大野市教育理念
明倫の心を重んじ

区長会だより

育てよう 大野人

平成３０年度区長会新役員決定

１月１９日（金）に阪谷地区区長会総会が開催され、以下のとおり新役員が決定いたしました。また、平成３０年度事業
計画と予算が承認されました。
各集落の区長は次の方々です。（新）は、新たに区長になられた方です。
（敬称略）
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Hill Valley
３年以上連続で区長を務められた方へ、区長会から感謝状
が贈呈されました。
・松丸区：多田 茂 様
・橋爪区：幾山秀一 様

・花房区：田中正一 様

多田

将也（松丸）

今回、このような機会をいただきましたので、昨年結成した草野球
チーム「Hill Valley」のことを中心に書かせていただきます。
「Hill Valley」この英単語を聞いて、ピン！とくる方はいらっし
ゃるでしょうか。今回結成した野球チームの名前なのですが、「阪
=Hill」「谷=Valley」と阪谷を英語に当てはめたのです。この阪谷愛
を全面に出したチームなのですが、自分含め、20 人近くの阪谷スポ少
で野球をやっていたメンバーを中心に活動しています。思い返します
と、私は 15 年前、阪谷スポーツ少年団（現在はないのですが…悲）
の野球部に入りました。学校が終わってから日が暮れるまで、野球を

引き続き、１月定例区長会が行われ、主に以下の事につい
て協議されました。
①大野市教育総務課より、阪谷幼稚園が平成３０年３月末で
休園とする方針説明があり、質疑応答、意見交換ののち、
休園から復活する条件などを確認した上で、休園する方針
について了承されました。今後、教育委員会は、休園に向
けての事務手続きを進めることとなります。
②各集落の文書配付世帯数の確認を行いました。
③平成３０年度福井しあわせ元気国体の花いっぱい運動につ
いて、プランター数の調査依頼を行いました。

第４回さかだに雪まつり、盛大に開催！！
1 月２７日（土）
、２８日（日）に「第４回さかだに雪まつり」が
スターランドさかだにで開催されました。
特に２８日（日）には、大勢の来場者で会場は大にぎわい。あちこ
ちで歓声があがっていました。
今回も、非常にたくさんの方のご協力を得て、無事に開催する事が
出来ましたことに感謝申し上げます。
※詳しい報告は次号でお知らせします。

していたことを懐かしく思います。休みになれば遠方へ試合をしに行
ったり、スポ少に入った後は野球のことしか頭になかったような気が
します。大好きな野球ですが、楽しいことばかりではなく、きつかっ
たことも思い出します。今となっては懐かしく笑い話なのですが、監
督・コーチの厳しかった練習です。現在の「Hill Valley」でもスポ
ーツ少年団時代の父母の方に支援いただき、大変感謝しております。
昨年は野球の大会に出るばかりでなく、阪谷の夏まつりに「Hill
Valley」として出店させていただきました。恥ずかしながら久しぶり
の夏まつりの参加となったのですが、阪谷の良さを改めて実感いたし
ました。阪谷は小さな地区で数年前に比べて人口も減少しているのだ
と思いますが、世代を超えたつながりがあると感じています。
最後になりますが、今回、阪谷のつながりということで元スポ少メ
ンバーが集まり野球チームを結成できたことを大変嬉しく思います。
また、今後も阪谷の盛り上がりのために貢献できればと思っています
ので、何卒よろしくお願いします。
＊Hill Valley は春～秋までたまに阪谷小学校のグラウンドをお借り
して練習などしています。

平成 30 年 度阪谷地区体育協会総会の報告
1 月 21 日(日)阪谷地区体育協会の総会が開催されました。
平成 29 年度事業報告・決算報告について承認され、平成 30
年度事業計画・予算案について可決されました。
【役員】 会長：川端義秀氏 副会長：林茂男氏(区長会長)
監事：区長会監事 顧問：藤堂勝義氏

新役員決定

１月２１日に食育のふるさと阪谷をよくする会の総会が開催さ
れ、以下のとおり新役員が決定いたしました。また、平成３０年度
事業計画と予算が承認されました。
会 長

中出 良一 氏

副会長

林
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藤堂 勝義 氏、川端 義秀 氏

問

茂男 氏、中山 政則 氏

各部の詳細な事業計画は３月１４日（水）に開催予定の合同会議

第 61 回市総体スキー競技会

で決定する予定です。

来る２月４日（日）ＤＡＩＮＯＵスポーツランド・九頭竜
スキー場において市総体スキー大会が開催されます。阪谷地
区は上位入賞を目指しています。お手元に選手依頼が届いた
方はぜひ出場してくださいますよう、お願いします。
地区のみなさま応援よろしくお願いします！
少年教室

