けば、1 年 1 度あの
人に会える楽しみが広がっています。所定
の申込用紙にてお申込み下さい。

りんくるりん“みんなで縁日”実行委員会
電話＆ＦＡＸ 0577-33-5282 (FAX・留守電対応あり)
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hompo@takayamashishouren.net

そもそも物語①
商店街で活動していると耳にする
サマーフェスティバルって、なに(・・?

飛騨高山サマーフェスティバル
●そもそも、11 年前に新しい曲と踊りが作られて｢ちょけらまい
か大仮装盆踊り大会｣がスタート。以来、楽しく思い出に残る夏を
いっしょに過ごそうと、今年も参加への呼びかけが始まっている。
盆踊りのグランプリには商品券 20 万円が準備されている。
ちょけらまいか大仮装盆踊り 7.28(金) 6 時半～ さんまち通り商店街

サマーフェスティバルお笑いライブ 8.8(火)
高山別院本堂
手筒花火大会
8.9(水)
弥生橋下
飛騨国分寺ライトアップ
7.28(金)～8.10(木) 国分寺

暮らしのテーマでつづる

協力

作品展

ジャワ島地震支援の
愛のカンパ CAN 各所に設置

第 25 回手づくり絵本巡回展

5･27 にインドネシアで発生した
地震被災地支援のカンパが、サポー
トコミニュティー飛騨が市内店舗な
どに設置した缶に集まっています。
つり銭など小さな金額を大勢の人の
協力により大きい力にしようという
もの。25 日まで。カンパは直接現地
に持参し支援活動を行う予定。

講座

救援衣糧お寄せ下さい

日常の中のホスピス
◇講師 矢野 高さん
岐阜中央病院緩和ケア病棟医師、ぎふホス
ピス運動を支える会の故神山純子さんとと
もに活動を支えてこられたお医者さんです｡
◇7 月 9 日(日)1 時半～
◇高山市役所地下市民ホール
◇資料代 500 円
◇主催 飛騨にホスピスをつくる会
事務局 090-8868-7786

＊第一回目には 60 名が
参加。終了後のアンケー
トには 40 名の方から用
紙いっぱいに感想や ご
意見が寄せられました。
地域の人たちの意欲 と
熱意で、ホスピスケアに
対するまちの温度が 上
がっているのか感じ ら
れます。

デザイナーで、「解」の発行・編集責任者の
山本純一さん(桐生町)が、12 年前､世界ボランテ
ィア会議飛騨高山分科会のために打ち出した
コンセプトは参加者を魅了し、理解しにくい
ボランティアのことばの概念を超えました。
その「知らないコト、ひとつ減らそう。やっ
てみたいコト、ひとつ増やそう。」は、今も、
変わらず市民活動にとって大切な言葉です。

その⑫

たとえば
“こども”を共通項にして

協働のまちづくりに
かかせないことは？

17 日･18 日 7～10 時は、コ・シャラシャントは、音楽♬の夜に。

アート おしゃれな 鏡になります
17 日の夕方 6 時、名古屋テレビの｢人生の楽園｣にご出演の国
府町の平野さん。グラスアートをされている奥さん朊美さんの
申し出で、かんかこかんのトイレの鏡をおしゃれに計画が進展
中。忙しいお母さんたちに、先輩お母さんから子育て応援のエ
ール。作業の様子が近いうちにみられる、かも！

★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
発行所:生活情報のアーカイブ
LIFE MAGAZIN KAI 解
本屋さん店頭販売他
定期購読もあり
山本さん 32-4905

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

初のキャンドル・ナイト

かじばしこみちのレストラン、コ・シャラシャントから広がっ
て、本町 3 丁目全体が電気の明りをおとしてキャンドル･ナイト
を実施。17 日 8～10 時まで、ローソクの灯が通りを包みます。

YOU&ME(ゆめ)
サロンぱれっと
インフォメーション

本 山本さんのセンスがきらめく冊子が発刊！

教えて協子さん

三県の会員による 200 冊、地元のお母さんの作品展示。会員
の松見さんが作成したブック・スタートスタンプと内容紹介。
25 日は、簡単手づくり絵本講習、フォーラム、読み語りがあり
ます。技術よりハート、暮らしに息づく手製本をご覧下さい。
高山・手づくり絵本の会 34-7466

