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本町通り商店街にようこそ!!
高山に新名所が誕生しました

スクリーンから飛び出した本物にあえる“飛騨高山留之助商店本店”がオープン!!
空き店舗に放たれたレーザービーム

夢中になることを忘れた大人たちへ

空き店舗だった店舗のウィンドーにひときわ鮮やか
に光を放つ蛍光灯に気がつきましたか？
1940 年代アメリカの電気屋さんのネ
オン看板、レディーキロワット
(65 才)ハローとお出迎え。
店中のものは 99％海外製
という異色のお店です。

こんなワクワクする夢のスポットを作られたのは、海外で
ハリウッド映画のジャーナリストとして活躍されてい
た地元出身の中子真治さん。東京タワーで展示され
ていたものや、他では見ることのできない実物
や貴重なフィギアに出会えるとはコレクショ
ンまるごとミュージアムのようです。
10 キロの道のりを自転車で 4 日間通った
中学生もあるなど、まちのおもしろスポ
ットの出現に、こどもたちは敏感に反応
しているようです。

まさに
ハリウッドの
スター手形かのよう？

遊びごころをお饅頭に込めて

本町３丁目にオープンして
1 ヶ月、ウインドーのガラスに
こどもの手形がよくついているのだと
店長の榎本龍彦さん。未知の世界へ誘うウィンドーには
ショップのコンセプトが集約されており、海外アーティ
ストのオブジェ風おもちゃ、映画で使われた実際の小道
具(プロップ)、60、70 年代の海外の家電（テレビ）が
今でも作動する状態で展示されています。そして店の奥
には実際の SF 映画に使われた実物のオブジェがスクリ
ーンから飛び出して立ち並ぶ姿が・・・

第 10 回こどもまちづくりコンクール
入賞(準大賞)作品紹介
自然を題材にまち探険

「私のくらす根方―畑と動物―」
渡瀬

葉月さん 丹生川東小 2 年

自分の暮らす地域
に視点をおいて、
たくさんの種類の
畑の野菜や家畜の
ことを丁寧に調べ
あげ、自然を題材
にしたまち探険が
魅力的でした。→

店内に入場の際にはオリジナルの留之助饅
頭(4 個 380 円)を購入。
小学生は大人同伴で、
壊れやすい展示品が多いため未就学児は入場で
きません。一風変わったシステムですが。それもまた新鮮
な風を呼び起こしてくれそうです。
不定休、営業時間は午前１１時～午後７時。お出かけの
際は、電話(0577)35-5655 へお確かめください。
お店の場所は、本町 3 丁目を歩いてお探しを！きっと他
にもお気に入りのお店が見つかるはず。
http://www.tomenosuke.com/

家族への敬意と牛への思いやり

「ぼくの家は酪農家」
嶋田 颯さん 東小 5 年
酪農農家の一日を、よく調べてあります。
働く家族への敬意と、牛への思いが伝わり
ます｡命の大切さとやさしさを感じます。
↓
まちの特徴を粘土で

↑

「ぼくのすんでいる町」
柳 秀弥さん 山王小 2 年
自分が住んでいる古い町並みを粘土を使い、店
の特徴や川の様子をうまく表現してあります。
色のコーディネートも感性豊かで、工夫がなさ
れ、まちの特徴がよく出ています。

凧揚げ ～高くのぼって 天までとどけ～

ふれあい ～親子でつくるアースアート～

第２回 棚田で凧揚げ大会
かたちもデザインも自由に作った凧を、標高 795 メートルの
棚田であげる凧揚げ大会。天高く色とりどりの凧が舞う晩秋の
１日。どうぞ、お誘いあわせのうえご参加ください!!

１１月１９日(日)午後１時から 高山市滝町内 棚田
申込み：11 月 10 日(金)までに電話で
参加費：無料 参加賞は棚田産野菜
主 催：滝町棚田保存会
凸凹館倶楽部
問合せ：中屋栄一郎 090-7040-7428
又は市農務課 35-3141

www.asaichi.net/~nakaya/index.html

音楽

～｢きららハウス｣をもっと多くの人に知って欲しい～
ＮＰＯ法人さんしょうの会 きららハウス３周年記念

たかはしべん☆コンサート

第２回 親子ふれあい教室
みんなで干支のいのししをつくろう
身近にある木の枝や葉っぱ、小枝が材料です。
難しくないので、誰でもつくることができます。

１２月１７日(日)午前 10 時～午後 2 時
会 場：世界生活文化センター
申込み：往復ハガキにて 11 月 25 日（土）までに
詳しくは問合せ先へ
参加費：子ども１人につき 500 円
主 催：親子ふれあい塾（代表 田近毅）
問合せ：森林たくみ塾内 68-2300

交流

こどももおとなも冬のあったか縁日へ Go!!

