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ﾄﾞﾘｰﾐﾝｼｮｯﾌﾟ『ｐｏｄ』（本町 2 丁目）から７年
『Kochi 東風』（西之一色町）に移って４年

地域に根付く 若手クラフト作家たちを応援しよう
空き店舗活用と起業家支援を目的に平成 12 年にスタートしたドリーミン事業(※)の第一店
舗 pod(ポッド)において、クラフトショップ Aji に取り組んだ後、独立して西之一色町にお店
を構え 4 年目となる東(あずま)和俊さん、薫さんご夫婦をお訪ねしました。
お二人のお店は、Aji の時から観光雑誌｢るるぶ｣に毎年登場し、今年の｢るるぶ飛騨高山｣
では両面見開き２ページの特集で紹介されています。地域に根付くことをめざし、益々成長
するこのお店は、多くの若手クラフトマンたちの発信の場となっています。

※空き店舗活用事業ドリーミン
｢企業家の育成｣と｢まちなかのにぎわい
創出｣を目的に、市民と高山市、商店街、
商工会議所などが協働ですすめてきた空
き店舗活用事業。平成 12 年に本町 2 丁目
にオープンした共同店舗｢pod｣が第一弾。
48 件の応募者から選ばれた 4 組が出店。
3 年後独立する。
平成 14 年には第二段として本町 3 丁目に
共同店舗｢四つ葉｣がオープンした。

店頭で迎えてくれたのは、1 歳 7 ヶ月になる祐月ちゃん。
20 代後半でショップオーナーと作家の両立、そしてパパ、
ママとなった現在、飛騨を中心とした 20 人の作家のおしゃ
れなクラフト雑貨に加え、赤ちゃんの小物を揃えたベビー＆
キッズコーナーも誕生。同世代の子育て中の作家さんたち
の暮らしから自然な流れで生まれたステキなコーナーです。
暮らしを楽しく演出してくれる文房具や実用的な木工品、
古布小物やどこかで見たことのある段ボールの加工グッズ、
フェアトレード商品と人にも環境にもやさしい生活提案を発信中！
pod で発芽した種は地域に根付き、青々とした葉を繁らせています。
｢pod の三年間はお店をやりながら自分たち
の考えをまとめることができた実験と勉強の
場でした。そのときの失敗は Kochi に活きて
います。また、広がったネットワークはその
まま引き継いでいます。あの 3 年間があって
今があります。本町のイベントにもまた参加
させてください」とお二人。

DESIGN&CRAFT

Kochi
OPEN １０時―19 時
木曜･第 3 金曜日定休
〒506-0031
高山市西之一色町 2-84
0577-35-5176
E-mail
Kochi＠wonder.ocn.ne.jｐ
On line shoｐ
httｐ:/ /www.kochi-net.jp

●親心がつまったベビー＆キッズコーナー
モカシンのベビーシューズ、ポシェットになるベビー
リュック、木製こどもいす、古裂の赤ちゃん用よだれか
けベビースタイ、シンプルなかたちのかわいい食器など。
小さなお遊び空間もちょこっとありますよ。

●マジックのようだね磁石の力
カードを格好よくはさんでディスプレイ
するタバコのサイズの木のスティック。店内
のおしゃれなポストカードとセットにした
らプレゼントに喜ばれそう!!
では、この壁掛け(写真右)の一輪挿しはどう
やって壁についているでしょうか？

講演会

子どもたちの未来のために 地球規模で考え 飛騨から実践

「地球温暖化問題を考える あなたはマイナス何%？」

講師：杉山範子氏

先生と呼んだら

（気象予報士､環境カウンセラー､1969 年岐阜県生まれ）
６月 11 日(月) 19 時～21 時

第 14 回神戸大会が昨年開催される以前より、一年以上をか
けて準備されてきた飛騨高山大会。学会のような専門家の集ま
りでなく参加者がさまざまな立場をこえて横並びの関係で、い
のちについて学びあう機会となります。この大会ではどんな著
名な先生も、呼びなれている先生に対しても、先生という呼び
方は禁止、もしも口にすれば罰金が徴収される取り決めがある
そうです。毎年けっこうな運営資金となる･･･とのこと。

高山市役所地下ホール 定員 100 名 参加費無料
※当日会場へおこしください
主催：高山青年会議所
協力 飛騨 AA(アジア・アフリカ)救援衣料活動に

青年会議所講演会地域のボランティアの力を結集しよう
大勢の方々の小さなサポートが大きな力になります。
●荷造り(できるだけぎゅうぎゅうに詰め足します)
●荷積み(大量の個数の箱をトラックに積上げます)
●荷物の運搬(車のない方、高齢の方が助かります)
●輸送費、基金への募金(衣類持込みに添えて、寄付として)

６月１０日(日)9 時半～12 時 富山建材敷地内(西之一色町)
７月 ８日(日)9 時半～12 時 富山建材敷地内(西之一色町)
※問合せ：同チャリティー実行委員会 Fax 32-6409
当日緊急連絡用携帯 090-1751-6090
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花売りのおばちゃん
(国分寺通りで)
岡本町の苔川
沿いの畑からリ
ヤカーでまちに
運ばれた花々．
運がよければ出
会えるたのしみ.

