大野市教育理念
明倫の心を重んじ

区長会だより
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阪谷地区福祉講演会が開催されました！

６月定例区長会の内容を報告します。

大野市連合区長会による市長と語る会の提案議題について協

６月１７日（土）阪谷地区社会福祉協議会主催福祉講演会が開

議し、阪谷地区からは、
『福井しあわせ元気国体開催を契機とし

催されました。講師には坂井市丸岡町玄性寺住職、霊河秀樹（よ

たスポーツを活用したまちづくりについて』という内容と決まり

しかわひでき）さんをお招きし、
「ご縁を味わいましょう」～「感

ました。

謝」や「お陰様」を感じていく生き方～のお話をお聞きしました。

阪谷地区市長と語る会の議題が下記の３点に決まりました。

法話だけでなく、講師のギターに合わせ

『防犯カメラ設置等の防犯対策の強化について』

て参加者も唄い、日常の生活や歌の歌詞

『自転車ロードレース大会の誘致等による国体コースの活用につ

からも仏教的にお話ししていただき、
とても楽しい時間を過ごしました。

いて』
『地域拠点となる公民館を使いやすくしていくことについて』
３

育てよう 大野人

国体プレ大会自転車ロードレース大会の交通規制と立哨員の

さくらんぼ愛育会・家庭教育学級共催 野外レクリエーション

エンゼルランドにいってきたよ

説明会の日時について説明しました。

６月２５日（日）にバスに乗ってエンゼルランドに行ってきまし

【地区ソフトボール大会結果報告】

た。総勢３５名で出かけた今回は、バスの中もとても盛り上がりま

６月４日（日）地区ソフトボール大会が、開催されました。

した。広いエンゼルランドで思いっきり体を動かして、楽しい１日

早朝から準備、運営、選手としてのご活躍お疲れさまでした。

となりました。

結果は次のとおりです。
優

勝･･････第 ２ 分 団

準優勝･･････第 １ 分 団

第３位･･････第 ３ 分 団

第４位･･････第 ５ 分 団

第５位･･････第 ６ 分 団

第６位･･････第 ４ 分 団

７月９日（日）にはゲートボール大会
（午前８時開会）が予定されています。
皆さんのご参加お待ちしております

【第６０回市総体夏季大会結果報告】
市総体夏季大会 球技大会が６月１１日（日）に開催され、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。
球技
・ゴルフ(4/30 開催)……第１位
・ソフトボール…………第３位 ・バレーボール女子………第５位
・バドミントン…………第５位 ・ソフトバレー男子………第５位
・ソフトバレー女子……第４位 ・ソフトバレーシルバー…第５位
・ゲートボール…………第４位

総合順位・・・第

４

位

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。

「食育の祖

石塚左玄」の料理教室を開催しました！

６月１０日（土）に今年度第１回目の料理教室が、参加者１１名で
開催されました。今回は、新しい参加者や地元阪谷地区の参加も増え
て、料理室は大変盛り上がりました。
次回は７月２９日（土）午前９時３０分から開催します。夏真っ盛
りでとても暑くなると思いますが、そんな暑さを吹き飛ばす料理を皆
さんで作りましょう。

阪谷地区戦没者慰霊祭に参勤して
雲乗寺住職 長谷部祐円（南六呂師）
今年も阪谷地区戦没者慰霊祭が厳かに厳修されました。運
営方法が尐し見直されましたが、これまでと同様厳かな慰霊
祭であったと思います。
終戦後７２年が経った今、阪谷遺族会会長様がご挨拶で
「年数は経過したが、追悼の念は風化させたくない。」とお
っしゃいました。ここ数年来毎年のようにお聞きしていま
す。このことは、戦没者への追悼の念だけでなく、多くのご
家庭でもご先祖に対する追悼の心が薄らいできていること
と、共通していると思います。私共住職方にも、この社会全
体の動きを止められない責任があるかもしれません。
阪谷地区も核家族化が進み、子や孫に物事を伝統すること
が難しくなっています。私たちは、戦没者はもちろん先祖か
ら連続していただいている命ですから、自分の存在は先祖の
おかげであるということと、先祖に対する供養の気持ちは持
ち続けなければなりません。この念を、ぜひ子や孫に伝えた

茄子のコンポート（デザート）の６品です。参加される場合は、７月

いものです。
慰霊祭も年々参詣者が減尐し、追悼の念が風化しつつある
ように感じます。会員１戸あたりお一人だけでなく、子や孫
に伝えていくために、ご家族同伴での参詣焼香をお勧めしま

２５日（火）までに公民館に申し込んでください。

す。

次回のメニューは、玄米ご飯、
ふのりのみそ汁、豆腐の野菜あんかけ、
切り干し大根けんちん煮、トマトときゅうりのはちみつゴマ和え、

文化講座 多肉植物の寄せ植え教室

（全３回）

日時：７月 27 日、８月 31 日、９月 28 日の（木）午後７時 30 分～
講師：フラワーショップしまだ
定員：８名（先着）

島田敏さん

場所：阪谷公民館

受講料：1800 円程度

※詳しくは班回覧のチラシをご覧ください。

夏休み初日の恒例行事！ラジオ体操のつどい開催♪
７月２１日（金）朝７時から、阪谷小学校前駐車場において『ラジ
オ体操のつどい』を開催します。正しいラジオ体操を覚えましょうと

