区長会だより

【第５８回市総体夏季大会結果報告】

６月定例区長会での主な内容をご報告いたします。
１

市役所防災防犯課から、８月９日（日）に阪谷地区で実施される
防災訓練の説明がありました。
訓練開始時刻が、８時３０分に変更になったこと、最初の避難場
所は各地区の集会所にすること、避難が完了したら、各地区の代表
数名が、阪谷小学校体育館に集合して防災講習会を受講することな

市総体夏季大会が６月８日（球技）に開催されました。28 日に開催
予定だった陸上競技・ゲートボール競技は雨天のため中止となり、今
年度のすべての競技を終了しました。阪谷の代表として出場してくだ
さった皆さんありがとうございました。結果は次のとおりです。
【得点種目】

・ソフトボール………第３位

どが確認されました。
２

・バレーボール女子…第５位

阪谷地区市長と語る会と大野市区長連合会市長と語る会の議題に

・バドミントン………第３位

ついて話し合われました。
①大野東インター付近に道の駅ができることに伴って、観光客を阪
谷地区へ誘客するための道路拡張や案内表示の強化について県や国
に働き掛けていって欲しい、②六呂師高原を中心にした阪谷地区の
再開発の促進について県へ働きかけて欲しい、③小中学生のスクー

・ゴルフ(4/26 開催)…第５位

・ソフトバレー女子…第４位
【公開種目】
・ソフトバレー男子…第５位 ※今大会のみ公開種目となりました
・ソフトバレーシルバーの部…第６位

ルバス利用について現状の問題点の説明と改善策について、④大野
市内全地区に何らかの女性の会を編成するよう働きかけて欲しい。

総合順位・・・第５位

などを話し合っていく予定です。大野市区長連合会市長と語る会は

結果の詳細については公民館までお問い合わせください。

７月２３日、阪谷地区市長と語る会は８月２０日に行います。
３

大野市文化財保護審議員をされている黒田区長会長からのお知ら

愛知県の道の駅に視察研修に行ってきました！
食育のふるさと阪谷をよくする会

せです。大野市としては、今後、
『古文書』
、
『仏像』について市指定
文化財を増やしていきたい意向があるとのこと。よって、阪谷地区
で眠っている古文書、仏像を発掘していきたいので、これはと思う
品がありましたら、黒田会長までお申し出てください。
４

世代間結づくり事業については、今年度は落合区が取り組むこと

駅「どんぐりの里いなぶ」に視察研修に行ってきました。
この道の駅は、２本の国道が交差する交通量の多い立地場所として
は最適な場所に建てられていました。施設全体の来訪者は年間１５０
万人から２００万人、道の駅の物販や飲食場所があるどんぐり横丁の

となりました。
５

６月２１日（日）に、１８名の参加者と、愛知県豊田市にある道の

大野市小学校再編計画（素案）の地区民対象の説明会が７月２９
日（水）午後７時３０分から阪谷公民館２階で開催されます。それ
に向けて、事前に阪谷地区の各種団体の代表等に集まっていただき、
素案に対する阪谷地区の意見をまとめる予定です。

楽しみにしていること
森 好美（不動堂）
現在、子育て中の私が楽しみにしていることがあります。
１つ目は、親子で活動に参加出来る、
『愛育会』と『幼保園』です。
子供たちは、すぐに打ち解けて、一緒に遊んでいます。また、親どう
しも、子供の事を、きっかけに、様々な話などをして、和気あいあい
とした活動になっています。
２つ目は、地区の『婦人会』活動への参加です。加入者は、様々で
すが、そんな事、関係なく一緒に、講習を受けたり、食事会を開いた
り等、親睦を深めています。こちらの活動も、親子で参加することが、
多くあります。それでも、活動に参加している方が、温かく子供たち
の相手もしてもらっているので、大変有難いです。
以上の２つの活動は、とっても楽しいので、できる限り、参加する
ようにしています。
さらに、今春から子供の一人が、小学校に入りました。これにより
大変さも増しました。が、その分だけ多く人と、関わる機会が増えま
した。
最後に、人との関わりは、煩わしいこともあります。それでも、私
は、様々な考えを持った人と、話や活動を一緒にする中で、私自身も
成長することがあり、有難く、喜びでもあります。子育ては勿論。多
くの人に支えられているからこそ、楽しんでいられるのだと思います。
「ありがとう。
」