4-7466
エコ 本町 3 丁目

ホスピス講座

１時～ミニフォーラム他
場所：高山市図書館煥章館



６／２５（日）・７／２（日）

地域暮らしのスタイル

第2回



大型トラックの日
９時か～１２。西之一色町ト
ヤマ建材駐車場で。また、福
祉バザー品、ホームレス支援
の物も集めています。
詳しくは、 0577-32-6409
水谷恵子さんへ。

6/24(土)10 時～夜 9 時
6/25(日)10 時～夕５時

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
0577-33-5055

ＹＯＵ＆ＭＥサロン｢ぱれっと｣に参加しませんか
毎月第２・第４木曜日 1 時半～4 時

□交流ひろば”ぱれっと”を国府で開催
おでかけぱれっと６/２２ １時半～３時半
情報をテーマにおしゃべりタイム
国府公民館(国府町広瀬)へ、直接お出かけ下さい
□無料法律相談７/６ 要申込 無料
□キムチと人生 ７/１３ 10 時半～2 時半 要申込
美味しいものを食べあえば 人は楽しくなる
韓国の家庭料理に挑戦 講師：加藤和子さん
こどもひろば・情報ひろば・まちづくりひろば

かんかこかん
いんふぉめーしょん

まちひとぷら座かんかこかん

金曜野菜市 １１時～
山口町の無農薬の野菜販売市

協働のまちづくりを進めていくうえで、関係する団体が
ひとつの大きなテーマを持つことができると結束もしや
すいような気もするのですが。
(K さん)

クラフト工房
◆手編み帽子、トートバック、
エプロン等展示販売中。

10 時～5 時

ミニギャラリー６月
｢ネパールのこどもたち｣
写真･人形:松見ひろ子さん
◆

日本画(入れ替え有)
山口栄一郎さん

◎協働のまちづくりひとつのテーマとして
確かにそれぞれの団体が同じめざすべき方向を見つけ
て取り組むことは協働しやすい要素だと考えられます。た
だ、それぞれの立場でそれぞれの分野で活動しているなか
でひとつのテーマで収束することはむずかしいものです。
そこで、「こども」を大きなテーマとして取り組むこと
がひとつの方法として考えられます。「こどもたちのため
に、こどもたちとともに」の錦の御旗のもとに、それぞれ
の団体がある部分で「こども」を意識しつつ自分たちの得
意な分野に取り組むと言うものです。防災であっても、環
境であっても、国際協力であっても常にこどもとつながっ
た部分を持ったところで活動する。そのことで思わぬつな
がりの広がりが生まれる可能性があるように思われます。

開館時間

まちづくりひろば(2 階)
親子で｢歯の学習会｣
参加者募集
６月１９日(月)
1０時半～１２時(受付１０時～)
かんかこかん 2 階和室
0～3 歳の親子 15 組(託児有り)
持ち物：タオル 歯ブラシ
参加費：200 円
申込み：33-5055 こどもひろば

◆コピー機に加え、印刷機が
利用できるようになりまし
た。ご使用はご相談下さい。
◆印刷機は、
（有)ブレス様よ
り、ご寄付いただきました。
ありがとうございました。

★夏の寺子屋かんかこかん
今年も多彩なメニューで夏
休みのこどもさん対象に開
講します。ただいま準備中！
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こころとこころがつながって 顔の見える関係がいいな

｢こころんネット１・２の３｣が誕生しました

ミス関係が

「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！
｢こころんネット１・２の３｣は、そんな思いを大切に、子育て中の親子が気軽
に集える、あったかいこころの居場所づくりの実現を目指すさまざまな子育てサ
ークルのネットワーク組織です。現在は、乳幼児期の親子がふれあう取組みが主
な活動となっていますが、子どもも大人も、お年よりも障がい者もみんな一緒、
一緒だからおもしろい、一緒だからあったかい居場所があちらこちらにできると
いいなと考えています。
『こころんネットニュースレター』は、あったかいこころの居場所のホットな
情報を発信することでつながりあうニュースレターです。
ぜひ、あなたの情報もお待ちしています。
予告

みんなで子育て研修会

予告

杉山三四郎さんの『絵本ライブ』

問合せ･連絡先 飛騨高山まちづくり本舗
電話＆ＦＡＸ0577-33-5282

みんなで子育て研修会

『冬のあったか縁日』

昨年、高山市主催で開催され大好評だった親子で絵本
のトークライブを楽しむ劇。今年は、もっとたくさんの
親子が楽しめるようにと企画中です。
◇９月１３日(水) 午前
◇丹生川文化ホール 参加無料
問合せ先 飛騨高山まちづくり本舗（実行委員会方式）