女性学級 研修旅行行ってきました！
６月２４日（土）女性学級、阪谷ふわわ女性の会共催で研修旅
行が開催されました。天候にも時期にも恵まれ、ローザンベリー
多和田ではこだわりの庭園を散策し、野菜中心のランチを味わい
ました。伊吹山ドライブウェイでは雄大な景色を楽しむことが出
来ました。バスの中では、楽しい
おしゃべりをしながら親睦を深める
ことができ、阪谷女性のパワーがま
すますアップしました。

いうコンセプトのもと、今年も〔ラジオ体操１級指導士〕の資格を持
つ宮本真由美先生を福井市からお招きします。
日時：平成２９年７月２１日（金）午前７時００分～７時４０分

女性学級「見直そう！ラジオ体操」

7:05～7:30 ラジオ体操の指導

ラジオ体操のポイントを覚えて、この夏、スッキリした身体のラ
インを作りましょう。
日
時
７月７日（木）午後７時３０分～
会
場
阪谷公民館 ２階大会議室
講
師
山本はるみさん、西川エツ子さん
＊参加ご希望の方は今すぐ申し込んでください。

7:30～7:35 ラジオ体操の実技

◎飲み物はご持参ください。運動の出来る服装でお越しください。

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 までに会場に集合
7:00～7:05 はじめのあいさつ、講師紹介

7:35～7:40 ラジオ体操のアドバイス
7:40～

おわりのあいさつ

第３８回 阪谷夏まつり
と
会
内

き
場
容

８月５日（土）午後３時～８時終了予定
スターランドさかだに
・子どもチャレンジランキング
・子ども腕相撲
・大人の腕相撲大会
・各団体ステージ発表
・ビンゴ大会
また阪谷地区の団体やグループが出店して、まつりを盛りあ
げてくれます。
詳細は後日配布の夏まつりパンフレットをご覧ください。

◯ 交通事故防止についてのワンポイント
一年で一番日が長い季節になりました。パトロール中、阪谷地区では

国体の花を咲かせてみませんか
大野市花いっぱい運動推進員の堂嶋区 黒田ちづ子さんが、ご自
身が育てた花からたくさん種を採取し、ジニア（百日草）、ナデシ
コ、ブルーサルビアの苗をパックに仮植えしてあるそうです。
地区の花壇に植えてみようと思われる方にお配りしていただける
との事なので、ご希望の方は７月７日までに黒田ちづ子さんもしく
は阪谷公民館までお問い合わせください。
※ただし、数に限りがあります。

ふわわ女性の会 アルミ缶回収のお願い
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２回 回収整理日 ： ７月１６日（日) 午前 7 時～

セニアカーに乗っておられる方をよく見かけますが、セニアカーは歩行
者の仲間です。交通事故にあわないように、２点お願いをいたします。
① 道路に歩道がある場所では、歩道を通行していただくようお願いし
ます。
②

反射材を活用するなど、車から目立つよう工夫をお願いします。
また、車の運転手さんには、自分の進路だけでなく、歩道、路肩に
も十分注意していただき、交通事故防止に努めていただきますよう
お願いします。

少年教室からのお知らせ
○はぴねすダンスを踊ろう
日時：毎週木曜日 午後４時から３０分程度
場所：阪谷公民館 ２階
今年は低学年の子もスタンダードバージョンにチャレンジし
ています。
踊れる上級生の子はぜひ、教えてあげてください♪
みんなで楽しく元気にダンスしよう！

○夏休み少年教室
もうすぐ長い夏休みが始まります。公民館でも小学生のみな
さんに向けた様々な教室を準備中です。後日チラシを配付しま
すので、興味を持った企画にはどんどん参加してください！

７月の行事予定
2 日(日）こだわり野菜を食するつどい A11:30
4 日(火）福寿会研修旅行（～5 日）
5 日(水）文化講座「ウクレレ教室」P7:30
6 日(木）陶芸教室（桃木窯）P7:00
7 日(金）区長会視察研修（～8 日）
さくらんぼ愛育会 P7:00
女性学級「見直そう！ラジオ体操」P7:30
9 日(日）地区総体ゲートボール大会 A8:00
10 日(月）安全管理員会 P7:30
11 日(火）大腸がん検体回収 A8:30～10:30
12 日(水）文化講座「ウクレレ教室」P7:30
16 日(日）桃木峠の大杉奉仕作業 A8:00
アルミ缶回収 A7:00
19 日(水）文化講座「ウクレレ教室」P7:30
20 日(木）陶芸教室（桃木窯）P7:00
21 日(金）ラジオ体操のつどい A7:00
26 日(水）文化講座「ウクレレ教室」P7:30
27 日(木）文化講座「多肉植物の寄せ植え教室①」P7:30
29 日(土）左玄の料理教室Ａ9:30
31 日(月）食育推進部会（スターランドさかだに）P7:00

