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まちでも涼を楽しんで

暑中お見舞い申し上げます

出会い ドキドキ つながり ワクワク 楽しさ まんさい

～

りんくるりん

みんなで縁日’06 ～

商店街と市民活動が協働で開催している｢りんくるりん納
涼縁日｣。こどもさんからおじいちゃんおばあちゃんまで、
いっしょにでかけて、それぞれが楽しめる夜市として名物に
なってきています。今年は、８月 1 日・２日の本町通りに加
え、６日･７日の安川納涼まつりにも市民グループが参加し
ます。

本町３丁目 本町通り商店街納涼夜市
８月１日(火) ２日(水)６：３０～９：３０
・フラワーエッセンス・リフレクソロジー・手づくりせっけん・服・古着・本・
野菜・せともの･手づくりアクセサリー・手あみ座ぶとん・フェルトボール・
ケニア支援グッズ・和布小物・駄菓子、かたぬき BAR・射的・紙芝居
たこ焼き・パン・惣菜・だんご・チャパティー・カレー・パンケーキ
ダンボール迷路・ダンボールシアター・ステージ：ダンス・大道芸・太鼓

安川通り・かんかこかん周辺他 やすがわ納涼夏祭り
８月６日(日) ７日(月)６：３０～９：３０
・手づくりアクセサリー・手あみ座ぶとん・フェルトボール・駄菓子・かたぬ
き BAR・射的･紙芝居・だんご・チャパティー・カレー・パンケーキ
・金沢美術工芸大生作品展 ROUTE41(下一之町なべしま銘茶)看板 PR
※参加者は、日によってかわります。

飛騨国分寺八日市

★http://www.takayamashishouren.net/d/

7月8日

門前に置かれた自転車が、市民の集え
る市に育つ予感をさせます。初回は大盛
況。｢次回は？｣の問いに、市民の期待が
うかがえました。8･9 月は朝市で継続。

国分寺の境内に平成の
薬師市が復活。集う人たち
の賑わい、民謡やオカリナ
の響きに、大銀杏も喜んで
いたことでしょう。
飛騨国分寺の HP に市のようすが掲載中！

セーヌの流れを宮川に重ねて
シャンソンコンサート「歌は私の祈り」
ラ・セーヌ イン かじばし

本格的なシャンソンの夕べが、鍛冶橋横のリバーサ
イドレストランで開かれます。シャンソン歌手の遠藤
伸子さんは岐阜市出身、秋には 15 周年のリサイタル
がサラマンカ・ホールで開かれます。愛の歌に包まれ
る夏の宵を・・・。

◇７月２８日(金) ◇午後７時開演(６時開場)
◇コ・シャラシャント(本町３・かじ橋こみち)
◇会費 2000 円
※駐車場の必要な方は、おもちゃのアラジン向い
有料 P(当日のみ料金 300 円)へ。
問合せ

0577-37-7817 名和さん

～こんな多彩な仲間たちが参加します～
駄菓子やぷろじぇくと○○や、サポートコミュニティー飛騨、地球人ネットワー
ク飛騨、ケニア支援 ILFAR、NPO 法人さんしょうの会きららハウス、高山地区
更生保護女性会、うるっこ、くにやす。、しろき家、ノアドココ、おはなしネッ
ト、カトウ、サワダ、ヤマザキ、ヤマト屋、ピースランド、音くらげ、バグース、
ジャングル、ユッタイクワッタイ、さんさんせともの市、ビーダンススダジオ、
舟山太鼓、大道芸こころ、ROUTE41
りんくるりんみんなで縁日実行委員会、本町 3 丁目女性部、まちづくり本舗、
ダンボール迷路サポーター高校生、大学生、高山市職員 他

ギャラリー

お茶やさんの店舗で『ROUTE４１』作品展
金沢美術工芸大学大学院生の 4 人が、高山の暮らしや
生活の気配を感じて制作した染色、織、鋳金、彫刻を、
下一之町のなべしま銘茶の店舗内に配して作品展を開
催。織の井上唯さん、鋳金の尾崎迅さん、染色の猪奥奈智子さ
ん(下写真は 3 人とポスター)、彫刻の大間光記さんが作品を出展
します。古い建物のたたずまいと若い
感性がどんな調和を見せてくれ
るか、どうぞお楽しみに！
●7 月 25 日(木)～8 月 8 日(木)
9 時～１９時
●なべしま銘茶(下一之町)
連絡先

090-3762-5903 猪奥さん

親子塾

飛騨牛を通じて親子でチャレンジ
～なぜ飛騨牛は美味しいのか

寺子屋

見る・さわる・食べる～

７月３０日９時半～４時、清見町牧ケ洞の岐阜県畜産研究所に
て、小学 4･5･6 年生の親子 50 組限定で、いのちの尊さや不思議な
どを生物や科学の切り口での学ぶ体験教室が開催されます。飛騨
牛食味テスト、乾草ロールの宝探しなどもあります。
参加費 500 円、お弁当持参。詳しくは、大谷さん 0577-68-2226

子育て支援講演会

「子育てにやさしいまちづくり」

地域でできる子育て支援事業として、子育て支援人材バンク事
業の例など、具体的に活かせる講演会を市商連が開催します。
講師は谷内迪子(やちみちこ)さん(財）いしかわ子育て支援財団専務理事
◇７月２１日（金）午後３時～午後４時３０分
◇まちひとぷら座かんかこかん（入場無料）