昨年は思わぬ大雪にみまわれた縁日。今年もやりたい
の声に後押しされ、企画準備いよいよ開始。
こどもも大人も縁日で！まずはご予定ください。
◇１２月９日(土)・１０日(日)
参加無料
◇高山市役所：市民ホール、１階ロビー、会議室他
問合せ先 飛騨高山まちづくり本舗（実行委員会方式）

バザー

講演＆座談

国府町の乳幼児家庭教育学級
｢ピッコロハウス｣による

リサイクルバザー｢１００円均一！｣
◇６月２２日(木) 午前 10～12 時
◇国府公民館
乳幼児の衣類におもちゃ、マタニティ用品や日用品な
ど、お得な品物をゲットしましょう。
おしゃべりするのも楽しいよね。
絵本

絵本幻燈会
子育て爽快トーク『絵本のある子育て』

世界の絵本を題材に、絵本のすばらしさや人のやさし
さなどについてのお話。
（参加無料）
◇講 師
延藤 安弘さん（愛知産業大学教授）
◇７月５日(水) 午前 10～12 時 高根保育園
◇９月６日(水) 午前 10～12 時 一之宮公民館
問合せ先 高山市子育て支援課 0577-35-3140

親が学ぶ性教育

『どこから産まれてきたの？』に答える日のために
思い出してみませんか、命を授かった時のこと。
話してみませんか、産まれてきてくれた時のことを。
◇講師 愛智 律子さん（ルピナース理事長、助産師）
◇６月２９日(木) 講演 10～12 時、座談会 13～15 時
◇国府福祉の里 参加無料
主催：虹色おばさん 問合せ先 0577-73-5966（竹内）他
交流

子育て中のお母さん

親子で向陽園に遊びにきませんか!!
三福寺町の養護老人ホーム向陽園では、
毎月第三木曜日午前 10～12 時（次回７月２０日）
ふれあい広場・おしゃべり広場を開設しています。喫茶
コーナーもあり(50 円程度)、これからの季節は土に触れ
る機会や虫取りも楽しみです。申込み不要ですので気軽
に遊びに行きましょう。
問合せ先 向陽園 0577-32-1265

今年もやります。りんくるりん“みんなで縁日”
。
商店街の納涼夜市に併せて実施し、昨年も大勢
の人出で好評だった市民企画による納涼イベント。
今年は、例年の８月１日(月)・２日(火)の本町
３丁目商店街に加え、新たに８月６日(日）・７日
(月)には安川通り商店街においても実施予定です。
そこで、一緒に縁日を盛り上げてくれる仲間を
募集します。音楽、ダンス、パフォーマンスを
はじめフリーマーケットに飲食コーナーｅｔｃ。
もちろん、市民団体の活動紹介やこどもひろば、
昨年の納涼縁日
お休み処も大歓迎です。
やりたいことや得意なことを持ち寄って集うみんなの縁日。まちを楽しみ、出会いを楽し
み大いに盛り上げて見ませんか。お楽しみ感覚で、気軽にご参加下さい。

参
団

加

申

込

書

体 名

（団体参加の方）

（申込締め切り７月１５日（金）
）

氏
（参加人数

人）

名

（団体の場合は責任者）

参加希望日（日にちに○をつけてください）複数可
８月１日（火）
８月２日（水）
８月６日（日）
８月１日 本町３丁目商店街

6:30～9:30

小雨決行

８月２日 本町３丁目商店街

6:30～9:30

小雨決行

８月６日 安川通り商店街

6:30～9:30

小雨決行

８月７日 安川通り商店街

6:30～9:30

小雨決行

出店料 1 区画（2m×3m）1 日 500 円（販売）全体で２０区画程度
電話

ＦＡＸ

携帯

e-mail

８月７日（月）

希望区画数

区画

参加内容（音楽・ダンス・パフォーマンスの方は所要時間も）＊内容により事務局で日程調整あり

必要なもの・場所など 実行委員会への希望
（参加者駐車場、テント、テーブル等相談に応じます）

【主催】飛騨高山まちづくり本舗 りんくるりん“みんなで縁日”実行委員会
電話＆ＦＡＸ 0577-33-5282

506-0845 上二之町 44-4 かんかこかん２階

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hompo@takayamashishouren.net

