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猛烈に暑かったけど

歩いて見て聞いて考えた

こどもまちづくりパワー絶好調!!

夏休み合同作品展

高山市役所 9 月 7･8･9 日

新学期が始まって一週間。恒例の夏休み作品展に家族連れが大勢訪れ、自分の作品のあ
るコーナーを探したり、友だちの作品に感心したり、次回の構想のヒントを親子で探したりと、会場は大いに
熱気にわいていました。未来の高山を担うこどもたちのパワーがキラキラとしているこの展示は、まちづくり
の視点からみてもたいへん興味深いものです。
この作品展は、一会場ながら異なる 5 つの団体が主催しているもので、それぞれの時代背景の中、今年で 46
回、32 回、11 回、3 回と続いているものです。かつて今の子どもたちと同じように夏休みの研究や作品に思案
をしていたこどもたちが十数年後さまざまな分野で社会を担っている現在、一般市民、市民活動や団体、企業、
行政として、次世代のこどもたちの可能性を応援し続けている場があることはステキだと思いませんか？
平成 17 年の市町村合併後初めて開催された第 9 回こどもまちづくりコンクールから、荘川中学校の生徒さん
が共同研究や個人で参加し、荘川の環境や自然、産物や昔話などが掘り起こされ紹介されてきました。
そして 3 年目となった今年、郷土荘川の地域おこしをテーマにした提案型の三作品が出展され、そのうち二
点は着眼点と将来性が評価され、コンクールで３年ぶりのまちづくり大賞、入賞に輝きました。他、
〔荘川パン
フ英語版〕Best of syoukawa もあわせて、どれもすぐに活用できそうな四人の提言でした。
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::：：：：：
土も掘り出した！アイディアも掘り出した！
●『荘川焼』で町おこし【まちづくり大賞】
荘川中 2 年 室屋春奈さん
小さい頃から親しんでいた粘土質の土
からはじまった、陶芸に適した土探し。
アドバイスを受けながらいくつもの工程
を経てオリジナル「荘川焼」が完成。
『何としても作るんだ！という熱い思いが感じと
れ、力強い茶わんに仕上がっています。荘川の土地
の持つ強さが作品からあふれでていました。
何もないところから作ってしまえ！というその発
想がすごい！土もアイディアも掘り出しました。』

郷土に寄せる温かい思い
：：：：：：：：：：：：：：：：：
●『荘川そば』で町おこし【入賞】
荘川中 2 年 木下優奈さん
橋本薫さん
荘川名物のそばから、そば
で町おこしにかけた地域の
人たちの願いを知り、そば打
ち、栽培、お菓子や美容への
活用、枕づくりといった体験
と更なる提案。『“まちの観
光のためにいいアイディア
を提案していきたい”とい
う、そのまちに寄せる温かい
思いに感動しました。』

11 回作品展への出展総数は 102 点、入賞は 18 点、次年度のよりいっそうの励みになればと 2５名の市民審査
員により第一次審査を通過した 11 点についても入選の評価がなされました。
※地域の文化祭などの催しと同時にあなたの住む地域でこどもまちづくり作品展を開催しませんか？
入賞作品 18 点については、希望される支所地域の会場へ移動して、小中学生や地域の方々にご覧いただくこ
とが可能です。10 月以降の日程でご要望をお聞かせください。地域の話題、また次回作品づくりのきっかけに
なればと、こどもまちづくりコンクール実行委員会では考えています。問合せ:33-5282（飛騨高山まちづくり本舗）

講座

秋のエレガンス講座開講!!

参加者募集!!

持ち続けよう学びの心 おとな寺子屋かんかこかん
秋を楽しむくつろぎタイムを演出できる 7 つの特別講
座がスタートします。◎かんかこかん二階和室◎各講座
20 名まで◎受講料は第３回目のみ 1000 円、他 500 円。
詳細、申込みは、33-5055 かんかこかんへ
第１回

１０月 ４日（木）午前１０時～１２時
■家庭でいつもの日本茶をおいしくいただく
講師：松野茶舗 松野裕さん

第２回

１０月１８日（木）午前１０時～１２時
■はぎれで作るフォトフレーム
講師：Peach floｗre 塩田智美さん
第３回 １０月２２日（月）午前１０時～１２時
■ハロウィンのグラスアート
講師：木の香 平野朋美さん
第４回 １１月 １日（木）午前１０時～１２時
■レースペーパーで部屋を楽しく飾ろう
講師：かんかこかん 小金純子さん
第５回

