大野市教育理念
明倫の心を重んじ

区長会だより ４月定例区長会での主な内容を報告します。
１

阪谷福寿会総会開催

市役所商工観光振興課から、今年度整備される六呂師高原スキ
ーパーク夏用ゲレンデについての整備内容の説明がありました。

育てよう 大野人

4 月 12 日(水)うらら館におきまして、平成２８年度総会が開催

この夏用ゲレンデは熱による芝生劣化を防ぐ目的で、気温が高く

されました。議案事項について審議され、それぞれ可決承認され

なる時期にスプリンクラーで打ち水程度の水を撒く計画であり

ました。役員、家庭相談員は下記のとおりです。

ますが、このことにより水を取り込む川の下流域の集落から、渇

（敬称略）

水期における農地への水不足を心配される声が区長会に届けら

会 長

石塚昭夫（萩ヶ野）

れています。

副会長

庵下重治（蓑道）、川端千津子（松丸）

監 事

中出建一（森本）、湯下忠治（南六呂師）

顧 問
クラブ名

起橋信之（松丸）
クラブ長

黒田区長会長は、この問題は阪谷地区全体の問題として考え、
必要とあらば、何らかの合意文書もしくは覚書を、阪谷地区区
長会と福井県との間で取り交わす必要性があるとの認識を示さ
れました。
２

小嶋タウンマネージャーから、阪谷地区においてオリーブによ
る地域振興をしてはどうかとの提案説明を受けました。オリーブ
は付加価値が高いのと観光に適しているという理由で、オリーブ
栽培をし、そこからオイルを搾り、観光の売りにしていってはど
うかという内容です。阪谷地区での栽培を勧めている理由は、傾
斜地であり、ヨーロッパを思わせる景勝地であるという理由から
でありました。

３

大野市鳥獣害対策協議会委員の改選により、引き続き黒田区長
会長に阪谷地区代表として本協議会に委員として参画していた
だくことに決まりました。

４

本年度の阪谷地区戦没者慰霊祭を５月２７日（土）午前１０時
から行う事が確認されました。

５

家庭相談員

寿

中出 傳富（橋爪）

九頭龍加代子（柿ヶ嶋）

九頭龍

岩本喜代英（松丸）

松田さだ子（森本）

唐谷

石塚 昭夫（萩ヶ野）

石塚多鶴子（萩ヶ野）

桃木

庵下 重治（蓑道）

庵下 重治（蓑道）

六呂師

湯下繁雄（南六呂師）

深田さよ子（南六呂師）

新規会員募集中です。楽しく福寿会活動をしましょう。
入会希望の方は、阪谷公民館又は、集落の連絡員さんにご連絡く
ださい。
※総会で
米寿の表彰、新
役員の紹介
を行いまし
た。

地区花だんコンクールの内容説明と地区助成金の配付が行わ
れました。今年度の花だんの花の種類は、一切制限が無くなりま

「第２の人生」

した。また、今年度も引き続き、各集落からの花だんコンクール
に取り組んでいただく意気込み等のアピールも審査項目に含ま
れる事などを説明いたしました。
６

福井しあわせ元気国体開催に向けての花いっぱい運動の協力
依頼が大野市実行委員会から来ており、その依頼内容の説明を行
い、各地区で取り組んでいただけることとなりました。必要資材
は６月中旬以降、区長宅に届けることとなりました。

７

阪谷地区防災訓練の在り方について協議されました。今年度
は、８月６日（日）午前８時３０分から防災行政スピーカーから
の避難指示放送のもと、各集落の自主避難所への避難、人員確認
と防災トランシーバーを使用した公民館への連絡訓練のみを行
うこととなりました。

８

大野市が平成２８年度から行っている、地域に残る年中行事、
風習、芸能、景観などを次世代に引き継いで行こうという趣旨の
もと行っている結の故郷伝統文化「おおの遺産」という事業の認
証審査会において、阪谷地区の巨岩群が景観部門で認証されまし
た。今後は、食育のふるさと阪谷をよくする会でこの認証交付を

田原

祐子（南六呂師）

今年 3 月で 37 年間の勤め人人生を終えた。定年まであと 1 年あっ
たが、愛娘の妊娠を機に、子育てを応援してやりたいと、易く意を決
した。
「さて、第 2 の人生、自分は何をやりたいのか・・・」第 2 の自分
探しは、人生を振り返り考える良い機会であった。あれも、これも、
それも、ｅｔｃ。やりたいことやすべきことが、次から次へと浮かん
では消え、消えては浮かび・・・そして最後に心が叫んだ答えは「農
業」だった。農業というと大げさかもしれないが、土と触れ合うこと。
実母の田畑で働く姿が心を押した。私も母のようになりたい。カエル
の子はカエル。第 2 の人生を、この阪谷の六呂師の地で、花や野菜を
育てながら大地と共に生きていきたいと思う。
先日、ＪＡ女性部主催の「土づくりセミナー」に出席した。顔なじ
みの阪谷の方が多くおられて、とても嬉しかった。どうぞ諸先輩の皆
様、新米の私をこれからもよろしくお願い致します。

