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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
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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

まちでも里でも

空き施設の利活用による

暮らしに密着

人・もの・情報

ま
まち
ち・
・ひ
ひと
と育て
の行き交う場がオープン！

９月１日、中心市街地の空き店舗を利用した二つの施設がオープンしました。また、８月２０日には
市街地から約２０分の朝日町甲(かぶと)にも、商店だった頃の名前とたたずまいをそのまま活用した交流
スペースがスタート。地域ぐるみで、人々の心と体を活性化するパワースポットに育てていきましょう。
ふれあいサロン

よって館天満（天満町５）

地域情報発信基地

広小路通りに近い天満町、家電販
売店跡に地域周辺の期待のかかる
よって館３号館が開設されました。オ
ープニングセレモニーを待つ間に
近所からご参加の女性にうかがう
と、｢他のよって館の健康教室に行
っている友人から、足腰の調子がよ
くなったと聞いており、このオープンを楽しみに待っとった
んやさ｣とのことでした。オープン初日には、健康教室の老
舗と言われる片野健康教室のメンバーが、お楽しみメニュ
ー、体調を整えるメニューなどの自主活動の内容を歌や身振
りを交えて紹介されました。高齢者が周囲と関わりを持ちな
がら健康でイキイキできる地域の拠点となる｢よって館天
満｣、約 50 人が訪れ、大いに盛り上がっていました。
開館日は月～土（日･祭日は休み）
午前９時～午後５時
カフェの日、おしゃべりのサロンの日、
ひざ腰元気教室、おはなし広場などは
毎月の予定表で確認できます。
地域開放も計画されています。

飛騨高山アンテナショップ（本町２）
今後、親しまれる愛称を大募集!!

本町２丁目子供服の店舗跡に、支所地域それぞれの
自然や特産、手仕事などを集めて紹介する情報発信の
拠点ができました。
観光客には、より魅力あふれる自然を現地に足を運
んで体感し、地元の人たちの笑顔にふれ、美味しいも
のに出会える場所やプランを紹介する案内所として。
また、特産品フェアや体験コーナーなどの企画にあ
わせて、商店街の活性化も期待されています。そして
市民が知らない支所地域の魅力を再発見し、飛騨暮ら
しを満喫できる情報の宝庫となればいいなと思います。
そこで、ぴったりのネーミングを考えてみよう!

問合せ 0577-62-8010 よって館天満（高山市社会福祉協議会）

問合せ 0577-77-9200 飛騨高山アンテナショップ（同協議会）

“まちの縁側”が 朝日町甲にも誕生!!
澤さんのばあちゃんのお店が コミュニティスペース「さわ」になった

みどりのひさしが
目印!

バックはきれいな川

Ｉターンで飛騨に来られて数年、子育て中の三人のママさんたちの地元朝日で何かやりたいね！と
いう思いが 10 ヶ月を経てこの夏実現しました。5 年前から空き家になっていた店舗を朝日町の“NPO
法人ほのぼの朝日ネットワーク”の支援を受けて、子育て支援部門の活動をスタートしました。
こどもから子育て中のママ、じいちゃん、ばあちゃんまでワイワイ集まれる場所として、クラフト
販売、絵本の読み聞かせやワークショップ等が開催されます。引き戸にふすま、ガラス棚やワゴンな
どは店舗で使われていたもの。レトロな感じとママたちの工夫で居心地のいい空間が創出されました。
営業日 木・土曜日 10 時～16 時（9 月 25 日は臨時休業）

駐車は、旧タイムリー跡地に停められます。

久々野から秋神方面へ向かい（国道 361 号）、「甲」の交差点を直進。山仙商店を過ぎて一軒目、みどりのひさしが目印☆

ワークショップなど詳しくは、ひだっちブログさわ便り 検索で

問合せ 090-9770-4360 加賀さん

リサイクル子供服

まちを歩こうキャンペーン

続々開催

『高山ならではのコミュニティーレストラン
ママーズ・カフェ』

乳幼児親子●「ベビーカーでまち散歩」

参加者募集
10 月１日(金)午前１０時～１２時

ついたち市の商店街を、親子で散歩しませんか？
カメラマンによる写真撮影、ウインドウ探険、コーヒータイ
ム、風船プレゼントなど盛りだくさん!!
同時に、まちの危険ヶ所をチェックする街中モニターのア
ンケートにもご協力ください。

対 象：乳幼児親子０～３歳児
定 員：３０組
参加費：無料
会 場：かんかこかん(安川通り)～商店街
賞など：参加賞も用意しています
申込み：33-5055 かんかこかん運営委員会
一般●

「みんな ＤＥ ウォーキング」参加者募集
１0 月 3 日(日) 午後２時～５時

市民の健康づくりと魅力ある商店街づくりをすすめるサ
ンセットウォーキングプロジェクト。商店街を夕食後の健康
のためにウォーキングの場として市民に活用してもらおう
という試みです。
今回は、正しいウォーキング方法を学ぶウォーキング教室
の後、西小～商店街周辺をウォーキングします。

