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まちづくり通信は、まちの出来事、市民の動きをとらえて発信する

まちと人とをつなぐメディアです

７月号
発行 飛騨高山まちづくり本舗
〒506-0845 高山市上二之町44-4
まちひとぷら座かんかこかん
電話＆FAX 0577-33-5282
m-honpo@takayamashishouren.net
かんかこかんＨＰより、バックナンバーをご覧いただくことができます

住んでるまちが

りんくるりん みんなで縁日 2010

やっぱり楽しいぞ!!

遊びに、創作に夢中になれる

８月１日（日）･２日（月）◆本町３丁目商店街
６日（金）・７日（土）★安川商店街
午後６じ半～９じ半

【りんくるりん縁日参加団体】

９年目となるまちなかのストリート縁日。
お店を出したり、作ったり、遊んだり、踊
ったり。個性的な衣類やグッズ、こだわり
野菜や食べ物、名物スイーツ、工作・体験
コーナー、駄菓子屋などなど、今年も二日
続けて繰り出したいほどにもりだくさんの
メニューです。
９回目となるダンボール迷路や 3 年目と
なる未来をやさしく照らすウイキャンドル
など、エコでユニークな出し物は市民企画
ならではの名物に育っています。
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飛騨の夏！

6 月末現在の予定のため、今後変更の場合があります。

ウイキャンドル
キャンドル販売他
◆ ★ ラブ ふるさと ﾅﾁｭﾗﾙﾌｰﾄﾞ･雑貨･古着
オレンジ・ベア
ﾜｲﾔｰｱｰﾄｱｸｾｻﾘｰの展示･販売
安眠棒・手づくりバッグ
8823/glass work ガラス･陶器･手作り製品
◆ ★ バグース カレー･チャパティ･ドリンク・雑貨
Kochi
陶器などの B 品市・フリーマーケット ◆１
ジャングル
古着 小物
ノアドココ パン・飛騨高山プリンの販売
◆
高山地区更生保護女性会
フリーマーケット
飛騨高山うるっこ 野菜・ほうばもち販売
★ 食品サンプルショップ サンプルづくり体験、販売
ｂee Dance Studio ダンスパフォーマンス
◆ ★ 駄菓子屋プロジェクト○○屋 駄菓子販売 かたぬき Bar
Muni オリジナル T シャツなど
◆
まちづくり本舗 ダンボール迷路
国立乗鞍青少年交流の家 うつわ･ぬりえ作り
（◆＝本町両日 ◆１＝本町１日のみ ★＝安川両日の意味）
アサンテナゴヤ アフリカ支援フリーマーケット

映画

自主映画の魅力、飛騨の空気感たっぷり･･･

飛騨市の女子高生主演の青春映画
｢ティファニーに朝食を｣（40 分）
8 月 1、2 日・・アサンテナゴヤ（アフリカ支援フリーマーケット）です。
他６作品を上映
＝Studio toshi best selection＝

HIDA インディーズムービーフェス 2010

住んでるまちがやっぱり楽しい！と、いえ
る飛騨の夏を、じっくり味わいましょう!!
未来の種は、いつも私たちのここにある！

夏の工 作



1961 年飛騨市生まれの吉木敏博さんが
地元飛騨をロケ地に、監督、制作された
2003～2009 年の作品の中から、セレクトさ
れた抒情豊かな７作品が上映されます｡楽
曲の提供した地元のガールズロックバンド
MORNING GLORY のゲスト出演もあります。