◆12 月 9 日（土）･10 日(日) 会 場◆高山市役所
◆１１月中旬から整理券配布開始、お求めはお早めに

１１月２２日(水)６時半開場 ７時開演
高山市民文化会館 ３階講堂
主 演：たかはしべん（うたとギター）
入場料：1,5000 円
主 催：きららハウス３周年記念コンサート実行委員会
問合せ：きららハウス 32-8300

情報
高山市のホームページにご注目
子育て支援に関する情報が全面リニューアルしています
高山市のホームページ（http://www.hida.jp/）から選択
市の組織→福祉保健部→子育て支援課→子育てに関する情報へ

伝えたい協子さん

その①

人とひとはどんな関係が
心地いいのですか

｢飛騨高山まちづくり本舗｣はどんな
活動をしているの？よく聞く質問です。
その答えとして、2004 年 3 月にまとめた
冊子からひとつのまちづくりのめざす姿
をシリーズでご紹介します。

｢大きな円を描いて満足するより
大きな円の一部分である弧となれ｣（英国詩人Ｒ｡ブラウニング）
こんなまちづくりをしてみたい
｢誰でも幸せに暮らすことができる社会｣をめざしたまちづくり
★『背を向けた関係』から
『向き合う関係』そして『寄り添う関係』へと
〔関係の変化〕
・個人の悩みや不安、課題に対して、あくまでも個々の問題とし
て他者が背を向けてしまうと個々が孤立した関係になってし
まいます。
・個人の悩みや不安、課題に対して、同じ社会に暮らす生活者と
して他者が共通の話題としてとらえお互いが向き合うことで
ひとつの関係が生まれます。
・個人の悩みや不安、課題に対して、ひとりひとりの役割として
他者が悩みや不安、課題をやわらげるために寄り添うことでよ
りよい関係が育まれます。
そのために
→個人の悩みや不安、課題をもっているひとが、内にではなく外
に向かって発信できるような場を少しでも増やしたい。
→個人の悩みや不安、課題をもっているひとの話に自然に耳を傾
けられるひとをひとりでも増やしたい。
→個人の悩みや不安、課題をやわらげるために寄り添うことがで
きるひとをひとりでもふやしたい。

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

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

11/9「もしもあなたが選ばれたら」午後 1 時半～3 時半
平成 21 年から始まる裁判員制度を学びます
11/21「支所ぱれっと」午後 7 時～9 時
丹生川支所和室において、私の居場所をテーマに開催

話し合い 多胎児家族に朗報！
｢ツインズ・デー｣ が開催されます
11 月 7 日(火) 午後 10 時～正午 かんかこかんこどもひろば
２つ子、３つ子以上の子どもさんをお持ちのご家族を対象に、
先輩ママによるアドバイスや話し合い、情報交換会を行います。
今後、月 1 回程度のペースで定期的開催を計画中。
問合せ：かんかこかん 33-5055
0577-33-5055

かんかこかん
いんふぉめーしょん

こどもひろば・情報ひろば・まちづくりひろば
まちひとぷら座かんかこかん

りんご狩り 申込み 33-5055
11/19 10:30～12:30
美空野ファームに行きます
参加費 1 家族 500 円（保険・写真・
3 個保障・豚汁）先着 20 家族

開館時間 10 時～5 時

クラフト工房
◆トートバック、エプロン、木工
クラフト、グラスアート、ビーズ
編みストラップなど
好評販売中!

金曜野菜市 １１時～
無農薬栽培の旬の野菜販売市

ミニギャラリー10 月

秋野菜をたくさん召し上がれ!!
品数豊富なお早い時間にどうぞ。

｢秋を楽しむ版画｣
版画:松見ひろ子さん

コピーサービスもご利用下さい。
かんたんな事務作業もできます。

◆

日本画(入れ替え有)
山口栄一郎さん