◇ふるさとかるた大会＆クッキング
１２月２６日（火）少年教室でふるさとかるた大会地区予選会が
開催されました。

食育のふるさと阪谷をよくする会総会開催

上位入賞者は下記のとおりです。(敬称略)

低学年の部

中学年の部

高学年の部

1位

木下小春

山形陽鞠

山形陽和

2位

前田悠花

中村優那

中道陽菜

3位

村上百々花

森

石塚小雪

咲江

かるた大会のあとはクッキング教室で２種類のパスタとロール
サンド、スティックパイを作りました。役割分担をしておいしくで
きた料理を、みんなで取り分けて楽しく食べました。

国旗を掲げましょう
２月１１日(日) 建国記念の日

こんないい老後が待っていたなんて④
岩本

喜代英（松丸）

ピンチをチャンスととらえる。ええっ、そんなこと…。事業に失敗
して、生死を分けるようなピンチにさしかかった際、それチャンスだ！
と考える余裕など誰にもないはずだ。ピンチを乗り越えられたのは、
まず努力があって、運がよかったからだろう。
あの頑固親父が「こんな貧乏人が進学などもってのほか。働け働け、
土方で働くんじゃ」と言ってくれたからこそ、いまの自分がある。進
学して、一流会社に就職、退職後生涯安泰ののんべんだらりんの生活
をしながら人生を終える。それもいいだろう。だが、それを誡めてく
れた父があったればこそ、旧婚ハワイ旅行ができた。
上空 1 万メートル？ やっと叶ったね、新婚旅行ホホホ。夢をみて
いるみたい。隣席の妻がささやく。彼女はふたつ上の 60 歳。難病（膠
原病）が小康を得て気分はルンルンだ。
機内でうつむいて、じっとしている夫。名古屋での職場を定年退職
して 2 度目の就職先で、その会社の慰安旅行。さえない夫に、妻は軽
蔑の眼をむける。なに？ 怖いの、飛行機…。
高層ホテルの 20 階。窓外をみて妻が嘆く。ハワイまで来て、寝てば
っかり。むにゃむにゃ、夫は寝返りしただけ。用意してきたわよ、ハ
イ海水パンツ。今日は快晴、下はワイキキの海よ。エレベーターで急
降下。ワイキキの海は気持ちいい。派手なパンツをはいてダッポダッ
ポ、カエル泳ぎ。日傘の妻が笑ってる。
待望の真珠湾へ行く日。途端に元気になって、変な性格…ブツブツ
言いながらついてくる妻。さざ波の海面。米軍のボートで真珠湾の海
底に沈む戦艦アリゾナ号の海上へ。時たまブクブクと噴き上がる怨念
の泡。
「開戦通告遅れは、日本のだまし討ちだ！」アメリカの激怒は、
わかる。だが、そのアメリカは広島、長崎と 2 発の原爆で総ての生き
物を殲滅した。戦争は人間を変えてしまうのだ。

建 国 を し のび、国を愛する心を 養いましょう 。

日

時：２月１１日(日) 午前９時３０分～
（受付：午前９時）

会

場：阪谷公民館

２月の行事予定

テーマ：「笑顔でこころとからだのマッサージ」
講演会：「笑って元気！！誰でも出来る笑いの健康法」
講

師：ＮＰＯ福井つながろう会代表

演

芸：童謡の会、大正琴

齋藤

穂積氏

持ち物：箸、皿、コップ、ゴミ袋
申

込：参加・出展の申し込みは
各団体の代表者にお願いします

締

切：２月１日（木）

※個人で参加を希望される方は、公民館へ申込んでください

1 日(木）みんスポ３Ｂ体操 P1:30
4 日(日）市総体スキー競技会
8 日(木）みんスポ３Ｂ体操 P1:30
9 日(金）女性のつどい準備 A9:30
さかだに雪まつり実行委員会 P7:00
11 日(日）建国記念の日
女性のつどい A9:30
14 日(水）食育のふるさと阪谷をよくする会役員会 P7:00
15 日(木）みんスポ３Ｂ体操 P1:30
18 日(日）どんど焼き（スターランドさかだに）
生涯学習フォーラム（学びの里めいりん）
21 日(火）給食サービス A8:30
ふわわ女性の会会計監査 P7:00
22 日(木）みんスポ３Ｂ体操 P1:30
定例区長会 P7:00
23 日(金）お出かけほっとサロン
学校再編推進協議会 P7:00
27 日(火）福寿会役員会 P1:30
28 日(水）ふわわ女性の会幹部役員会 P7:00

