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ベル演奏や合唱で
ロビーは
賑やか
「トイレはどこですか？」「階段はどこです

か？」･･いつもはあまり馴染みの無い市役所
にまる１日いた･･そんな方も多かったこと
でしょう･･４回目となった冬のあったか縁
日。参加団体も来場者も増え、１２月６日、
７日の２日間はますますヒートアップ！
初参加の｢学童保育すまいる高山｣は小学
生たちで大賑わい。作った作品を大事そうに
持ち帰るこどもが市役所中に溢れていまし
た。３階という行きにくい場所にもかかわら
ず盛況だったのはコーヒーの香り漂う｢ほっ
こりんおやすみ処｣。同じフロアの大人気ゾ
ーン｢ダンボール迷路｣からなかなか戻らな
いこどもを待つ保護者たちの憩いの場とな
っていました。今回はエンディングを中山中
学校の合唱が飾ってくれたことも特徴的。こ
の催しは幼児だけに向けたものではなく、み
んなが楽しめる参加できるイベント･･中学
生の初参加でさらに幅が広がりました。
老若男女会場がひとつになった久々野ベ
ルクワイァのハンドベル演奏、高校生ブレイ
クダンサーや自転車曲芸のかっこいい若者
たち、妊婦や双子を持つママに向けてのも
の、痛みを抱えている人たちが静かに語らう
場、映画会･･年齢世代立場を超えて参加でき
た、いつもとは少し違う顔の市役所でした。
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工作コーナーは
どこも大人気！

来場者数
６日(土) 1,188 名
７日(日) 1,826 名
合 計 3,014 名

ほっこりんのカフェで
まったり･･･

参加団体 44 団体
ありがとうございました

準備が
始まったよ！

高校生と一緒に
ミーティングに参加
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ぼくは、飛騨高山高校で生まれて、高山市役所にきたトトロ
だよ。にぎやかな校舎にいたかったのに、なんで１２月の寒い
時にこんな薄暗いところに置いとかれるんやろう！って思ったけど、
土曜日の朝、楽しいことが始まりそう、ってわかったよ。スタッフという人た
ちが集まってきて、ぼくの大きなお腹の前で「あったか縁日」の打ち合わせ
が始まったんやさ。高校生たちもいっしょだよ。イスや用具が運ばれ、大き
な荷物を持った人が忙しそうに僕の前を通っていくんだ。凧が宙を舞いは
じめたら、空を飛んでいたときのことをワクワクと思い出したよ。入り口から
お客さんの顔が見えたら、ここからみんなに「ようこそ!!」って、お出迎えをす
ればいいんやな。それから、太鼓や音楽、ダンス、一輪車、自転車曲芸、
と、ぼくの横でびっくりすることが次々に起こったんだ。
そして、校舎にいたら会えない、赤ちゃん、幼稚園保育園生、小学生、中
学生、若者、おとうさん、おかあさん、じいちゃん、ばあちゃん、そんなたくさ
んの人たちと会えたよ。１日半で 3000 人以上の人が市役所に遊びに来て
くれたんやって。
高校生の協力は、いろいろなコーナーでとても喜ばれていたよ。
「めっちゃ、楽しかった～」って高校生も帰っていったよ。
「地産地笑」のお手伝いをぼくもできたこと、
学校の高校生や先生にも自慢できるよね。
にぎやかで、とってもうれしい
楽しかったなぁ
「あったか縁日」だったよ。

中学生の合唱も
ちゃんと
聴こえてたよ！

昨年 11 月から 12 月にかけて、かん
かこかんで 4 つの講座が催されました。

子どもの遊び心が もっと引き出せる
「アフタフ・バーバン☆
こどもまち探険スタッフ研修」に参加して

初回はかんかこかんの向い側にある
コーヒー店「ツタヤ」さんでのドリッ
プコーヒーの入れ方講座。ご主人に入
れ方のコツや豆知識を教えていただ
き、その後はカフェタイム。手作りケ
ーキと美味しいコーヒーのステキな午
後でした。次はトールペイント講座。
木のプレートに犬かネコのどちらかの
柄、ペットの名前などをトールの技法
で描いていき、最後にアンティーク仕
上げ･･十人十色の可愛いプレートが完
成しました。３日間連続で行われたパ
ソコン講座では、参加者それぞれのノ
ートパソコンで、クリスマスカードや
ポップ広告作りに挑戦。ワードアート
の新たな機能を知ることができ、世界
が広がりました。最後はクリスマスに
向けてのフラワーアレンジメント。山
型に削ったオアシスの中心にゴールド
のキャンドル、周りにグリーンと木の
実、バラなどを真剣に挿していきます。
材料は同じでもそれぞれ個性的なアレ
ンジに！心癒されるひとときでした。
ステキなウエルカムプレート、美味
しいコーヒー、手作りのカードとフラ
ワーアレンジメント･･いつもと違うク
リスマスだったことでしょう。