第６回

第７回

ひびきあい 絵本でつながるネットワーク
飛騨古川の蕪水亭(向町)で 11 月 2 日(金)～11 日(日)開
催「思い出の絵本は時をこえて～心に残る私の一冊～」に、あな
たの思い出の絵本にエピソードをそえて紹介してみませ
んか？主催は、飛騨市古川町、神岡町、高山市の 26 団体
が参加する同実行委員会。同時開催でおはなし会、人形
劇などの企画も開催されます。応募用紙はかんかこかん
にも置いています。
問合せ：090-1982-8898 常光さん(おはなしネット・ことだま)
報告

ワクワククラフト体験｢こども寺子屋｣で熱中!!

夏休みも終わりに近い 8 月 20 日(月)から４回にわた
り開催された「こども寺子屋かんかこかん。
」
初メニューの「レースペーパーをつくろう」では、ア
ンパンマンやカブトムシにも挑戦。小さな目や鼻をくり
ぬくのは大変でしたが、ステキな一枚が完成しました。
他、おなじみとなったグラスアート、ミニ本、さるぼ
ぼと、どの講座も楽しい時間となりました。

１１月 ８日（木）午後１時～３時
■紅茶をおいしく楽しむ
講師：シフォン 吉川祥子さん
１１月１５日（木）午前１０時～１２時
■ヨガで心も体もリフレッシュ
講師：インストラクター 牧谷祐美子さん
１１月２２日（木）午前１０時～１２時
■秋いっぱいのリース作り■
講師：かんかこかん 山岸和子さん

講演･学習会

リビング・ウイルってなあに？

今から考えてみませんか 病気になったときのことを
元気なときに自分が最期をどう迎えたいか意思表示を
する方法について、互いに考えるきっかけとなる学び
講 師：長江浩幸氏（南生協病院緩和ケア病棟医長）
日 時：平成１９年１０月７日（日）午後 2 時～4 時半
場 所：高山市役所 2 階 201・202 号室
資料代：３００円
問会せ：ひだまりの会 35-5676

かんかこかんで実物を見てみてね

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
開館時間 10 時～5 時

ちっちゃなフリマ!

かんかこフリーマーケットに
出店・お出かけしてみませんか？
★かんかこフリーマーケット 参加者募集!!
毎月第 4 木曜日 9 月 27 日・10 月 25 日
かんかこかん２Ｆ和室

ライブとフォーラム

地球のステージ４～果てなき回帰～

&いまこどもたちのために
高山出身、現役ドクターとして世界の子どもたちの現状と笑
顔を映像と弾き語りで伝える桑山紀彦さんの公演 Part4。二部
は四衛亮さん、升純一さん、森香里さん、平野真さんによるパ
ネルディスカッション『いま子どもと向き合うには』。
◇10 月 8 日(月･祝日) 午後 1 時半～(開場 12 時半)
◇高山別院庫裡ホール ◇入場券 700 円(小学生以下無料)
◇入場券取扱所 かんかこかん 高山別院教務所他

家庭の日用品やこどもの成長にあわせて、
まだ使える子ども用品、おもちゃ、衣類な
どのリサイクルと交流の場になればと毎月
開催の、気軽なリサイクルひろばです。
参加費 100 円、内容は、リサイクル、手
作り物、大きな物は写真でもいいです。
事前申込み必要。詳細はお問合せ下さい。
まちひとぷら座かんかこかんには、子育て、まちづくり
情報いろいろあります。ご活用ください。

商店街第 35 回納涼川柳あんどんコンクール
今年も全国から七千数百首の応募が
あったそうです。涼しげな風鈴の音色
と不意の感動に出会える夏の商店街。
今年も冊子から勝手に選んでみました。

金曜野菜市

◎オムツ替え ハンケツ王子 笑みが漏れ (京都･秋田さん)
◎まっかな手 いつもありがとお母さん (神岡高校･加藤さん)
◎手を焼いた 子らが仕立てた 古希の旅 (三重県･水口さん)

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

１１時～

ジュンカンファームすわ農場
より秋の野菜が続々。

クラフト工房
手づくり小物販売中!
エプロン、バッグ、アレンジご祝儀袋など

アニメビデオ
貸し出しあります
かんかこぎゃらりー
スペースご活用いただけます
秋の絵たより
松見ひろ子さん

