区長会だより ５月定例区長会での主な内容をご報告します。

各大会が続きます。

みなさん参加してスポーツを楽しみましょう！
１ 区長会に先立ちまして、阪谷地区福祉委員と語る会を行いました。
当日は、７名の福祉委員が出席され、阪谷地区福祉委員会 加藤会 地区総体球技大会
長の司会のもと、区長との意見交換等が実施されました。その中で、
◇ソフトボール大会
福祉委員が住みよい阪谷地区を目指して活動されていること、具体
日時：６月７日（日）午前８時開会 ※雨天中止
的な業務内容の紹介や、日頃の活動で区長や民生委員との連携の必
会場：阪谷小学校 グラウンド
要性が話し合われました。その中で出たアイデアは、①サロンの計
◇ゲートボール大会
画表を区長に届けて、サロンへの参加を呼びかけてもらう。②一人
日時：７月１２日（日）午前８時開会予定 ※雨天中止
＊当初と日程が変更になりました
暮らしの方が、入院する、子どもの所で生活するなど、長期に家を
会場：阪谷小学校 グラウンド
空けるような情報を区長が知ったら、その情報を福祉委員にも伝え
て欲しい。ということです。
２ 先月の館報の区長会だよりでもお知らせいたしましたが、スター 第５８回大野市総体夏季大会
ランドさかだに振興会の新会長、副会長が、区長会役員会を経て、
市総体各種競技会が開催されます。日程・会場は下記のとおりです。
今月の区長会に提案され、次のとおり選任されました。任期は３年 ６月１４日（日）
【球技・相撲】
≪午前８時３０分開会≫
です。
◇ソフトボール‥‥‥‥奥越ふれあい公園 多目的グラウンド
会長：黒田 宗雲 氏（堂嶋） 副会長：森嶋 正幸 氏（落合）
◇バレーボール‥‥‥‥エキサイト広場 アリーナ
３ 教育委員会から、区長会に対して、大野市小中学校再編計画（素
◇卓球‥‥‥‥‥‥‥‥陽明中学校 体育館
案）と今後のスケジュール案についての説明がありました。説明の
◇バドミントン‥‥‥‥まちなか交流センター 体育館
後、区長から意見や質疑応答などがありました。教育委員会として
◇ソフトバレーボール‥多田記念有終会館 体育館
は、７月までに市内全域での説明を終えたいとのことであり、それ
≪午前９時開会≫
までに区長会に対して再度説明の機会を持ってもよいとの意向が示
◇相撲‥‥‥‥‥‥‥‥エキサイト広場 相撲場
されました。
黒田区長会長は、この問題は区長会だけ、PTA だけということで ６月２８日（日）
【陸上・ゲートボール】
はなく、地区全体の問題と捉え、地区内の各団体と合同で話し合い
≪午前７時３０分開会≫
をしていきたい意向を示しました。
◇ゲートボール‥‥奥越ふれあい公園 ゲートボール場
４ 阪谷子育てクラブの役員から、たくさんの協力金をいただけたこ
≪午前８時開会≫
とへのお礼と、今後の協力金の活用方法については、おやつ代、活
◇陸上‥‥‥‥‥‥奥越ふれあい公園 陸上競技場
動費、保護者対象の勉強会などに活用していきたいとの説明があり
阪谷体協から選手依頼がお手元に届きましたら、ご快諾いただきま
ました。
すようお願いいたします。
城の下公園清掃 お疲れ様でした！
５月２１日（木）によくす
地区のみなさん、是非、応援・観戦にお出かけください！
る会総務部と、シルバー人材センター阪谷地区の会員との合同清掃作
業により、阪谷地区の玄関口の【城の下公園】がきれいになりました。

第8回

自然とともに

こだわり野菜を食するつどい
前田真弓（大月）

阪谷に住み始めて 5 年が経ちました。近所の方も温かく受け入れ
て下さり、おかげさまで二人の子供も伸び伸びと成長しています。
人とのつながりも徐々に増え、この「結」を書かせて頂けるように
なりました。これも私に「結」ができたからであり、ありがたく、
嬉しく思います。
毎日、慌ただしく時間が過ぎ、時には疲れてしまうこともありま
すが、そんなとき、ふと、私を癒してくれるのは、ここ阪谷の自然
です。大野市内を一望できる広大な眺めと小鳥のさえずり。満天の
星空と眼下の夜景。忙しさで一杯一杯になっている私をほぐしてく
れます。子供たちは、学校から帰ってもランドセルを玄関に置いた
まま、暗くなるまで外で遊んでいます。休みの日も朝から外へ。大
声を出して田んぼをかけまわり、小川のカニを捕まえ、時には田ん
ぼにやってきたキジをそっと追いかけることも。毎日、泣いたり笑
ったりの子供たちのまわりにはいつも雄大な自然があります。近所
の方も温かく見守って下さり、安心して外で遊ばせることができま
す。とてもありがたい環境です。
これからも、ここ阪谷の雄大な自然に、時には癒され、時にはエ
ネルギーをもらいながら、心身ともに健やかであり続けたいと思い
ます。

