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高山を歩こう

キャンペーン

まちを歩けば まちはもっとやさしくなれる
飛騨高山まちづくり本舗では、2010 年「高山を歩こう」キャンペー
ンに取り組みます。高山の魅力は、古い町並み、歴史、自然などさまざ
まですが、やはり歩いてこそ実感できる、満喫できるもの。歩くことで、
住む人も訪れる人も魅力を再発見したり、困っていることが改善された
り、まちにもひとにもやさしい地域になっていったらと考えています。
今年一年間、さまざまな「高山を歩こう」に関連する取り組みを、さ
まざまな団体と協働し、また紹介し、応援していくこととしています。
慣れ親しんで住んでいる高山を、もっと市民がいたるところで闊歩す
る姿がみられる楽しいまちに・・・、みんなでしてみませんか。
「こんなこと計画しているよ。こんなことやってみたいな。こんなス

テキな所を知っているよ。
」がございましたら、飛騨高山まちづくり
本舗までご連絡ください。
(TEL&FAX33-5282)

募 集

下二之町は、昔から商人のまちで何でもそろう町筋でした。
全長 270ｍの通りには、三つの屋台組があり、二つの屋台蔵がありま
す。平成 16 年７月に、高山市下二之町大新町伝統的建造物群保存地
区として認定。高山市では、無電柱化事業に平成 19 年から着工、今年
平成 22 年 3 月に完了しました。
道の両端に電線と電話線を地中に通し
た共同溝を設置し、電柱の代わりに各家
の脇には線を取り入れる管が立ち上がっ
ています。これまでおおわれていた側溝
は木製の蓋にして、ところどころ水の流
れが見える景色になりました。これまで
の白い街灯は昔風の電球の灯り(上写真)
に変えるなど、景観に配慮しています。
町並みの保存を考慮すると、軒を低くしたり格子を付けたりしてき
たことで、採光が不足して生活の上での不便さはありますが、子ども
や孫の代まで喜ばれるような町並みであることが、地域の願いです。
町並みの景観は向上したので、これからは町並みにあった店づくり
や看板に工夫していきたい。どう保全していくかが今後の課題です。
＊＊＊
(下二之町在住、高山市景観町並保存連合会会長の川上幸夫さんにうかがいました)

川柳あ
あんどんコンクール
〈募集期間 ４月 20 日～５月 20 日〉

｢今、歩いとったらこんな川柳が出とったんやさ！｣
と話題にしたくなる、笑いあり、共感ありの本音の
数々。高山の夏の商店街を歩いているとあなたもこん
な光景に出合ったはず。我が家の困った情景も川柳応
募のチャンス!?
入選句はあんどんにされ７月 20 日～８月 25 日に
国分寺通り・安川通り商店街通りに展示されます。
天位、地位、人位、商店街特別賞には賞金も出ます。
応募は、インターネット、ハガキ、または直接商店街
の各店舗へお持ち下さい。一人５句までＯＫです。
主 催:国分寺通り、安川商店街連合組合
問合せ:32-1657 ハラサイクルさん

20 年後の地域づくり

子どもや孫の代まで 喜ばれるような町並みに
〔下二之町〕

第 38 回

温故知新

第 10 回

市民歴
歴史散歩

新緑の鮮やかな頃、三福寺周辺の歴史や文化
をたどる歴史散歩に参加してみませんか。
＊6 月 13 日(日)午前 9 時～午後１時
＊申込み 5/23 午前 9 時より参加費 500 円を
添えて市民文化会館窓口まで
主

催:高山市文化協会 34-6550

※工事前(左)と工事後(下)の景色。道幅は変
わりありませんが、道も空も広く感じら
れます。目にも心にもしっくりとなじむ
自然な町並み。
資料提供:市文化財課

ひろば ひだ国分寺八日市

シーズンスタート
ご期待に応えて午後３時までに延長!!

市民による市民のための市民と共
にある八日市は 5 年目となりました。
地域の人たちが出店者として、お客
さんとしてそれぞれの日常を持ち寄
って集う境内は、大銀杏の芽吹きと
ともに、再開を待っていた皆さんの
活気にあふれることでしょう。
今期より、昼食を食べてからゆっ
くり出かけてきたいという地域の声
に応えて、開催時間が午前７時半か
ら午後 3 時までに延長されました。
八日市実行委員会は、高山駅に近い 30 ほどの店舗のある
国分寺通り第３商店街振興組合と有志が運営し、八日市の
ＰＲ、出店受付やコーディネート、テントの準備や会場の
設営など商店街の人たちがすべて行っています。スタート
当初より継続されている手描きのポス
ターは、おなじみになりました。
商店街の活性化と高齢化社会に向け、
地域に住む人同士の心のふれあいの場
を大切にしているこの青空市は、言っ
てみれば毎月一回の｢まちの縁側｣。
季節ごとの、一期一会をお楽しみに!
５/８

