
 飯降山の伝説について、小山小学校
４年生が手作り紙芝居を発表します。
時間は２０分程を予定しております。
 どなたでもご覧頂けますので是非い
らしてください。
日時：１月１８日（水）ＰＭ１：３０
場所：小山公民館和室

二十歳のつどいのお知らせ

グループほかほか
毎月第１・第３火曜日　AM10:00
　　　 　　　   　　　水墨画　土筆の会

　

新 庄 地 区

　 ４日（水）缶類
　 ５日（木）その他紙類
１１日（水）ビン類
１２日（木）新聞紙・紙パック
１８日（水）缶類
１９日（木）その他紙類
２５日（水）ペットボトル
２６日（木）ダンボール

資 源 回 収

休日ゴミ受付日
１月２2日（日）

※ 感染症の拡大状況により、予定が変更になることがあります。公民館利用の際はマスクを持参してください。

 

新 庄 地 区 以 外

　 ４日（水）缶類
    9日（月・祝）その他紙類
１１日（水）ペットボトル
１６日（月）新聞紙・紙パック
１８日（水）缶類
２３日（月）その他紙類
２５日（水）ビン類
３０日（月）ダンボール

明けましておめでとうございます
皆様のご健康とご多幸を
お祈り申し上げます

１ 月 の 予 定

 大野市の二十歳のつどいが１月８日（日）大野市文化会館で開催されます。
 小山地区の二十歳は２０名です。また令和４年から成人年齢が引き下げら
れ、１８歳から成人になりました。
 今回、小山地区から成人になられた方は、５２名（１８歳１２名、１９歳
２０名、２０歳２０名）です。おめでとうございます。
 新型コロナウイルス感染症拡大状況等により、二十歳のつどいが中止にな
る場合があります。その際は大野市ホームページ等でお知らせします。

　　１日（日）～３日（火）公民館年始休み

 １１日（水）大正琴　ＡＭ９：００

　　　　　　　　　小山放課後子ども教室安全管理員定例会　ＰＭ１：００

１４日（土）もぐもぐランチ　正午

１５日（日）愛育会親子ヨーガ教室　ＡＭ９：００

　　　　　　　　　愛育会親子陶芸教室　ＡＭ１０：００

１８日（水）小山小学校紙芝居発表　PＭ１：３０

１９日（木）小山ささえ愛隊会議　ＰＭ７：００

２１日（土）百福の会　ＰＭ１：３０

２３日（月）区長会総会　ＰＭ７：００

２５日（水）大正琴　ＡＭ９：００

開催日時：１月１４日（土） 正午～    
場  所：小山公民館玄関前
お弁当代：大人３００円 子ども１００円  
（※来られた方の分のみのお渡しになります。）

１月のもぐもぐランチのお知らせ

 令和５年２月５日、九頭竜ス
キー場とＤＡＩＮＯＵスポーツラ
ンドにて
「令和４年度大野市民スポーツ大
会スキー競技の部」が開催されま
す。
 出場依頼がありましたら、
参加のご協力をお願いいた
します。 やさしい小山ささえ愛隊の活動報告

 １２月１５日に第３８回の会議を開催しました。引き続き「地区の困りごと」
を解決するモデル地区の立ち上げを実現させるための具体的な進め方を協議しま
した。また、地区の方が集い、気軽に会話を楽しめるような場所作りを検討して
いくこととしました。
 

 今年も宜しくお願いします！！
　コロナが治まって皆で会食できる日が一日も早く
訪れることを祈って、今年もおいしいメニューを腕
をふるって頑張ります。
       　　　　　　     スタッフ一同

１２月には阪谷小学校の皆さんが
育てた大根の差し入れがあり、
キャベツのゆかり和え、紅白なま
す、ポトフの具として活躍してく
れました。

食材提供のお礼

小山ささえ愛隊の活動に興味のある方は小山公民館（担当：嶋田）までご連絡ください。

Email:oyama-k@city.fukui-ono.lg.jp
HP:http://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/kouminkan/oyama-k/index.html 

