Active Times
下呂交流会館 11 月末 完成！

4

月！！

下呂交流会館は、11 月末に建物が完成します。
いよいよ下呂市内に、芸術文化・スポーツ・コンベン
ションの拠点、そしてみなさんの交流の場所が完成し
ます。開館まで４か月と迫った今、市民のみなさんの
さまざまな声をお伝えします！

スポーツとアートとリラクゼーションの融合による新たな文
化創造の拠点として多くの人々に愛され親しまれることでし
この度、下呂交流会館が華々しくオープンされますことを地元
で音楽活動を行っている一人としてお慶び申し上げます。これ
からの様々なイベントや企画、そして運営や管理に対して下呂
市内外よりたくさんの方々の声が反映され、大いに活用されま
す事を期待しております。個人的には

ょう。 私たち下呂市民吹奏楽団も、ここを拠点として練習や
演奏会をやっていきたいと思います。また私が指導するマーチ
ングバンドの合宿や
県内のマーチングバ
ンドの交流にも使え
そうだと考えていま

この施設環境が活かされ、また人的にも

す。

支え合いながら腕を磨いた下呂市内の若

（下呂市民吹奏楽団 澤田善裕さん）

きアーティストが将来全国へ・・・

下呂市にも観客席のあるアリーナができるので、自分の子供や

そして世界へと羽ばたいて行けたら素晴
らしいだろうなぁ・・・なんて思ってい

友人が出場する大会を観戦し応援することを楽しみにしてい

ます。若者頑張れ！

ます。自分の試合を観られるのはちょっと恥ずかしいですけど
ね。大きな会場なので、大好きなフットサルの大会を毎月開催

（若くない人も頑張りましょ！）
（アコースティックギターデュオ「石と岩」の岩 岩島隆さん）

してほしい。観客席もあるから、家族や友人を呼んで、みんな
で盛り上がれたら最高です。

すばらしく立派な下呂交流会館の完成に、大変うれしく思いま

（フットサルチームで活躍 桂川博行さん）

す。今後、各種大会の開催、今まで出来なかったイベントを誘致
することができること、また、スポーツの練習等楽しみにしてい

今まで下呂にはバレエの発表会が出来る会館が

ます。

なく、白川まで行って発表会をしていたので、
（下呂市バレーボール連盟 今田隆文さん）

新しい会館の完成はとても嬉しいです。さっそ
く 3 回目の発表会を 5 月に予約しました。

げろに大きなホールができてすごいと思いま

環境の整った新しい会館での発表会、みんなで

した。いろんな人が、いろんなことをはっぴ

とても楽しみにしています。

ょうすることができて、それを見られるとい
いなぁと思いました。楽しみです。わたしは

（Mina Ballet Studio 主宰

熊崎美奈さん）

たいこをならっているので、いつか、こんな
大きな所でえんそうができたらいいなぁと思

舞台劇や人形劇、影絵劇、音楽に伝統芸能など、プロによる生の
舞台芸術を大きな、そして最高の音響空間で体感できることをと

います。

ても楽しみにしています。交流会館“アクティブ”が、様々な文
（馬瀬川子ども太鼓所属

上田桜さん）

化との出会いや感動を提供し、子ど
もたちに夢や希望を与える場とし

自然の豊かなこの下呂に大きな施設が誕生したことに、とてもわ

て機能することを期待しています。

くわくしています。僕は益田清風高校でバスケットボールをやっ

観衆も舞台提供者も共に素敵な時

ているので、この素晴らしいアリーナで試合をできると思うとう

間を過ごし、
「また来たい。
」と思え

れしく思います。スポーツにはアップが必要ですが、自然に囲ま

る場所になったらいいですね。

れているため気持ちよくアップができ、ベストのコンディション

（益田子ども劇場 代表 小林亜由美さん）

で練習、試合ができると思います。僕もぜひこのアリーナで、バ
スケットボールをやりたいと強く思っています。
（益田清風高校バスケット部 熊崎勇太さん）

２月には「内覧会」を開催予定です。完成した建物を
市民のみなさんにご覧いただく初めての機会となりま
す。ぜひ、ご参加ください！！

下呂交流会館“アクティブ”には、
、市民の力で下呂交流会館“アクティブ”をサポートするチーム
をサポートするチーム「アクテ
ィブ・サポーターズ」があります。
「下呂市
下呂市の文化・芸術、スポーツがもっと発展すれば・・・
すれば・・・。」、
「下呂をも
っと元気に！」そんな思いを持ったメンバーが
ったメンバーが集まっています。現在 30 名、４団体
団体のメンバーが登録してい
ます。