1 月 16 日、
「NPO 法人あそび環境 Museum アフタフ・バー
バン」に講師をお願いし、かんかこかん２階で、大人ボラ
ンティアスタッフ研修会が開かれました。
アフタフ・バーバンは、
“広く子どもから大人に対して、
あそび、表現活動を通じて、共に遊び合い、関わり合う中
で、一人ひとりが自分らしく表現することを目指し、豊か
な遊び環境や地域社会をつくり出すこと”を目的として、
全国で活動を展開している団体です。
当日は、大人も、童心に返って、思いっきり遊びを体験、
頭も体も柔らかくなるワークショップに挑戦しました。子
ども達に遊びを押し付けることなく、子どもの“遊び心”
が広がるように、大人がどう関わっていったらいいのか、
子ども達にとって、豊かな遊び環境とは何か、を学ぶいい
機会をいただきました。
この経験を活かし、3 月には｢まちを遊ぶ｣として“忍者
の子どもまち探険”を計画しています。子ども達の参加と、
大人ボランティアの参加を募集しています。

コンサート

南修治・子育てコンサート

ミュージカル 飛騨童話会議２００９ オリジナルミュージカル

眠りから覚めた 眠りの森の美女

～ 愛ひとつあれば ～
日 時 2 月 14 日(土) 13:30～15:30
場 所 一之宮支所（一之宮町）
無料 定員 100 名

日時
場所
料金

２月２１日（土）開場１３:３０ 開演１４:００
世界生活文化センター コンベンションホール
大人 1,000 円 中高生 500 円 小学生以下無料

託児 10 人まで

申し込み 市教育研究所

53-2368

シンガーソングライター南修治さんによる、子育て中
のみなさんに贈る「語りと歌」のステキなコンサートで
す。定員になり次第締め切ります！お早めにお申し込み
ください。

名古屋芸術大学ミュージカル研究所と飛騨地域の一般参加コラ
ボにより、みんなが良く知る童話がベースの楽しいオリジナルミュ
ージカル！地元の幼児から大人までが、ダンス、コーラス、スタッ
フとして多数参加、練習に制作に励んでいます。お楽しみに！
問い合せ・チケット予約

３７－６１１１
世界生活文化センターまで

チャレンジ

子どもといっしょに楽しむ、くつろぐ、働ける
mama’s Caffe ＆ Shop ほっこりん
ボランティアスタッフ募集!!
12 月の「あったか縁日」に、手づくり菓子と挽きた
てコーヒーでカフェを開いて参加した『ほっこりん』
がボランティアスタッフを募集しています。週二日の
営業を、お互いに時間や労力を補い合い、子育て中の
社会参加を実現しようという新しいタイプの活動で
す。内容は、会計、託児、クラフト出品、ランチやお
菓子作りなど、得意な部分での登録、参加を考えてみ
ませんか！
◆毎週木・金曜日１０～２時の営業時間にあわせた時間
◆スペース Isis（あいしす、下林町、赤保木公園入り口、熊野橋近く）
◆４時間 500 円 ◆年齢は問いません
◆問合せ：0577-37-0002(Fax 兼)
または、営業日に直接 Isis まで

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

★手作り絵本講座
2 月 16 日(月)、23 日(月)、3 月 2 日(月)（３回コース）
午前 10～12 時 参加費 500 円 託児あり(1 回 500 円)
オリジナルの絵本を作ってみませんか。テーマは自由です！
先着 10 名、3 回で完成するので全日出られる方が対象です。
持物・託児申し込みなどの詳細は、下記かんかこかんまで。

★かんかこかん“フリーマーケット”参加者募集！
3 月 26 日（木）10～12 時
参加費 １００円
★みんなで人形供養に行こう！
4 月 4 日（土）に予定しています。
以上のお問い合せ、申し込みは
３３－５０５５

安川通り商店街

かんかこかん

