
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

大野市教育理念 

明倫の心を重んじ 育てよう 大野人 

      阪谷福寿会総会開催 
 4 月 13 日(金)うらら館におきまして、平成２９年度総会が開催

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

ました。役員、家庭相談員は下記のとおりです。（敬称略） 

会 長  石塚昭夫（萩ヶ野） 

副会長  庵下重治（蓑道）、川端千津子（松丸）    

監 事  中出建一（森本）、福田敏雄（南六呂師）  

顧 問  起橋信之（松丸）  

クラブ名 クラブ長 家庭相談員 

 寿  中村 三行（伏石）  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  中村 等（不動堂）  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。  

 

  

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 本年度の阪谷地区戦没者慰霊祭を５月２６日（土）午前

１０時から行う事が確認されました。 

２ 平成２９年度結の故郷づくり交付金の決算報告を行いま

した。 

３ 区長会視察研修について話し合われました。 

４ 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。 

５ 地域ぐるみ雪下ろし事業助成金の支給を行いました。 

 
          平成 30年度阪谷地区総体 

  ソフトバレーボール大会  

４月２２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

催されました。 

【試合結果】                  

 

 

 

                   

 

 

 

 

【お知らせ】続いて 6 月 3 日(日)にソフトボール大会、7 月 8 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６１回大野市総合体育大会  

◇球技・相撲の部◇  ６月１０日（日） 

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、

お願いいたします。 

また、ゴルフ競技は４月２９日（日）にフクイカントリークラブで開

催されました。 

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。 

※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。 

*ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会* 

（４月２２日開催） 

優  勝 第１分団 

準優勝 第２分団 

第３位  第３分団 

第４位  第６分団 

第５位  第４分団 

棄 権  第５分団 

 
 

     「福祉のこころ」    

黒田 宗雲（堂嶋） 

春眠暁を覚えず、小禽（ことり）は囀り鶯は頻りと啼くを聴きて目

醒む今日この頃、薫風百花繚乱、萌え出ずる草木、新緑は淡く光り輝

く紺碧の空に映えて山野を彩って自然に恵まれた阪谷郷は宛ら桃源

郷のようである。この天然の美は春夏秋冬（青朱白玄）四季折々に変

化を遂げ、山高く、水清き渓流、奇巖怪石点在し、起伏に富み、眺望

絶佳の景観はこの世の浄土のようでもあり、筆舌に尽し難い。 

 この郷に来住して、いつしか四十年の歳月が流れ、後期高齢者と謂

われるようになりました。この間、地区の多くの方々に支えられ励ま

され乍ら、お陰様で今日迄何事もなく暮らさせていただきました。 

 この頃殊に思い願うことは急激な社会機構の変革に依り歪が生じ、

少子高齢化が進み社会生活に大きな支障と混迷が続いております。 

 この現実に向き合い、地域福祉に少しでも貢献できればと願ってお

ります。住み慣れたこの佳き地で生涯を終えられることを希い乍ら、

是非阪谷の地へ介護福祉施設の誘致運動を転回しなければと念願を

しております。 

 このためには地域の方々のご理解とお力添えご支援を得なければ

なりません。   合掌 

ねがわくば 花の下にて われ死なむ 春如月の 望月のころ     

西行法師 

阪谷地区社会福祉協議会 会長 黒田宗雲 

 

 

 

 

 

子育てクラブへのご支援ありがとうございました 

小学校の長期休暇に阪谷公民館において開設している【さかだに子育てクラブ】

ですが、このほど、子育てクラブへの地区協力金が取りまとまりましたのでご報

告いたします。子育てクラブのみなさんが、子どもたちの安全で楽しい場を提供

してくださっていることを、阪谷公民館としてもありがたく思っております。ま

た、この活動を支えてくださる地域の方々にもこの場をお借りして改めてお礼申

し上げます。ありがとうございました。 

ここに地区協力金にご協力いただきました集落をご紹介させていただきます。  

伏石区、八町区、森本区、松丸区、萩ケ野区、花房区、石谷区、 

大月区、御領区、橋爪区、蓑道区、落合区、堂嶋区、金山区、 

小黒見区、南六呂師区    合計６６，８００円 
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５月の行事予定 
8 日(火）食育推進部会 P7:30 

10 日(木）狂犬病予防注射 P1:30～1:45 

19 日(土）阪谷小学校体育大会 

22 日(火）定例区長会 P7:30 

25 日(金）安全管理員会 P7:00、子育てクラブ総会 P7:00 

     おでかけほっとサロン 

26 日(土）阪谷地区慰霊祭 A10:00 

27 日(日）名水マラソン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんないい老後が待っていたなんて⑦ 