ひろば

集会 ひびきあい、こだまする生命 ～自然、人、まち～ がテーマ
｢第 15 回日本ホスピス・在宅ケア研究会全国大会飛騨高山大会｣まであと一ヶ月半！

あんきに

まずは寄ってみらはらん！

社会福祉協議会が初田町と本町４に交流ひろばを開設。
縁日のお休み処がまちなかに常設されたというイメージ。
地域の人たちに無くてはならない場所として、それぞれの
｢よって館｣がどうにぎわっていくのか、楽しみですね。
窓辺のテーブルは会議に、雨宿りにもよさそうです。
「よって館本町４」
｢よって館初田｣
オープン９時～５時

“ブブッー!!” とはいかに･･･

講師の方々20 名には、大会にお供する忍者ぼぼ(ウエルコミ
ユニティー飛騨が販売)がひそかに準備されています。手作りの
巻き物には、
「ひびきあい、こだまして、
笑顔がまたひとつ増えますように･･･」
と、実行委員会から大会への願いがこ
められています。手裏剣もキラリーン!
※6/30. 7/1 の参加申し込み受付中。
詳しくはチラシ、ポスターにて
かんかこかんにも置いています。

体験講座

赤ちゃんと楽しくスキンシップ
インファントマッサージ

パパやママのあたたかい手からの刺激は、脳に直接影響
して赤ちゃんの豊かな身心を育みます。

・5 月 24 日（木）10:30～12:00 （受付 10:15）
・講師 高根純子さん・会場 かんかこかん 2 階和室
・参加費 500 円 持ち物：バスタオル、おむつ、ミルク
主催：国際ソロプチミスト高山
0577-33-5055

かんかこかん
いんふぉめーしょん

申込みはかんかこかんへ

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
開館時間 10 時～5 時

かんかこサポート隊（ボランティアスタッフ）にご登録を！
どなたにも気軽に立ち寄っていただけるまちの縁側としてのかんか
こかんが、より快適で楽しい場となるように、サポートしていただく
ものです。こどもさんとの遊びやお母さんとの話し相手、
かんかこかんにおける事業やイベントのサポー
トなど、あなたのあいている時間やお力をどう
ぞお貸しください。登録用紙を準備しています。
詳細は、10～5 時の間にご連絡ください。
●0～3 才児対象

歯の学習会

5 月 21 日(月)10:30～11:30 受付 10 時
月曜休み 32-2411

リポート

土・日曜日休み 32-3791

今季初「国分寺八日市」が始まりました!!

イチョウの新芽が目にさわやかな 5 月 8 日、半年ぶりに
催された八日市。聞こえてくる法要の経文も耳に心地よ
く、立ち並ぶテントの前で知人との会話もはずみます。今
回から店頭に並んだ薬師だんご、ぜんざい、おはぎ、十三
穀の素朴なおにぎりもほっと心を和ませてくれます。
近くには高齢者対応型マンションと NPO まめなかなのス
テーションもあり、高齢のみなさんが青空の下で憩える機
会になりそうです。また、市民企画、市民参加の定期的な
市の開催は、新たなにぎわいと何がとびだすかわからない
ワクワク感にあふれることでしょう。※次回 6 月 8 日(金）

かんかこかん二階和室
クラフト工房
参加費 200 円
定員 15 組
手づくり小物好評販売中!
持ち物 タオル・歯ブラシ
※一時保育は要予約 500 円
※駐車場はお問合わせください
※参加申し込み受付中！
0577-33-5055（10 時～5 時）
＊ご案内＊

金曜野菜市 １１時～
ジュンカンファーム諏訪農場より葉
っぱ物、シイタケから、季節感あふれる
野菜が続々。玄米、豆類もお試しを。
６月１５日(金)11 時半から 20 分間
生産者の諏訪啓子さんの食のお話

他、コピーサービス･インターネット、
まちかど観光案内所、フリースペース等

塩田さんの手作りエプロン教室
6 月 12 日(火)10 時より
木の香(国府町宇津江)
詳細は 72-5092 木の香まで
かん かこギャラリ ーで
おなじみの松見ひろ子さん
の版画工房が松倉町に近日
オープンします!!

