大野市教育理念
明倫の心を重んじ

区長会だより

５月定例区長会の内容を報告します。
１ 尚徳中学校の脇本校長先生から校長着任の挨拶とスクールプラ
ンの説明がありました。また、今年の文化祭に向けて巨大壁画を計
画しており、それに向けて３５０ｍｌのプルタブ式空き缶を８，０
００個近く集める計画に協力して欲しいというお願いがありまし
た。
２ 阪谷子育てクラブの会長の前田さんと事務局の宮下さんより、地
区協力金のお礼と２８年度事業報告、収支決算等の報告がありまし
た。
３ 奥越農林総合事務所の滝波主任より、阪谷地区における鳥獣害対
策の現状とこれからの対策について提案がありました。阪谷地区の
山際に隣接する集落を５つのブロックに分け、卖一集落による対策
から、複数区による連携した対策に動き出しました。まずはイノシ
シを止めようという共通認識が確認できました。
４ 区長会視察研修の行程の説明と出欠確認を行いました。また、区
長会視察研修のあり方についても問題提起され、今後の区長会で検
討していくこととなりました。
５ ５月２７日（土）午前１０時から行われる阪谷地区慰霊祭につい
て、式次第や進行シナリオの確認を行いました。
６ 阪谷地区防災訓練を８月６日（日）に実施することが決定しまし
た。訓練開始時間は後日改めてお知らせいたします。訓練内容は、
緊急避難放送の合図のもと、各集落における自主避難所への避難参
集訓練と防災トランシーバーによる人員報告訓練となっています。
７ ８月１８日に行われる市長と語る会に提出する議題の検討を行
いました。今のところ３つの議題を提案し、それをもとに市長と意
見交換を行います。来月の区長会で議題の最終決定を諮ります。大
野市連合区長会と市長と語る会へ提出する議題について、今後黒田
会長と検討していきます。

【さくらんぼ愛育会＆家庭教育学級】
野外レクリエーション

育てよう 大野人

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！

《地区総体各球技大会》
◇ソフトボール大会 日時：６月４日（日）午前８時開会
会場：阪谷小学校 グラウンド ※雨天中止
◇ゲートボール大会 日時：７月９日（日）午前８時開会予定
会場：阪谷小学校 グラウンド ※雨天中止

《第６０回市総体夏季大会》
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。

６月１１日（日）
【球技・相撲】
午 前 ８ 時 開 会
◇ゲートボール‥‥‥‥奥越ふれあい公園 ゲートボール場
午前８時３０分開会
◇ソフトボール‥‥‥‥奥越ふれあい公園 多目的グラウンド
◇バレーボール‥‥‥‥エキサイト広場 体育館
◇卓球‥‥‥‥‥‥‥‥陽明中学校 体育館
◇バドミントン‥‥‥‥まちなか交流センター 体育館
◇ソフトバレーボール‥多田記念有終会館 体育館
午 前 ９ 時 開 会
◇相撲‥‥‥‥‥‥‥‥エキサイト広場 相撲場
阪谷体協から選手依頼がお手元に届きましたら、ご快諾いただきますようお願い
いたします。地区のみなさん、是非、応援・観戦にお出かけください！

第 60 回市総体ゴルフ競技

阪谷地区優勝！！

球技・相撲の部に先駆けて開催されたゴルフ競技会（4/30）において、

エンゼルランドへ出かけよう♪

阪谷地区は優勝という輝かしい成績を収められました。代表選手のみな

リニューアルしたエンゼルランドへみんなででかけましょう

っています。お立ち寄りの際はご覧ください。

とき ６月２５日（日）
時間 午前 9 時 30 分 阪谷公民館出発
午後 3 時頃 公民館着予定※詳細はチラシを配付しますのでご覧ください

【女性学級研修旅行】
こだわりの庭園を歩いた後、野菜中心で

さん、早朝よりおつかれさまでした。

優勝カップは公民館の玄関に飾

元気の泉・書道
長谷川 昌子（单六呂師）
私が書道の道を歩む事となったのは、小学校の習字の先
生から、「字がうまいね。習字を習うといい。」と言っていた
だいたのがきっかけです。そして、勝山の杉下土龍先生の塾
へと通いはじめ、特選をもらうようになり、褒めてもらう喜

栄養バランスの良いランチをいただきます。

びを知りました。また、幼い私には大きかった半切を書き、
＊ローザンベリー多和田・伊吹山ドライブウェイ他＊
大阪・天王寺の展覧会、東京の展覧会へと出品して賞を頂き
日 時 ６月２４日（土）午前８時００分 阪谷公民館出発 ました。県外の会場へ出向くことは、小・中学生だった私に
（集合：７時４０分）
とっては、心躍る体験でありました。
午後６時４０分頃 公民館着予定
私の所属する団体、奎星会は第三代会長として 20 年近く
参加料
５，５００円（ふわわ女性の会会員は５，０００円） 牽引してこられた福井出身稲村雲洞先生が、昨年 91 歳で死
去され、続いて、大野美術協会も牽引されてきた山﨑灘青先
定 員
２５名（定員になり次第,締め切り）
生まで死去されて、本当にさびしさを感じます。
対 象
阪谷地区に居住する女性
そのような折に、今年、６３歳にして、審査会員にならせ
参加ご希望の方はお早めに申し込みください
ていただき、先人の先生方から“がんばれ”と言われている
阪谷地区戦没者慰霊祭開催
ようです。
阪谷地区戦没者慰霊祭が５月２７日（土）阪谷小学校体育館で開
墨の香りを嗅ぎ、五感を研ぎ澄ませ、心静める時間が、元
催されました。出席者全員で黙とうを捧げ戦没者を追悼しました。 気の泉であり、日々感謝しています。

