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新鮮!

旨い!

ネッ討論など ドリーミンオフィシャルサイト

★http://www.takayamashishouren.net/d/

おしゃべり! で結ばれるくらしのネットワーク

都会とは異なって、その気になれば自家菜園や庭先での自給自足もたやすい飛騨の暮らし。
朝市や産直野菜販売場など、小売店以外でも豊富に野菜を買うことができる恵まれた高山市民
です。また最近では、まちづくり通信でさまざまな市民活動の情報をお知らせしている中にも、
野菜や豆、米などの農産物販売のご案内が加わっています。
昨年よりかんかこかんの前に登場している金曜野菜市(11 時～)には、
山口町で 5 年前から環境を考えた循環農業に取り組んでいる”ジュンカ
ンファームすわ”の諏訪さん夫妻の野菜が並びます。朴葉の季節が到来
した 6 月はつきたての朴葉もちが目と味覚を楽しませています。
お客さんは商店街を通る常連さん、観光客と多彩です。かん
かこかんを訪れるおかあさんたちは親子で遊びに来て買い物が
でき、元保育士さんの諏訪さんに旬の野菜の話を聞いたり、日
々の献立やこどもの食生活にも参考にできたりと、かんかこか
んは農産物を通じたつながりの場にもなっています。
夏休みには、五感で自然や作物、生きものにふれてほしいと
親子参加で農場でのジャガイモ掘り体験が予定されています。
こちらは、お年寄りや身体のご不自由な方の外出の移動サービスをする NPO 法
人あんきやが毎土曜日に開いている土曜野菜市。あんきやのある江名子町周辺のお
年寄りにはまちまで出かけて行くには少々距離があります。土曜日だけでも近所の
人たちが立ち寄られお互いに交流のできる”出会いの場”になればと４･5 年前から
こちらの野菜市ははじまっています。並ぶのは大洞町の山本京子さんが丹誠込めて
作る農作物。野菜が届く 10 時前から近所の人たちが野菜を待ちながらのおしゃべ
りの輪ができていることもあります。
新鮮、旨い、おしゃべりが日々のくらしのネットワークを広げていきます。実に
日常的で創造的で継続的な関係づくりの取り組みといえると思います。
※あんきやが当初から大事にしている”出会いの場”の発想は、りんくるりん二十四日市や縁日の際の空き店舗に実現
していた「りんくるりんお休み処」にも反映されていました。

りんくるりん納涼縁日２００７出店者募集

よらまいか

かいどに

でんけな みんなで縁日

商店街の納涼夜市に併せて実施している市民企画の「みんなで縁日」への、出店や
パフォーマンス、フリーマーケット、市民活動紹介などでの参加者を募集します。
参加を希望される方は、かんかこかんにある用紙に記入して申込みいただくか、まち
づくり本舗事務局まで申込用紙の Fax 送付をご請求ください。
また、例年参加の本町３丁目商店街に加え、安川通り商店街の他、新たに参加を希
望される商店街も受付中です。
問合せ：まちづくり本舗 0577-33-5282(月～金午後)

Fax 0577-33-5282

デンキを消して静かな夜を 本町３でブラックイルミネーション 2007
キャンドルナイトに、本町 3 とコシャラシャントが参加協力。
24 日の日没～本町３はキャンドルストリートとなる。
レストランコシャラシャントでは 3 日間(夜 7 時～10 時)に渡り
語りやクラッシック、フォーク、フラメンコギター等演奏会開催。
6･22(金)ピアノと三弦と語り、23(土)オカリナ＆ギターの癒し
24(日)フラメンコギターの夕べ
※詳細とドリンク付き前売りチケットは 37-7817 まで

講演会

子育てにあなたらしさを生かしていますか？

｢子どもからの贈り物 -お母さんであることを楽しむために-｣
講師：ひぐち みちこさん (絵本作家)
◆６月 30 日(土)1 じ半～3 じ
山ゆり福祉会館(山田町) 2 階会議
問合せ:32-7441(飛騨慈光会) 主催:飛騨地方里親会

講演会 シュタイナー教育に精通する松井るり子さんによる
高山＆古川絵本講演会「絵本を通して響いてくるもの」
●高山講演

「姫たちの生き抜き方」
７月 7 日(土)1 じ半～３じ半 煥章館 500 円
●古川講演 「歌につなぐ絵本の世界」
7 月 7 日(土)７じ～８じ半 蕪水亭 500 円

チケット取り扱い: 煥章館、古川文化協会、蕪水亭、ブックスアイ･オー
講演会 少しだけやさしい心とは・・・
「日本人こそアジアのの子ども達から学んでほしい」
講師:池間 哲郎さん(NGO 沖縄チャイルドサポート代表理事)
7 月 7 日(土)3 時 30 分開演