集い

心の痛みを話せる・聴ける
こんな場ができています
◇７月２３日(日)1 時半～4 時(参加無料)
◇高山市総合福祉センター(昭和町)3 階和室
２年目 4 回目となるグリーフケアの集い。
癒しのダンスで心も軽く。心と体の痛みに目
を向けるひだまりの会のグリーフケア(遺され
た者たちの集い)部会(36-3515)が主催。

報告

7/9 開 催のホ ス
ピス講座第 2 回｢日
常の中のホスピ
ス｣には、70 名の方
が参加されまし
た。次回は 9/10｢希
望を支え合う緩和
ケア｣です。

呼びかけ力は、コ・ラ・ボ・レー・ション で高めよう
コミュニケーター養成講座 3 まとめより

コ＝困っている現実批判から テーマの共有へ
ラ＝楽々特技を活かし まちの楽しさをわかちあう
ボ＝ボランティア ありのままのひとりひとりを広げる
レー＝霊感(スピリット)と夢を共有し、チョイ未来ストーリーを表現
ション＝しょんぶない 前例主義の枠を超える発想と行動を提起
・仮想からはじまった呼びかけが、ワークショップが終わる頃には現実
味をおびてきたという体験でした。次回は 9 月 11 日(月)に変更になりました。

教えて協子さん

その⑬

協働のまちづくりに
かかせないことは？

市民活動をうまく進めるコツ
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

広いエリアのなかでの市民活動をうまく進めるにはどのように
したらいいのでしょうか。自分たちのところには来て欲しいけれ
ど、相手の所へまではとても行くことはできないというのがお互
いの本音だと思います。 (Ｌさん)
◎協働のまちづくり広域的な対応として
活動や関係する範囲が広くなればなるほど、協働の機会は少な
くなってくることは仕方のないことかと思います。しかし、NPO
活動のひとつに国際貢献があるように、活動の進め方次第でエリ
アの広がりを持つことは可能です。災害ボランティアなどはその
典型といえるでしょう。肝心なことは、発信し続けることと発信
する術と関係しやすい術を持つことだと考えます。発信する術と
しては、インターネットとペーパーがシンプルなものだと思われ
ます。関係しやすい術としては、いくつものグループネットワー
クを交錯させることだと考えます。大きな協議会組織は形式的で
ピラミッド的な存在になりやすいと思われます。そのため、分野
でもいいし、社会福祉協議会のような既に地域連携の形態ができ
ているところとつながりを持ちながら各地域と関わりやすい関係
を作っておくことは効果的な方策だと思われます。また、ひとつ
の学習会や講演会などにおいても巡回式に行うことで連帯感が生
まれてくると思われます。
【これをもって最終回です。】

かんかこかん こども寺子屋’06 開講!!

小学生対象の手づくり講座。紙、ガラス、布のクラフトに挑
戦します。かんかこサポート隊のボランティアの皆さんが協力。
第 1 回 7 月２４日（月）午後１時～４時

「夏休みの思い出が書ける本を作ろう」
講 師
受講料
持ち物

手づくり絵本の会紙ひこうき 中屋リカさん
400 円 (低学年の場合は保護者同伴で)
カッターボード、カッター、30ｃｍものさし、筆記用具

第 2 回 ７月２７日（木）午前１０時～１２時

「グラスアートで小物入れを作ろう」
講 師
受講料

クラフト&カフェ 木の香
600 円

平野朊美さん

い

第 3 回７月３１日（月）午前１０時～１２時

「草彩(そうさい)染めでうちわを作ろう～」
講 師
受講料

和紙草彩染 桜山工房 成田ケイさん
500 円 汚れてもいい朋装でお越しください

第 4 回８月３日（木）午前１０時～１２時

「飛騨に伝わるさるぼぼを作ろう」(高学年)
講 師
受講料

円空洞 古川禮子(れいこ)さん
300 円 持ち物 針、はさみ

★申込みは寺子屋かんかこかん実行委員会 33-5055 まで。
申込み用紙は、かんかこかんにあります。

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
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

□親子で楽しむヒップホップダンス
７/２７ １時半～３時半 講師:白木邦子さん
タオル・飲み物(お茶など)･室内シューズ
参加費無料 要申込み 21 日まで
□親子で聞く戦争の話
８/１０ 1 時半～3 時半 地域の方々の生の声
※DV(配偶者からの暴力)防止の勉強会に講師を
派遣する制度があります。お問合せください。
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～
無農薬栽培の旬の野菜販売市
クラフト工房
◆トートバック、エプロン、木
工クラフト等展示販売中。グラ
スアートのサンプルもご紹介し
ています。

開館時間

10 時～5 時

ミニギャラリー７月
｢夏のこどもたち｣
版画:松見ひろ子さん
◆

日本画(入れ替え有)
山口栄一郎さん

まちづくりひろば(2 階)
★かんかこサポート隊に登録を!

◆トイレの鏡がこんなにステ
キになりました。｢お母さんた
ちにほっとしてもらえる空間
を｣と、この夏寺子屋かんかこ
かんでグラスアートを担当す
る平野朊美さんによる製作。

こども、情報、まちづく
り など、 か んかこ かんの
様々な活動に、少しの時間
を 貸してく ださい 。 高校
生、お母さん、お父さん、
おばあちゃん、おじいちゃ
ん、かんかこサポート隊の
メ ンバー登 録をお 願いで
きませんか。