明倫の心を重んじ
育てよう　大野人

（おおのびと）

令和５年１月１日発行

　　第２９１号

大野市小山公民館
大野市下舌１０－９
TEL　６６－２４６８

FAX　６９－９０７８

紙 芝 居 の ご 案 内



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 久保先生いつも授業でい

つも分からないところをく

わしく説明してくれてあり

がとうございます。他にも

ちがう漢字を分かりやすく

直してくれてありがとうご

ざいました。 

 村田 湧盛（南春日野） 

―感謝のメッセージ― 

うさぎ年生まれの方から心

温まる感謝のことばが届きま

した。 

（原文のまま・順不同・敬称略） 

 朝早く起きて、私と長男

と自分の弁当と朝ご飯を作

って仕事に行き、いつも笑

顔で家族の為に頑張ってい

る。そんな妻に心から「あ

りがとう」と感謝の言葉を

伝えたいです。 

 村田 吉生（南春日野） 

 いつの間にか、７０歳が

過ぎお陰様で健康でいられ

ることに日々感謝していま

す。そして自然豊かな大野

で暮らせること、心あたた

かなご近所の人達、周りの

人に、「ありがとう」と言い

たいです。 

 山岸 美登里（鍬掛） 

 お母さんへ 

 いつもご販やそうじなど

家の事をやってくれてあり

がとうございます。 

 印牧 拓玖（右近次郎） 

 いつも、学校で、困って

いたら、やさしく声をかけ

たり、分からない問題のヒ

ントを教えてくれてありが

とうございます。 

 北山 奈那（南春日野） 

 歌会始のお題は友です。 

７０を過ぎ友が居るありが

たさ、楽しさを実感します。

安らぎを得る同級生、いろ

んな事が学べる区民の人

達、感謝する事の多い日々

です。今年も友を大事にす

る事を忘れず生活して行き

たいです。 

 佐々木 三郎（地頭方） 

友達へ 

 いつも遊んだり話して楽

しませてくれてありがと

う。これからもいっしょに

遊んでね。 

 西川 凛（下舌） 

 お母さん、お父さん、い

つもありがとう。私達の為

に、家事をしてくれている

お母さん、朝早くから仕事

にいっているお父さん、こ

れからもよろしくお願いし

ます。 

 安川 うた（下舌） 

 私は、この日本と言う国

に感謝します。ウクライナ

の戦争で国民が犠牲になっ

ているのを見て、心が痛み

ます。好きなコンサートを

聞きに行ったり、連日テレ

ビでワールドカップを見て

感動出来る、平和で安全な

日本に生まれ本当に感謝し

ています。 

 指岡 惠美子（下舌） 

 地区内在住ではありませ

んが、卯年生まれですので、

掲載させていただきます。 

 ５ヶ月前に赴任した私に

対し、公民館で働く仲間を

はじめ、地区の皆さんは暖

かく見守りながら色々教え

てくださいましたこと、本

当に感謝しています。令和

５年がすばらしい年になる

よう頑張ってまいります。 

嶋田洋平（小山公民館） 

 ６月に従兄弟を亡くし、

故人にはお世話になりまし

た。私はパート勤めで、偶

然にも職場が故人と縁りの

ある職に携わることにな

り、故人を偲んでます。目

を細めて笑顔で会話する姿

忘れません。ありがとう。 

 吉村 康作（新庄） 

たくさんの感謝のメッセージをご寄稿いただき、ありがとうございました。 

 稼いで間もなく小山の農

協に長年勤務し多くの方と

接する事が出来た私は幸せ

者だと感謝しています。 

 そして頼りのない私に労

いの言葉を掛けてくれる家

族の皆、楽しく過ごせる毎

日が幸せです。 

 安田 由美子（下舌） 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

親子クリスマス会★小山愛育会 
 １２月１１日（日）、クリスマス会を開催しまし

た。 
 毎年恒例のクリスマスケーキ作りの後に、保育

士の会員さんが出し物をしてくれました♪ 
 なぞなぞに答えながらお話を聞いたり、手遊び

をしたり、笑いながら楽しい時間を過ごしました。 
 最後に子どもたちには、クリスマスにちなんだ

絵本がプレゼントされ、大喜びでした♪ 
 小山愛育会では、次のとおり１月に小山公民館

と共催で講座をします。会員以外の方も参加でき

ますので、気軽にお申込みください。 

「冷えとりヨーガ教室」を開催しました 
小山公民館健康作り講座「冷えとりヨーガ教室」が１１月１７日

（木）から毎週木曜日、全４回で開催されました。 
講師に飛石めぐみさんをお迎えし、体の豆知識を聞きながら、自分

の身体や心に目を向けてヨーガをしました。 
秋の体の「冷え」は冬の体調不良につながるそうです。体の中の巡

りが良くなるヨーガをして、みなさん冬に備えました。 
ご夫婦で参加された方もいて、前回よりも男性の参加者が増えまし

た。 
 

クリスマスツリーの飾り付けをしました★ 
 １２月９日（金）に、放課後子ども教室に参加していた１・２年生

の子ども達と、クリスマスツリーの飾りつけをしました。 
 素敵なツリーに仕上げてくれてありがとうございました♪ 

親子ヨーガ教室＆陶芸教室 参加者募集中♪ 
日 時 １月１５日（日）   場 所 小山公民館 

★ヨーガ：午前９時から約１時間  ●陶芸：午前１０時から約２時間 
講 師 ★ヨーガ：飛石めぐみさん     ●陶芸：宮前敏雄さん  島田登茂子さん 
参加費 ★ヨーガは参加費無料です     ●粘土代１作品につき５００円を当日集金します。 
対 象 未就学児とその保護者。ただし、小学生までの兄弟も参加可能（先着１２家族） 
持ち物 飲み物、汗拭きタオル、陶芸につかう汚れてもいいタオル 
申込み 小山公民館（６６－２４６８） 
締 切 １月６日（金） 
 

陶芸は、フクロウの置物 
をつくります♪ 