高山市民文化会館大ホール

※第一物産(株)創立 55 周年記念講演会
※整理券申込みは FAX で第一物産 36-0708 へ

集い｢あったかいいのち｣の集い
子ども詩の朗読と音楽の共演、
絵本語りきかせ(大人･子供向け)､
さいばいず演奏と歌のひととき
7 月 4 日(水) 10 時～12 時
きりう福祉センター
※問合せ 35-1014 水野さん

六
月
の
ま
ち
か
ど

心の病についての
理解を深める｢家族の集い｣

座談会 ”前向きな関係を作るために”
7 月 14 日(土)1 時半～3 時半
地域支援センターやまびこ
(国府町村山 須田病院向かい)
※問合せ･申込み 72-5023

願掛けなでさるぼぼ

(飛騨国分寺山門横)

4 月に設置された新しいさるぼぼ石像。
なでると願いが叶うという新しい霊験にあ
やかって、すでに観光客が並んで順番を待
つ姿もみられます。やがては苔むす観光名
所、ピカピカの 1 ページの幕開け。

集会｢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｣参加事前受付中!
文化会館開設以来初となる 2 日間(6/30. 7/1)貸し切りで開催
される全国集会まであと半月となりました。当日参加の申込み
をスムーズにするための事前受付ができます。伊藤薬局(本町)、
ケア高山(バロー)、あんきや(江名子)、高山第二訪問看護ステーショ
ン(昭和町)で、用紙記入後代金をそえて申込みができます。

詳しいプログラムは、かんかこかんで確認できます。
◆7 月 1 日 9 時～11 時文化会館 2-5 室で
子ども共育部会第一部として飛騨高山発、
葉っぱのフレディ)紙芝居＆生演奏を上演。
第二部は、絵本作家の葉祥明さんの講演
｢心に響くいのちの言葉｣。
※1 日参加 4000 円、2 日参加 6000 円、７/１大ホール催しのみ
参加は 2000 円、お申込み時に日程をご確認ください。

まちづくり

行動しながら人ととまちの関係を考える

りんくるチケットを活用して街へくりだそう
まちの縁側、まちひとぷら座
かんかこかんは 5 年目。もっと
地域と共にあることを願いまち
づくり本舗では｢りんくるチケ
ット｣を考案、販売しています。
一枚 3000 円、3000 ポイントは
りんくるりん縁日参加料、かんかこかんやまちづくり本舗が
企画する講座などの地域カルチャーの参加費 100 円割引、市
営駐車場利用券倍額サービス(全額なら 6000 円に換算)などの特
典があります。1 年間有効、協力は高山市商連。
問合せ：まちづくり本舗 0577-33-5282

0577-33-5055

かんかこかん
いんふぉめーしょん

(月～金午後)

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

★かんかこフリーマーケット 参加者募集!!
こどもの成長にあわせて、まだ使えるけれど不要になる子
ども用品、おもちゃ、衣類などのリサイクルの場と交流の場
になればと、かんかこフリーマーケットを開催します。
今後定期的な開催も考えています。
７月２６日(木)

１０時～1 時

かんかこかん２F
参加費１００円
･出店はなんでも OK(不明な点は、要問合せ)
･当日搬入し、店番についてください。
･事前にかんかこかんに申し込んでください｡
今年もやります！夏休みこども寺子屋かんかこかん
内容と日程はただいま調整中です。
詳しくは、7 月号でご案内します。

リポート 国分寺八日市６月の巻
ぽーっと ゆっくりしていきないよ!!
朝 7 時から昼 1 時まで。平日開催の八日市は朝市の感覚だ。
国分寺の境内ということでひろばの人の
流れはゆったりとしている。ビーチパラ
ソルに籐のイス、会話を交わしながら足
裏マッサージを受けられる癒しのひと時。
ユッタイクワッタイ(沖縄の古語でゆっく
りして行ってくださいの意味)という言葉 足裏リフレクソロジーの
ユワッタイクワッタイコーナー
のひびきも青空の下でマッチしている。

金曜野菜市 １１時～
ジュンカンファームすわより、葉っ
ぱ物、シイタケ他、季節感あふれる
野菜が続々。
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

クラフト工房
手づくり小物好評販売中!

＊ご案内＊
松倉町の｢蔵しっく･ギャラリー
高山 ｣(骨董と古 裂てづくり 小
物･てむずり教室)に松見ひろ子
さんの版画工房が開設。「手むづ
り通信」ブログをご覧ください。