受
付：午後１時半～
集
合：西小学校体育館集合、 参加無料
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：ミズノスポーツサービス 植田有亮さん
申込み：所定用紙で市商連 FAX36-0356 へほか
申込み先着 150 名までです
問合せ：32-2550 高山市商店街振興組合連合会

高山市の子育て支援色々⑤

連載

不況真っただ中、いまどきの子育て事情と加速する地域の子
育て支援の数々。多彩な子育て支援があっても、子育てや仕事
の間で揺れる母心は、いつの時代もかわりないようです。でも、
ここにママの元気がでる場所があります。
「ママーズカフェ＆ショップ ほっこりん」は、2008 年より下林町
のスペース Isis(アイシス)で週二日オープン。ママのこだわりラ
ンチやスイーツで、ほっとできるひとときを提供しています。
ママならではの手づくりグッズもあります。
カフェのある建物 Isis(アイシス)には、”NPO 法人学童保育す
まいる高山”の事務所があります。子育て世代と、子育て支援世
代がひとつ屋根の下で、常にこどもを見すえ、子育て環境を地
域社会の中で考えながらつながるステージとなっています。
子育てネットワーク・レター「ほっこりしようよ」 (IsisNest
発行) は、スタッフとお客さんとの情報を共有し、地域とつなが
る大切な手段として発行されています。
ほっこりんは、ほっとできる時間を過ごすことで、仕事を持
つお忙しいお母さんも立ち止まり、母という立場に戻れる場で
す。ほっこりんで活動するスタッフは、得意な料理やクラフト
を通して社会へのステップを考えることのできる機会ともなり
ます。理想は高く、間口も広いママたちのコミュニティーレス
トランのステージ、継続して展開してほしいものです｡
ほっこりんカフェは、子育ての現場の
課題から逃げずに、考え行動するママた
ちのチャレンジの場です。
活動日

木・金曜日 10 時～14 時
高山市下林町 2053-18(Isis 内)

0577-37-0002

◆今回の内容は、IsisNest ミーティングでお話をうかがいました
※10 月には、ほっこりんのつながりで、臨床心理士でもあるほっこりん
のスタッフを講師に、｢すまいる高山｣の研修会が開かれる予定です。

8 月 29 日には事前講習会を開催しました
一般●たかやま市民カレッジ「ブラたかやま」

～飛騨高山今昔まち歩き～ 参加者募集

10 月 23 日(土)午後１時半～３時半
まちの元気印応援団から講師を募集して開催されるたか
やま市民カレッジのまち歩き。昔の地図や写真をもとに、今
と昔の高山を見て歩きましょう！

対
象：一般市民 20 名(通勤・通学の方も可)
集
合：高山市図書館煥章館生涯学習ホール
参 加 費：無料
申込締切：10 月 14 日(木)
申込み：35-3155 生涯学習課(高山市役所)
講座

前もって知っていれば安心
第５回高山赤十字病院 市民公開講座

～がんになったら緩和ケア～

10 月２日(土) 12:30～15:00(12:30 開場)
高山赤十字病院 本館(外来棟) ３階講堂
(正面玄関から入り、エレベーター・階段でどうぞ)

●緩和ケア紹介コーナー●講演「緩和ケアってなに？」
●講演「医療用麻薬のススメ！」●質疑応答
など
※申込みが必要です。１００名まで(空席があれば当日受付も可能です)
電話 ０５７７－３２－１１１１
ＦＡＸ ０５７７－３４－４１５５
高山赤十字病院市民公開講座事務局(平日 10 時～15 時)まで

縁日

参加者、スタッフ募集中!!

「冬のあったか縁日」参加申込み 20 日まで
｢みーんな集まれ｣、年一回市役所が丸ごと貸切り状態で繰り
広げられる、遊びあり、ダンスあり、音楽あり、劇あり、ワー
クショップあり、アトラクションありの夢のような二日間!!
１日目 平成２２年１２月１１日（土）午後 １時～午後４時
２日目 平成２２年１２月１２日（日）午前１０時～午後４時
【会場】高山市役所市民ホール、市民ロビー、各会議室その他
どちらか１日のみやひとつのプログラムでの参加でもかまいません
上記の日時および使用会場は、参加団体の内容により調整のうえ最終的に決定します。

※かんかこかんに申込み用紙があります。
問合せ・申込み 33-5282 冬のあったか縁日実行委員会
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)

かんかこかんも秋モード。金曜日は秋野菜が並びます。
10 月 1 日(金)には、ベビーカーでまち散歩が開催されます。
この機会に商店街を散歩のフィールドにしませんか！
かんかこかんにて、申込み受付中！

＊金曜野菜市
＊かんかこ
毎週金曜日
フリーマーケット
10 時～
９月 30 日(木)
10 時～12 時