受けて、巨岩群を次世代に引き継で行くかを考えていくこととな
りますが、認証交付を受ける前に、各集落において認証交付を受
けるにあたっての問題点や巨岩群を守っていくルール作り等に
関する意見を取りまとめることとなりました。

国民の祝日に国旗掲揚を
大野市では、国民の祝日に国旗を掲げる運動を推進しています。

石塚左玄料理教室日程決まる！

平成 29 年度阪谷地区総体
ソフトバレーボール大会

今年度の石塚左玄料理教室は下記の日程で開催いたします。次回
の館報で第１回目のメニューをお知らせいたします。お楽しみにし
ていてください。参加申し込み絶賛受付中です。
日

時：第１回目 6 月 10 日（土）

４月２３日(日)に阪谷小学校体育館にてソフトバレーボール大会が開

第２回目 7 月 29 日（土） 催されました。

第３回目 10 月 7 日 (土)

【試合結果】

時間は全て午前９時３０分からです。
会

場：阪谷公民館料理室（受付は１階会議室）

参加料：１回５００円（その都度受付で集金します）
申

込：開催日の４日前の火曜日までに申し込んでください。
１回目の締切りは６月６日（火）です。

陶芸教室スタートします
時：平成２９年６月から１１月の第１、３木曜日の１０回
(初回は 6/15 最終回は 11/2) 午後７時から９時まで
受講料：粘土代をその都度実費集金
会 場：大野市大月５－８－１ 越前おおの阪谷桃木窯の館
申込先：阪谷公民館（６７－１１１１）
講 師：中村鐡遷（てっせん）さん
定 員：１２名（先着）
持ち物：エプロン、古いタオル
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日

【お知らせ】続いて 6 月 4 日(日)にソフトボール大会、7 月 9 日(日)
にゲートボール大会が予定されています。みなさま気軽に参加してス
ポーツでも阪谷を盛り上げていきましょう！
地区のみなさまのご参加・ご協力をお待ちしております。

第６０回大野市総合体育大会

球技・相撲の部

とき：６月１１日（日）
このたび阪谷駐在所で勤務することになりました中田です。

選手出場依頼がお手元に届きましたら、ご快諾していただきますよう、

皆様のお力になれるよう努力してまいりますのでよろしくお願い

お願いいたします。

致します。

また、ゴルフ競技は４月３０日（日）にフクイカントリークラブで開

さて、現在福井県内では、振り込め詐欺と思われる不審電話が多

催されました。

数確認されており、大野市内でも実際にお金をだまし取られる被

阪谷代表として出場してくださった選手の方々お疲れ様でした。

害が出ています。
不審電話には、
・息子等の家族の名前を名乗る。

※ふれあい公園陸上競技場改修工事のため第 60・61 回市総体陸上競技
の部は開催しないことが大野市体育協会で決定しました。

・会社のお金を使い込んでしまい解雇される、
お金を払わなければならない。等と話す。

さくらんぼ愛育会会員募集！

・お金を要求する前に、風邪をひいて声が変わった。と、話す。
などの特徴があります。
このような電話があった際は、１人で悩まずに先ず家族や警察に
相談するようにしてください。

就学前のお子さんがいらっしゃるご家庭の方、阪谷さくらんぼ愛育
会に入会しませんか？今年も親子で楽しめる行事を企画しています。
バスに乗って出かけたり、親子で楽しめる講座に参加したり、また、
お母さん同士の情報交換の場として一緒に楽しみましょう！

ふわわ女性の会 アルミ缶回収のお願い
昨年はアルミ缶回収にご協力ありがとうございました。
阪谷ふわわ女性の会では、今年度もアルミ缶回収事業を行います。
ご家庭で出たアルミ缶はまとめて保管していただき、貴集落のふわ
わ女性の会役員に連絡していただくか、各回の前日までに公民館に
お持ちくださるようお願いいたします。
第 1 回 回収整理日：5 月 7 日(日) 午前 7 時～
2 回目以降の回収整理日は、チラシにてお知らせします。

さかだにの“山菜まつり”開催！
日 程： ５月３日（水：祝）～７日（日）の五日間
会 場： スターランドさかだに
内 容： 山菜のてんぷら+そばのセット
７００円
山菜炊き込みご飯+そばのセット ７００円
問合せ： スターランドさかだに（ ６７－７２５０ ）

～文化講座～
今年度の文化講座はウクレレ教室、多肉植物の寄せ植え教室を行いま
す。現在、日程等の調整中です。詳しい内容は次回の館報でお知らせ
します。

５月の行事予定
7 日(日）アルミ缶回収 A7:00
8 日(月）狂犬病予防注射 P1:30～1:45
安全管理員会 P7:00、子育てクラブ総会 P7:00
15 日(月）食育推進部会 P7:30
16 日(火）地区社協 P7:00
20 日(土）阪谷小学校体育大会
22 日(月）定例区長会 P7:30
26 日(金）お出かけほっとサロン
27 日(土）阪谷地区慰霊祭 A10:00
28 日(日）名水マラソン