レジ通過者は５０万人以上となっており、２６年度は２億８千万円以
上の売り上げがあったとのことでした。平成１１年にオープンし、今
年の１１月には来場者が７００万人になる勢いであり、その１１月に
大感謝祭を行うとのことでした。
物販部門の売れ筋は地元産米「ミネアサヒ」の米粉を使った米粉入
りパン、ソフトクリーム、炭焼きフランクフルトなどです。どれも大
変おいしい味でした。
また、地元野菜もたくさん販売されておりましたが、これらを販売
するには、地元の農協が事務局をして
いる出荷組合に加盟している組合員し
か出荷できない仕組みとなっており、
委託販売をしているとのことでした。
はたして５年後に大野東インター付
近にできる道の駅では、どのような販
売体制になって、阪谷地区の特産品、
加工品がどのように並ぶのでしょうか。

さくらんぼ愛育会・家庭教育学級

開講式

５月３１日（日）にさくらんぼ愛育会・家庭教育学級の開講式が
開催されました。伊藤晃子さん（御領）による親子ふれあい遊びで
楽しく心と体をほぐしました。
その後はお茶を飲みながら情報交
換。子育て真っ最中の皆さん、普段
は地区内の同世代同士なかなか話す
機会がありませんが、ゆっくりと
話すよい時間になったようです。

食育の祖「石塚左玄」の料理教室を開催しました！
６月２０日(土)に、今年度第１回目となります食育の祖「石塚左玄」
の料理教室が、１０名の参加者で開催されました。講師は、昨年に引
き続き、NPO 法人フードヘルス石塚左玄塾の佐々木先生、吉江先生
です。今回は、玄米ご飯、野菜とそうめんのすまし汁、豆腐で作るう
なぎもどき、緑豆春雨とにらの梅サラダ、小いもの味噌からめ、黒ご
ま豆乳プリンの６品を作りました。自然素材を生かした料理や野菜を
おいしく食べられる料理を教えていただけたと大好評でした。
初めて料理教室に参加した館長からは、
「大変良い経験をすること
が出来ました。速水もこみちを目指します！」とのことでした。
今後に期待です。
次回の料理教室は、８月２９日
（土）午前９時３０分から午後１
時です。ご興味がありましたらお
問い合わせください♪

夏休み初日！今年もラジオ体操のつどいを開催します！
７月２１日（火）
、朝７時から、阪谷小学校前駐車場において、子
どもたちは、夏休みの間規則正しい生活が送れるように、地区民のみ
なさんは、健康な毎日を過ごせるようにと、
『ラジオ体操のつどい』
を開催します。みなさん、一緒にラジオ体操に取り組み、気持ちの良
い汗を流しましょう！
日

時：平成２７年７月２１日（火）
午前７時００分から午前７時４０分

会

場：阪谷小学校前駐車場【雨天の場合は、阪谷小学校体育館】

日

程：７：００までに

集合

７：００～７：０５

始めのあいさつ

７：０５～７：２０

リズム体操など

７：２５～７：３５

ラジオ体操 第１、第２

７：３５～７：４０

終わりのあいさつ

在宅療養講座【高齢者対象】のお知らせ
人生の最期を、どのように迎えたいか考えたことはありますか？住
み慣れた阪谷地区や家で、最期まで自分らしく暮すことは不可能だと
諦めてはいませんか？
実は、病気や寝たきりになっても、様々なサービスを上手く使うこ
とで、最期まで住み慣れた場所で家族と共に過ごすことができます。
また、介護者の負担も減らすことができます。
講座の中では、山川医院の山川先生によるお話や、医師・歯科医師・
看護師・ヘルパーなどの多職種からなるグループのメンバーが、阪谷
地区を舞台とした寸劇を行います。寸劇の中では、在宅医療や介護保
険、介護サービスについて分かりやすくお話しをします。
また、送迎のバスが出ますので、参加される方は 7 月 10 日(金)まで
に、阪谷公民館または大野市役所健康長寿課まで、電話または直接申
し込みをお願いします。
講
義：山川医院 山川 秀先生による「在宅医療」について
寸
劇：(仮)「支え合いの町、阪谷地区で安心して
最期まで過ごすために」
日
時：平成 27 年 7 月 30 日(木) 午後 1 時 30 分～3 時
場
所：阪谷公民館
対 象 者：６５歳以上
参 加 費：なし
送迎バス：あり(申込がないと利用できませんのでご注意下さい。)
申込〆切：7 月 10 日(金)
バスの時間は後日お知らせします。
申込・問合先：阪谷公民館(67-1111)、大野市役所健康長寿課(65-7333)
※１１月に【６５歳以下の働き盛りの男女を対象とした在宅療養講座】
を開催する予定です。後日館報にてお知らせします。