つくってみよう！

わがまちビジネスアイデア･コンテスト

寺子屋かんかこかん 2010 なつやすみ
場所：まちひとぷら座かんかこかん

参加費：各 500 円
対象学年を確認して下さい。
詳細はチラシをご覧下さい。

＊夏の風景を作ろう！

手づくり雑貨(10 名)
13 時半～15 時半
＊花も飾れるステキなかべ飾り

申込みは
７/20 まで
電話 33-5055
同実行委員会

（面白さに応じて観客が決める料金）

問合せ先 0578-82-1085（HIP 有限会社）

まちのアイデア 高校生が未来を描く！

小学生集まれ！

7/２９（木）
グラスアート(20 名)
10 時～12 時

７月２４日（土）高山市民文化会館小ホール
開場 16:30 開演 17:00 終演 20:30
料金０～500 円料金後払いシステム

８／３（火）
ステンシル(20 名)
13 時～15 時
＊フタつきの小物
入れを作ろう！

8/5(木) トールペイント(10 名)
１3 時半～15 時半
＊ガラスの小ビンがかわいく変身！
★かんかこかんに申込書があります。

わがまち起業家！発掘プロジェクト
全国信用金庫協会では、“わがまち”の課題発見と未来に向けた地
域づくりにつながるビジネスアイデアを募集します。
募集対象は現役高校生。応募期間 ７月１日～１０月４日
この夏、仲間でまちの課題を出し合って、是非挑戦を！
問合せ 高山信用金庫総合企画部 32-2201 担当 小峠さんまで
詳細は、わがまちビジネスアイデア･コンテスト 検索

まちの絵本 第６回『家やまちの絵本コンクール』公募ご案内
募集テーマ「家やまち」への思い、夢、あこがれの家、好きなまち
主催：住生活月間中央イベント実行委員会 後援：国土交通省、文部科学省、全国造形教育連盟等

応募期間 ７月 20 日 ～ 9 月 6 日
飛騨に住むセンスを活かして、家やまちの絵本を作ってみませんか？
現実を再編・再創造していく発想や手がかりを豊かにする絵本づくりです。

【応募要項】・子どもの部、中学生・高校生の部、大人の部、合作の部
・入賞者には、賞状と図書券 参加賞として作品のミニパネル
・審査委員長は、延籐安弘さん（愛知産業大学大学院教授）
※かんかこかんに、応募要項を置いています。※家やまちの絵本

検索も要チェック！

連載

まちを歩こうキャンペーン

夏の高山
歩いて、踊って、はじけよう!!
７月
4 日(日) 我楽多市
さんまち通りに、市内の古美術商約 20 軒が店を連ねる。
古い物にセンスをそえて、骨董の粋な日常使いの楽しみ。

8 日(木) 八日市
飛騨国分寺境内の山門をくぐるといつもの静寂な境内は、
約 20 軒の野菜あり、手づくり用品あり、癒される音楽あ
りの異空間。朝７時３０分～３時まで。

18 日(日) まちなかウォーク＆クイズラリー
高山市民広場で受付を済ませると、本町通り・下一之町通
り・安川通り・さんまち通り・国分寺通りと商店街めぐり。
ゴールの国分寺まで市民 1,000 人が闊歩する姿は壮観。
お土産までもらえて超ラッキー!!

24 日(土) ちょけらまいか大仮装盆踊大会
今夜ばかりは、仕事も家庭も忘れて、はちけるぞー!!
それ､ちょちょんがちょい。ちょけらまいか、ちょけらまいか!

28 日(水) 飛騨高山花火大会
宮川河畔緑地公園で繰り広げられる花火は鮮やか。
さて、今年はどこで見ようかな。宮川河川敷きで？堤防沿
いで？スカイパークで？それとも、バローの屋上で？

下旬～８月上旬

川柳あんどんコンクール入選作品展示

国分寺通りと安川通りを散策するのが何と楽しいこと。
思わずニンマリ、思わずわかるわかるその気持ち、思わず
妙に考えさせられる、力作揃いの川柳です。

８月
1 日(日 )我楽多市
市内の古美術商約 20 軒がさんまち通りに店を連ねる。
４月～10 月は朝９時～４時まで、８月のみ夜９時まで。

1 日～15 日 絵馬市
本町 2 丁目の喫茶チロル隣の山桜神社で、和紙に描かれた
絵馬が売られる。家内安全、無病息災の縁起物。

1 日(日)･2 日(月) 本町通り商店街納涼夜市
本町通りの 1 丁目から 4 丁目が歩行者天国となっての納涼
夜市。冬の｢二十四日市｣に負けじと多くの市民でにぎわい
ます。

6 日(金)･7 日(土) 安川通り･下一通り商店街納涼夜市
安川通りの歩道と、下一通りに所狭しと、商店のお徳用ワ
ゴンや屋台店が並びます。レトロなお店もあります。

8 日(日) 八日市
飛騨国分寺境内は約 20 軒の花、野菜、手づくり品の店が。
朝９時ヒダキによる民族音楽演奏、11 時と１時にはオカリ
ナアンサンブルの演奏あり。朝７時３０分～３時まで。