岩本喜代英（松丸） 

時季はずれの彼岸の話を少し。彼岸とは春の季語でもあり、仏教

用語で生死の海を渡って到達する終局、と広辞苑にある。人生苦も

あり楽もありで過ぎてきたその先は彼方の岸、仏の世界へ…という

ことか。 

 かれの体験によれば、日々の安泰を仏に感謝し、先祖の労苦をね

ぎらい仏壇に手を合わせて正信偈を唱えられるのは、はるか３代前

の住職から寒中に庫裏でそれを教わったからだという。 

 戦時中に寺の梵鐘は大砲を作るためにと強制的に供出させられ

た。敗戦。舞鶴港に外地からの帰還兵が続々故郷日本の地を踏んで

降り立ち、復興の勢いは梵鐘再興へとつながり、それを載せた荷車

を京福電車大野口駅から村の若い衆によって延々歩きつづけて阪

谷の坂をかけのぼった。作業を無事終えて若い衆は透明の.アルコ

ールで乾杯した。 

 本堂の間は、その頃浪曲師が公演したり、青年会の演芸会でにぎ

わった。かれも仲間と傘踊りで拍手を浴びた。その広間は講話を聞

く場ではあったが、むしろ他所のお坊さんが民家で開く「お説教」

が人気で、その貼り紙が電柱にはりだされ、多くの信者が集まり４

間を開け放った部屋がいっぱいになった。なかでもクボさんは若く

て男前の坊さん、人気は抜群、説教は戦争で苦しみぬいた人々を御

仏の教えで慰め、励まし、生きる希望を与えつづけた。聞く者は感

動し泣いた。 

さて地元のお寺を住職も門徒も守りつづけてきた。かやぶき屋根

の葺き替えは門徒総出で、茅を運ぶ「地走り」、それを縫い付ける

「屋根ふき職人」、屋根裏では差し込まれた竹槍の先の縫い縄（の

いそ）を素早く縦木（さす）に引っ掛けて表の職人にわたす「針と

り」が意気投合して、あの大屋根は夕陽の落ちる頃には葺き終えた

ものだ。かの男は見上げる。いまは本堂の屋根も瓦葺きに改修され、

風防まで整った。門徒の物心両面の協力があっても、なぜ寺離れが

すすむのか。仏不在とも思えるこの闇を照らす、光の出現を期待し

ながら。  了 

 

さくらんぼ愛育会会員募集！ 
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！                     

 

 

 

 

この度、阪谷駐在所で勤務することになりました酒井皓

平です。 

私は、阪谷地区には縁があり、子供のころからよく遊びに

来ていました。 

色々な思い出がある場所で仕事をするにあたり、阪谷地区

の方々のお力になれるよう一生懸命に取り組んでいきま

すので、宜しくお願いいたします。 

 さて、福井県内では、依然として特殊詐欺の不審電話等

が確認されていますし、車上ねらいや空き巣等も発生して

います。 

 実際に、「少しの時間なら車に鞄を置いても大丈夫だろ

う。」「鍵をかけるのが面倒だ。」等と思って被害に遭った

方がほとんどです。 

 被害に遭わないためにも、車の中に鞄を置いたままにせ

ず、外出する際は戸締りをしてください。 

～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。 

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。 

阪谷地区で地域おこししたい人、いませんか？ 
 阪谷地区で地域おこししたい人、講師を呼んで地域おこ 

しについて学びたい人、地域おこしでこんな事、あんな事 

やりたいんだけど資金が無い、などと思っている方は、ぜ 

ひ、阪谷公民館までご連絡ください。お話、聞かせてくだ 

さい。ご相談に乗れるかもしれません。 

 地域おこしで活用できる資金として、使い勝手がよい 

【結の故郷づくり交付金】というものがあります。このお 

金の使い道は６月５日に開催します食育のふるさと阪谷 

をよくする会総務部会で検討が開始されます。地区民の方 

で、この交付金を活用して、こんなことがしたいという方 

は、５月中に公民館まで連絡してきてください。 

 

石塚左玄料理教室日程決まる！  

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。ただいま参加申し込み絶賛受付中です。  

日 時：第１回目  6月 9日（土）  

第２回目  9月 8日（土）  

第３回目 10月27日 (土)  

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：１回目の申し込み締切りは 

６月４日（月）です。 

 

陶芸教室スタートします  

日  時：平成３０年６月から１１月の第１、３木曜日(全10回) 

初回は6/21 最終回は11/1   

午後７時から 午後９時ごろまで 

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 

申込先：阪谷公民館（６７－１１１１）  

講  師：中村鐡遷（てっせん）さん  

持ち物：エプロン、古いタオル 
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