小中学校再編計画（素案）の地区説明会開催！

ツ、
「また作って！！」の声に応えまして再販い

大野市では、平成２７年２月に、児童生徒のよりよい教育環境を目
指して「大野市小中学校再編計画（素案）」を策定しました。５月～
７月にかけて各地区長会、小中学校保護者会等へ説明を行っていま
す。大野市教育委員会は、阪谷地区住民の皆様を対象とした説明会を
下記日程のとおり開催し、将来を担う子どもの教育環境について、ご
意見をお願いしたいとのことなので、多数の地区民のご参加をお願い
いたします。
日時：平成２７年７月２９日（水） 午後７時３０分から
会場：阪谷公民館２階

たします！今年のカラーは、昨年に引き続き、

参加について：阪谷地区民どなたでも参加できます。申し込みは不要です。

さかずきんちゃん T シャツ今年も作ります！
みなさんに大好評のさかずきんちゃん T シャ

定番の【ネイビー】に、新色として、ひまわり
をイメージする【イエロー】
、ビビッドカラーで

スターランドさかだに「せせらぎ水路」

県営事業第 3 次中山間地域総合整備事業（大野東部土地改良区阪谷
地区）にて造成されたスターランドさかだにせせらぎ水路が平成 27
メージする【ライムグリーン】、そして館長イチオシの【ワインレッ
年 7 月に完成いたします。せせらぎ水路の計画に伴いアイデアを募集
ド】の合計５色をご準備いたします！ サイズは、140cm、150cm、 しましたところ、御領の伊藤ひろまさ君（尚哉さん、晃子さん）をは
160cm、S、M、L、XL の７サイズで、男女兼用サイズです。素材は、 じめ 2 組に応募いただきました。本当にありがとうございました。
ポリエステル１００％です。値段は、１枚１，６００円を予定してお
また、今年 2 月に館報で募集させていただきました「せせらぎ水路」
の管理者は、蓑道の村上誠二さんに決まりました。
ります。
大野東部土地改良区
購入希望者は、お電話などで、公民館（TEL６７－１１１１）まで、
・
元気が出る【オレンジ】
、六呂師高原の牧草をイ

お名前、
・希望カラー、
・枚数、
・サイズ、
・連絡先をお伝えください。
申し込み締め切りは、7 月１４日（火）です。納品予定は７月２８
日（火）です。たくさんのお申し込みをお待ちしております。
みんなで、新色さかずきんちゃん T シャツを着て、阪谷夏まつりに
遊びに行こう！

～パコーン教室～ 少年教室
７月９日(木)から練習が始まります。見学だけでもＯＫです。
詳しくはチラシをご確認ください！

阪谷の巨岩がウララに載りました！
今月号の月刊ウララ 7 月
号、ふくい遺産のコーナー
P３９に、八町区の巨岩が
取り上げられました！

７月の行事予定
2 日(木）陶芸教室②P7:00
3 日(金）女性学級「ヨガ教室」P7:30
5 日(日）こだわり野菜を食するつどい A11:30
7 日(火）文化講座「クラフトバッグづくり講座」P1:30
9 日(木）少年教室「パコーン教室」
10 日(金）さくらんぼ愛育会定例会 P7:00、
区長会視察研修（～11 日）
12 日(日）地区ゲートボール大会 A8:00
桃木峠の大杉奉仕作業
16 日(木）少年教室「パコーン教室」、陶芸教室③P7:00
17 日(金）お出かけほっとサロン
23 日(木）少年教室「パコーン教室」
29 日(水）小中再編計画阪谷地区説明会 P7:30
30 日(木）在宅療養講座 P2:00、少年教室「パコーン教室」