日

時

７月５日（日）
午前１１時３０分から午後１時まで
（午後０時３０分受付終了）

＊内容を充実させ、皆様に喜んでいただくために、今年は 1 回の開
催となりました。お間違えのないようにご注意ください。
会

場

スターランドさかだに

内

容

地元の野菜を使ったこだわりバイキング料理
≪新しいメニューもありますよ≫

前売り券の発売 ６月５日（金）から販売開始

先着１００名

大人（中学生以上）１，５００円
小学生
前売り券取扱先

５００円（小学生未満無料）
市内各公民館、 スターランドさかだに
大野市観光協会、 平成大野屋（結楽座）

公民館からのお願い
この日に、さかずきんちゃんの中に入ってくれる人を大募集して
います！さかずきんちゃんになりきって、お客様を温かく迎えて欲
しいなぁと思っています。ご協力できる方は、公民館までご連絡く
ださい！

～福祉講演会～
「今日から始めるココロとカラダのパワーアップ」

陶芸教室について
日

時：平成２７年６月から１１月にかけて
毎月第１、３木曜日の１０回

わかりやすい体操とユーモアたっぷりのお話で、

午後 7 時から

心身ともにパワーアップしましょう！
日

時

受講料：無

6 月 19 日（金）13:30～

会

（受付 13:00～）
場

阪谷公民館

講

師

山本 進 さん（鯖江市・理学療法士）

２階和室

講

場：大野市大月５－８－１

各集落のサロン代表または福祉委員へ申込んでください

師：中村鐵遷 さん

クラフトバッグづくり教室

期 日

６月２１日（日） 午前７時３０分出発予定

行 先

道の駅「どんぐりの里いなぶ」（愛知県豊田市）
・どんぐり横丁（稲武の農産物加工品、高原野菜販売など）
・稲武温泉どんぐりの湯（さらりとした泉質の天然温泉）

６月２３日・３０日 ７月７日（火）

参加費

午後１時３０分～３時３０分
会

場

無 料

材料代

クラフトテープを購入する場合は実費
公民館にクラフトテープの見本がありますので、
申込時に色を選んでください

持ち物

メジャー(またはコンベックス)、はさみ、洗濯バサミ

申込み

６月８日（月）までに

阪谷公民館に

女性学級「女性のためのヨガ教室」受講生募集中
時

７月３日（金）午後７:３０

講

師

飛石めぐみさん（YOGA インストラクター）
６月２６日（金）阪谷公民館

9月

3 日（土）

日 時：第１回

６月２０日（土）午前９時３０分から午後１時

第２回

９月１２日（土）午前９時３０分から午後１時

第３回 １１月２１日（土）午前９時３０分から午後１時
３月１２日（土）午前９時３０分から午後１時

会 場：阪谷公民館 調理室、会議室
定 員：各回１５名程度（先着順）

すべての回に参加することも可能です。開催日の３日前までに申し込ん
でください。

スケッチを通して自然を再発見
自然豊かな阪谷を観察し、心に残ったものをスケッチしよう
④

一緒に訓えを習い、一緒に料理を作って会食しましょう♪

※１回だけの参加も可能です。希望する回に申し込みをしてください。

阪谷フィールドスケッチ講座

6 月 13 日（土） ② 7 月 12 日（日）③

訓えをもとにした料理教室を今年も年４回開催します。

参加料：１回５００円

詳細はチラシをご覧ください

①

食育の祖石塚左玄ゆかりの地である阪谷地区で、石塚左玄の食育の

第４回

日

5 日（土）⑤１０月

２５名（先着）

「食育の祖石塚左玄」の料理教室を開催！

（大きいバッグで７５０円程度）

文化講座

定 員

し込みください。申込〆切は 6 月 8 日（月）です。

受講料

＊

４，０００円

＊ 人数に少し余裕があります。参加希望の方は、お早めにお申

阪谷公民館

申込〆切

締 切：6 月 11 日（木）

一日視察研修の参加者募集

初めて作る方も、経験者も大歓迎！
時

定 員：10 人（先着）

食育のふるさと阪谷をよくする会

＊おいしいお茶とお菓子をご用意いたします

日

越前おおの桃木窯

持ち物：エプロン、古いタオル

６月１５日（月）

ワンランク上の

料 ＊粘土代、釉薬代等その都度実費集金

申込先：阪谷公民館（６７－１１１１）

会

申込〆切

（初回は 6/18）

8月

8 日（土）

午前 9:00～11:30

注日程が変更になりましたのでご注意ください
まだ、間に合います。阪谷公民館にお申込みください。

【公民館を利用される方へ】
阪谷公民館を利用された方は、窓口に設置してあります《阪
谷公民館利用報告》を必ず記入してください。

大野市教育理念
明倫の心を重んじ 育てよう

大野人

阪谷夏まつり参加者募集中
８月１日（土）は、阪谷夏まつりです。今年も楽しい企画を計画
中です。イベント出演者、模擬店出店者募集中です。

６月の行事予定
3 日(水）まつり企画部会 P7:30
6 日(土）福祉ふれあいまつり
7 日(日）地区総体ソフトボール大会 A8:00
8 日(月）赤十字奉仕団役員会 P7:30
9 日(火) ふわわ女性の会幹部役員会 P7:30
13 日(土）阪谷フィールドスケッチ講座 A9:00
14 日(日）市総体球技・相撲大会
16 日(火）ふわわ女性の会役員会 A7:30、
体協理事会 P7:30、あみものクラブ P1:30
17 日(水）福寿会一泊旅行（～18 日）
18 日(木）陶芸教室①P7:00
19 日(金）福祉講演会 P1:30、編集委員会 P7:00
21 日(日）よくする会視察研修、アルミ缶回収
22 日(月）定例区長会 P7:30
23 日(火）クラフトバッグづくり教室①P1:30
28 日(日）市総体陸上競技会・ゲートボール大会
30 日(火）おでかけほっとサロン
クラフトバッグづくり教室②P1:30