9 日(月) 飛騨高山手筒花火打上げ
宮川弥生橋下流で打ち上げられる手筒花火は 7 月 28 日の
鮮やかな花火大会と一味違って勇壮そのもの。火の粉を浴
びながらも身動ぎしない姿はカッコイイに尽きる

11 日(水)～13 日(金) 飛騨高山陣屋前夜市
いつも早朝から観光客でにぎわう陣屋前広場が、この夜は
音楽あり、実演あり、屋台店あり、もちろん朝市のお店も
あります。

21 日(土) 高山市民盆踊り大会
以前は、市内の小学校のグラウンドや公民館などあちらこ
ちらで行われていた盆踊りもめっきり減り、残っていても
バザーが中心になってしまっていたりしますが、西小学校
グラウンドで行われる市民盆踊りは生唄に生演奏の、これ
こそ This is BONNODORI!!

どうぞ、思い出いっぱいの夏を!!

高山市の子育て支援色々④

『商店街と子どもたちをつなぐダンボール迷路』
ダンボールというシンプルな素材で、作る人も遊ぶ人も見
ている人も、みんなで楽しめる遊びのひろばが生まれます。
商店街の納涼夜市に、市民企画･参加の｢りんくるりん納涼縁
日｣が加わって９年目。子どものリサイクルショップ｢夢キッ
ズ｣のスタッフが、その遊びの技とセンスを活かして巨大ダン
ボール迷路を初登場させて以来、子どもたちが毎年心躍らせ
て、まちにくり出す商店街の名物スポットとなっています。
まさに手間と労力、すべてボランティアですすめられるプロ
ジェクト。まず数ヶ月前から大型のダンボールが商店街の駐車
場の倉庫に集められ、縁日当日までに保管されます。
そして当日、通りが歩行者天国となる夕方から迷路の組み立
てが始まります。制作には、その時々に応じていろいろな人た
ちが加わってきました。夢キッズ、市役所有志、このために帰
省する大学生、地元の高校生、商店街の中学生。また、地域の
大人たちも汗を流しました。一昨年からは、西校社教の土曜教
室の小学生 20 名ほどが、ダンボール運びから、絵を描いたり、
切ったり、ダンボール迷路の組み立てに参加しました。毎年、
こどもたちを見守る、お母さん、お父さん、家族の人たちも、
子どもたちと一緒に縁日を楽しんでいます。今年も地域の総力
あげてダンボール迷路が組み立てられます。
もともと処分されるダンボールの再利用が、迷路作りを介し
て、人とまちとのつながりを展開してき
ました。ダンボール迷路は、人から人へ、
関係をつないでゆく市民活動ならではの
手法で、作る人、遊ぶ人、大人、子ども
の境をなくして、まちなかの遊びの発信
基地となっています。
◆今回の内容は、市商連女性部ストリート 21 メンバーで、ダンボールの調達
などに当初より協力されている松葉早百合さんに、お話をうかがいました。

地域文化
近くて遠い銭湯から ほっとけない銭湯へ
ピーク時の 28 軒程が今や 8 軒･･･とは、旧市内にあった銭湯の数の変遷。
10 年前｢千と千尋の神隠し｣のアニメの舞台となった不思議な空間湯屋、銭
湯ですが、現代っ子にはますます未知の空間になりつつあるようです。
先月 6 月５日端午の節句、市内銭湯において邪気を遠ざけてくれるとい
われる｢菖蒲湯｣と、飛騨酪農農業協同組合による牛乳の試飲といううれし
いコラボ企画が実施されました。‘まちの縁側的’な
銭湯と地元の牛乳がセットとなって、銭湯へ足を運ぶき
っかけに、という取り組み。毎年、夏には高山公衆浴場
組合で園児を対象に無料銭湯券が配布されます。今年は
親子で銭湯探険に行ってみませんか。
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)

作品見本を展示中!!
★かんかこ
夏休みこども寺子屋ので作る作品見本の展
フリーマーケット!
示をしてています。小学生対象、低学年でも
22 日(木)10～12 時
保護者同伴で参加できるものもあります。
参加費 100 円
こどもさんと相談してご参加下さい。
★金曜野菜市
・参加申込み書と実物作品のチェックを！
好評開催中!!
・希望者が多数の場合は、抽選となります。
●８月６,７日の安川通り納涼縁日の両日は、
夜６時～８時まで、開館しています。

★ひだっちブログ
｢かんかこへ行こう｣更新中！