＊薬師如来法要 10 時･2 時
＊ヒダキの民族音楽ライブ 11 時･1 時
問合せ：32-1385（八日市実行委員会・古川さん）

まち育て

生きるためのエネルギーは ひとつじゃない

他者を認めあえる社会を 子どもたちに
高山青年会議所の主催で、児童精神科医の高岡健氏による講
演会が4月13日に開催されました。社会を震かんさせた数件の
事件を取り上げて、報道だけではうかがい知ることのできない
事件の持つ本質を精神鑑定の視点から話されました。
犯罪や事件の根本には、子ども自身の問題というより、家庭
や社会から排除されたことによる孤独感がある。親の態度がひ
とつの価値観を子どもに押しつけるものであったり、違う立場
や異質なものを排除したり、一度の失敗により排除するような
大人自身や社会のあり方に問題があると指摘されました。
大人がすべきことは、ひとりの大人として心を開き、子ども
が安心できる居場所を、まず足元の家庭、学校、地域に、仲間
と共にまちづくりへと広げることでしょうか。
募

集

自然の中であそびながら たくましく

ボーイスカウト募集!!
ボーイスカウトは、野外を主な活動場として、グループ活動
や自主的活動を通じ色々な体験をする中での健全な青尐年の
育成を目指しています。 高山第２団は今年45周年、約90名が、
月二回日曜日の午前中に活動を行っています。
小1～2年のビーバー隊、小3～4年のカブ隊、小6～中3のボー
イ隊、高校生のベンチャー隊と、年齢や学校の異なる仲間と一
緒に体験する活動は、好きなことや得意
なことを見つけることのできる機会です。

小学生の男子 いつでも入団受付中!!
問合せ: 32-6156(ボースカウト高山第２団

新連載

高山市の子育て支援色々②

『学童保育を支える市民活動』
●｢おかえりなさい｣の心で 日々親子に寄り添って●
小学校の放課後、｢ただいま!」と学童保育の教室に飛び込ん
で来る子どもたちを｢おかえりなさい!｣とむかえる指導員。
教室は、小学 1～3 年生のこどもたちが保護者の帰宅する時
間まで、宿題をしたり、友だちと遊んだりして過ごすもうひと
つの家。
学童保育には、子どもにとっての支援と保護者にとっての支
援があります。関わる指導員は、子どもの笑顔を大切に、働く
お母さん、お父さんが笑顔でいられるように、親子に寄り添い、
親子の日常をサポートする存在でありたい、と。
｢安心して働けました｣と学期の最後の日にかけてもらった
お母さんのことばがとてもうれしかったと指導員の永瀬さん。
市民活動としてスタートしたのは今から 2 年前の平成 20 年
度、30 年間続いた行政の直営による事業が民間委託に移行さ
れる時期に、学童保育に関わりたいという志を持った 20 人が
発起人となり準備委員会発足。Ｈ20 年 1 月任意団体｢学童保育
すまいる高山｣設立。公募の結果、選定され、15 の小学校区留
守家庭児童教室の運営業務が始まりました。H22 年 1 月には特
定非営利活動(NPO) 法人として認証されました。
今学期、すまいる高山の会員は 87 人、719 人の児童と日々
を共にしています。また、研修会やワークショップを通じて、
遊びや支援についてのスキルアップの日々を重ね、学童保育を
支える現場で活動をされています。
｢冬のあったか縁日｣の際には ｢笑顔いっぱ
ぱい、みんないっしょにあ･そ・ぼ！｣を展開。
それぞれの教室で保育の時間に子どもたちが
作った箱を積み上げたアーチが市役所二階の
会場入り口に登場。手づくりの遊びやゲーム
の広場の盛況ぶりには目をみはるものが･･･。
明るいスマイルパワーに、魅せられました。
◆今回の内容は、NPO 法人学童保育すまいる高山(下林町 2058-20
℡34-2726) 代表の永瀬伸子さんにお話をうかがいました。

「まちの元気印。応援団」
インフォメーション
平成 22 年 4 月 15 日現在、個人 35
名、団体 31 組織(のべ構成員 1,092
人)の方が登録されています。
問合せ:高山市中心市街地活性化
推進室(応援団事務局)
ＴＥＬ３５－３４２６（直通）
ＦＡＸ３５－３１６７
飛騨高山まちの元気印。 検索

登録申込受付中！

「子ども夢育て募金」インフォメーション
ご協力ありがとうございました。
募
あったか縁日の際 13,380 円
金
かんかこかん
5,175 円
に
(以下支所地域での募金)
ご
丹生川 861 円、荘川 1,982 円、
協
一之宮 891 円、久々野 2,068 円、
力
上宝 4,015 円
を
子育て支援活動に活用させていただきます。
こころんねっと 1・2 の 3(事務局)
連絡先：まちづくり本舗と同じ

!

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(年末年始を除き無休)

★金曜野菜市 シーズンスタート
毎週金曜日、産直野菜が続々入荷！
★クラフト工房 お節句にちなんだ小物など
★かんかこフリーマーケット!!
27 日（木）10～12 時 参加費 100 円
前回は、引っ越しをされる方が参加されました。

金子さん)

※詳細は、33-5055 までお問合せ下さい