ホール、アリーナ、棚田テラスでの文

会館主催事業時の受付、チケットもぎり

舞台・音響
音響・照明の専門技術者を補助す

化・スポーツ事業やコンベンション事

や、会場案内・誘導係など、イベント当

る舞台スタッフ
スタッフ、ピアノの弾き込み等、

業、交流事業などの企画提案をし、運営

日のホールスタッフとして運営のお手

技能を活
活かして会館運営に協力してい

に協力していただきます。

伝いをしていただきます。

ただきます。
ただきます

アクティブ・サポーターズ募集中
アクティブ・サポーターズ募集中！
募集中！
下呂交流会館“アクティブ”では市民のみなさんが
のみなさんが主体となって運営に関わっていただくため
わっていただくため、
『アクティブ・サポー
ターズ』を随時募集中です。申込用紙（下呂交流会館
下呂交流会館、各地域の教育室、ホームページにあります
ホームページにあります）に必要事項を記入
のうえ、下呂交流会館又は各地域の教育室
教育室に提出してください。FAX（0576-25-5008）でも
でも受け付けております。
詳細につきましては、下呂交流会館までお
までお問い合わせください。

ooms information
マルチスタジオ

－施設
施設のご
施設のご紹介
のご紹介－
紹介－

Multi
Multi studio

ホールエリアとアリーナエリアをつなぐ「棚田テラス」。まわりの棚田を
イメージする美しい空間は、リハーサルや
リハーサルや音楽の練習、会議や学習の場と
して、さらに工作など、日常的な創作活動
創作活動の場として、いつも「賑わい」
が溢れる「交流」のエリアです。
マルチスタジオ」
」は、音響にも配慮され、
その棚田テラスエリアにある「
「マルチスタジオ
様々な用途に対応できるまさにマルチなスタジオです
できるまさにマルチなスタジオです。
利用例
■小規模な音楽会・演劇・講演会
■
■展覧会
■会議・研修での利用
■
■ダンス練習・ヨガスタジオ
■リハーサル室
■
■楽屋

▲棚田テラス（イメージ）
▲

■最大
■
150 人収容
■150
■
㎡（9.4m×15m・17m）
■使用料
■
1 時間当たり 1,200 円
◇床フローリング

◇音響・
・照明設備

◇壁面鏡あり

◇プロジェクター
プロジェクター（要別途使用料）

※使用目的
使用目的により、加算使用料が発生
する場合があります。
する

「交流人」では、下呂交流会館に様々な形で携わってくださっ
ている市民をご紹介します。今回は、３月 20 日（土）
・21 日（日）
に JBL2 PLAYOFFS 2009-2010 in GERO を開催する「下呂市バス
ケットボール連絡協議会」をご紹介します。会長の今井桂冶さ
んにお話を伺いました。

今回、JBL2 PLAYOFFS 2009-2010 in GERO を開催する経
緯・開催するにあたってのメッセージ
下呂交流会館が完成するにあたって、何かしたいと２年ほ

下呂市合併をきっかけに各地区で活動していたメンバーが集まっ
て結成。今年で３年目を迎える。現在 38 名のメンバーで活動してい
る。会長今井桂冶さんを中心に、下呂市バスケットボールの発展に
尽力している。益田カップ、ギフチョウカップ、愛三岐バスケット
ボール大会など多くの大会を開催している。

イ
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下呂市バスケットボールの現状は
全体的に子どもの人数が減り、またスポーツ離れもあって、ミ
ニバスケットはまだよいが、中学校は運営が成り立たないチーム
も出てきている。下呂は昔からバスケットの町。今の子どもたち
のお父さん、お母さん世代にバスケットをやっていた人がたくさ
んいる。子どもたちにもぜひバスケットをやってほしい。
下呂交流会館は、「下呂をもっと元気に」を基本理念にし
ていますが、バスケットボールに限らず、スポーツで下呂をもっ
と元気にするには
バレーボールも、卓球も、剣道も、その他のスポーツも様々な
取り組みを行っている。下呂市そのものがスポーツに理解がある
と思う。今、一番取り組んでいるのは、下呂温泉宿泊施設と協力
して、泊まりがけの大会を開催すること。できれば、下呂交流会

バスケットで、、、、下呂をもっと元気にににに！！！！

下呂市バスケットボール連絡協議会

ど前から考えていた。そんな矢先に、今回の JBL2 プレイオ
フの話が舞い込んできた。開催会場の候補は４会場ほどあっ
たようだが、下呂市での開催が決まった。やはり下呂温泉の
魅力があったのでは。プレイオフが開催できるのはすごいこ
と。当日は、小・中学生にぜひ見にきてほしい。生のプレイ
を見てバスケットを少しでも好きになってほしいと思う。
今後の目標は
今までやってきた大会を維持していきたい。これだけ独自
の大会をやっているところは他にはない。岐阜県で一番だと
思っている。まずは JBL2 プレイオフの開催をなんとか成功
させたいと思っている。バスケットで下呂をもっと元気にし
ていきたい。