（号）谷澤

晶華

『ご縁を味わいましょう』

城の下公園清掃を６月１日に行います。

福祉講演会

～「感謝」や「お陰様」を感じていく生き方～
日

時

６月１７日（土）１０時～ （９：３０から受付）

会

場

阪谷公民館 ２階 大会議室

講

師

浄土真宗本願寺派 玄性寺（坂井市丸岡町）
住職 霊河 秀樹（よしかわひでき）さん

各集落サロン代表者又は福祉委員に申し込んでください。

主催：阪谷地区社会福祉協議会
共催：阪谷地区福祉委員会

阪谷地区ふわわ女性の会

阪谷公民館 高齢者教室 女性学級

女性学級「見直そうラジオ体操！！」
子供から大人まで誰でも知っているラジオ体操。
大野市スポーツ推進委員でラジオ体操等の指導資格を持つ講師の
方をお招きして、ラジオ体操のポイントやアドバイスをしていただ

６月１日（木）午前９時より、阪谷地区の西の玄関口【城の下公
園】の清掃を行います。
当日、お手伝いしていただける方、大歓迎です！！

第１０回こだわり野菜を食するつどい
日

時

７月２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）
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
≪新しいメニューが５品あります！≫
前売り券の発売
６月２日（金）から販売開始
先着１００名
大人 １，５００円
小学生
５００円（小学生未満無料）
前売り券販売先
スターランドさかだに、市内公民館、平成大野屋
（結楽座）
その他 さかずきんちゃんの妖精（中に入る人）も募集しています！

野生鳥獣による農作物被害対策

きます。

日

時

７月７日（金）午後７時３０分～

会

場

阪谷公民館 ２階 大会議室

※詳しい内容は、チラシにてお知らせします。

集落リーダー研修会の現地研修参加のご案内
平成２９年６月１８日（日）、午後１時３０分から、ふくい農林水
産支援センター主催で、
野生鳥獣による農作物被害防止対策を効果的
に実施するため、集落リーダーを育成する現地研修会が行われます。

第１回石塚左玄料理教室メニュー
６月１１日に開催します石塚左玄料理教室のメニューが決定しま
したのでお知らせします。
・黒千石大豆ご飯

この研修には、
県内各地から鳥獣被害が発生している集落のリーダー
が集い、阪谷地区において対策に成功されている伏石区をモデルとし
て現地研修を行うものです。この機会に、伏石区の対策を学びたい方

・あおさの味噌汁

・オートミールバーグ梅ソース

は、午後１時３０分までに阪谷公民館に集合ください。申し込みは不
要です。

・新たまねぎとワカメの梅ドレッシング和え
・ふきと高野豆腐の煮付け

・デザート

どれもおいしそうなメニューですね。今から作るのがとても楽しみ

ウクレレ教室

です。参加希望の方は、６月６日（火）までに阪谷公民館へ申し込
気軽に音楽を楽しみましょう。初めての方も、経験者も大歓迎。

んでください。

■日 時 6 月 28 日、7 月 5 日、12 日、19 日、26 日、8 月 2 日

食生活改善推進員養成講座・受講生募集
日

時： 平成２９年７月～平成３０年２月（主に第４木曜日）
午前９時～午後１時 （全７回）

場 所： 結とぴあ

定 員：２０名（先着）

毎週水曜日 全６回 午後７時３０分から９時
■講 師 岩佐 高征さん

■定 員 １５名(先着順)

■持ち物 ウクレレ(お持ちの方)、筆記用具
※ウクレレは１回５００円で貸出しもできます。

内 容： 健康・栄養・運動などの講義、実技、調理実習

詳しくは配布チラシをご覧ください。

対

お問い合わせは阪谷公民館（67-1111）まで。

象：

地域の健康づくりに意欲を持ち、講座修了後、推進員と
なってボランティア活動のできる人

締 切： ７月１８日（火） 受講料： 無料
申込先： 健康長寿課 65-7333 （内線：4130）

◆農繁期の空き巣に注意◆
新緑の季節となり、パトロール中にも、畑や田んぼで農作業を
されている方をよく見かけるようになりました。
農繁期になると、畑仕事で日中家を空けることが多くなるかと思
いますが、
「畑はすぐそこだから。
」
「時々家に戻ってくるから。
」
と、家に鍵を掛けないで畑に出ていませんか？
畑仕事で出かけている家を狙っている泥棒もいます。
「うちは大丈夫。」と思わずに、外に出るときには必ず戸締りを
するようにお願いします。

６月の行事予定
1 日(木）よくする会城の下公園清掃 A9:00
2 日(金）よくする会まつり企画部会 P7:30
4 日(日）地区総体ソフトボール大会 A8:00
6 日(火）体協理事会 P7:30
7 日(水) よくする会総務部会 P7:30
8 日(木）ふわわ女性の会幹部会 P7:30
10 日(土）左玄料理教室 A9:30
11 日(日）市総体球技
15 日(木）陶芸教室（桃木窯）P7:00
16 日(金）ふわわ女性の会役員会 P7:30
17 日(土）福祉講演会 A10:00
18 日(日）鳥獣害対策集落リーダー研修会 A9:00
20 日(火）よくする会食育推進部会 P7:30
22 日(木）区長会 P7:30
23 日(金）子育てクラブ P7:00
24 日(土）女性学級研修旅行 A7:40
25 日(日）さくらんぼ愛育会野外レクリエーション A9：30
28 日(水）文化講座ウクレレ教室 P7:30
29 日(木）おでかけほっとサロン