▲大会の様子
▲大会の様子

JBL2 PLAYOFFS 20092009-2010
in GERO 開催！
開催！
日本バスケットボールリーグ２部機構のプレイオフ
が下呂市で初めて開催されます。リーグ戦の成績上
位４チームによるプレイオフ！下呂交流会館温 アリ
ーナで、日本最高レベルの試合を観戦しよう！
ホット

館で開催できればいい。大会で下呂温泉に来てくれた子どもたち
は、大人になってきっとまた来てくれると思う。下呂交流会館完
成をきっかけにいろいろな大会を開催できればいい。「宿泊とス
ポーツ」で下呂を活性化していきたい。活性化にはスポーツが一
番だと思う。
子どもたちに対する思い
外部からトップチームを招聘して、地元の子どもたちに学んで
ほしい。参加チームの資格は礼儀がきちんとしていて、挨拶がで
きること。プレイはもちろんだが、子どもたちのマナーを作って
いくことも大切にしている。
下呂交流会館に期待すること

3/20
20（土） 21（日）
3/20(土) 12:30～

セミファイナル 1（2 位－3 位）

15:00～

セミファイナル 2（1 位－4 位）

開館時間を柔軟に対応するなど使いやすい施設であってほし

3/21(日) 12:30～

3 位決定戦

いと思う。今まで開催してきた大会を下呂交流会館で開催するの

15:00～

ファイナル

はもちろんのこと、他の競技も含めて下呂交流会館独自の大会を
開催してもらえればと思う。

ホット

下呂交流会館アクティブ
下呂交流会館アクティブ 温 アリーナ
入場無料（入場整理券が必要です）

お知らせ
下呂交流会館“
下呂交流会館“アクティブ”
アクティブ”館内カフェ
館内カフェ
カフェ（
（喫茶スペース
喫茶スペース）
スペース）出店者募集
下呂交流会館では、館内カフェ(喫茶スペース
スペース)営業にかかる出店者を募集いたします。
希望者は、12 月 10 日（木）から 12 月 18 日（金）
（土日を除く）に現地見学・説明を行
行いますので、事前にご一報の
上、ご来館ください。説明の際に、募集要項
募集要項・申請書等をお渡ししますので、１月８日（
（金）までにご提出ください。
希望者多数の場合は、下呂交流会館で審査
審査の上決定させていただきます。
○営業内容
館内カフェ（喫茶スペース）運営
○応募期間
平成 21 年 12 月 10 日（木）～平成 22 年１月８
８日（金）17 時まで（必着）
※ただし、応募者は現地見学・説明に参加することを
することを条件とします。
○現地見学・説明
日時：平成 21 年 12 月 10 日（木）～12 月 18 日（金）９時から 17 時まで
場所：下呂交流会館“アクティブ”
○決定方法
申請書を審査し、１月 20 日（水）までに出店者
出店者を決定します。
お問い合わせ：下呂交流会館

TEL：0576-25
25-5000

施設利用申し
施設利用申し込み受付中
下呂交流会館では、来年４月以降ご利用の
の申込みを受付けております。
下呂交流会館は使用の規模や形態により、
、予約受付の時期が異なります。
・１年前から予約受付開始となるもの
・６か月前から予約受付開始となるもの

→

ホール全体やアリーナ全体を利用する大規模
大規模な大会等の催し
→

ホールやアリーナの一部を利用する会議や
や催し等

※ 定期的に練習等に利用する場合の「定期的
定期的な利用」は、通常の利用とは別の予約受付となります
となります。
「通常の利用」と「定期的な利用」については
については下記のとおりです。
◆「通常の利用」…利用したい月の６か月前
月前の月の初日に申込み開始
「通常の利用」とは
・単発の会議や集会、催し等
・不定期に開催する会議等
・２か月以上間隔をとって開かれるセミナーや
かれるセミナーや会議、催し等
◆「定期的な利用」…１年を３期に区分し
し、各区分の最初の月の２か月前までに申込み
・第１期…

４～ ７月 予約申込みは

２
２月１日まで

・第２期…

８～ 11 月 予約申込みは

６月１日まで

・第３期… 12 ～ ３月 予約申込みは 10 月 1 日まで

※第１期（４月～７月）に
に定期利用をご希望の方

「定期的な利用」とは

は、予約申込みが２月１日
日までとなっておりま
す。お早めにお申し込みください
みください。

・毎週○曜日、といった練習等
・毎週１回、毎月１回、といったセミナーや
といったセミナーや会議

下呂交流会館開設準備室は建物完成に
に伴い、12 月より事務所を移転いたします。新
新しい住所・電話番号等は
下記のとおりです。移転後すぐは電話等
電話等がつながらない可能性がございます。その
その場合お手数ですが、下呂
市役所萩原庁舎（0576-52-2000）までお
までお問い合わせください。
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