
 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

区長会だより ５月定例区長会の内容を報告します。 

１ 阪谷子育てクラブ副会長の加藤さんと事務局の宮下さんより、地

区協力金のお礼と２９年度事業報告、収支決算等の報告がありまし

た。その後、林区長会長から平成３０年度の地区協力金が手渡され

ました。 

２ 農業法人白山ＡＩファーム株式会社の野坂社長から、阪谷地区に

おいて、休耕田などを活用してぶどう畑の作付面積を現在の５ヘク

タールから増やし、地区発展のために協力していきたいとのお話が

ありました。また、同席された株式会社白山やまぶどうワインの谷

口社長からも、阪谷においてやまぶどうの一大産地を目指すとの発

言がありました。 

  白山ＡＩファームは、県内各地の地質や日照時間の調査の結果、

阪谷地区の单西の斜面が山ブドウの栽培に適していると判断した

とのことです。 

また、ドローンを１０機保有し、上空から農地の調査を行ったり、

若いスタッフによる草刈り助け隊を結成し、農家の困りごとを助け

る活動をされているとのことです。 

  休耕田の活用やドローンのことなどの問い合わせ窓口は、全てス

ターランドさかだにの伊藤支配人（平成３０年５月から就任）まで

お願いいたします。 

３ ５月２６日（土）午前１０時から阪谷小学校体育館で行われる戦

没者慰霊祭の各集落からの参拝者の確認等を行いました。 

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。今年度

は、新潟県糸魚川市への行政研修を予定しております。 

５ ８月２２日に行われる阪谷地区市長と語る会の持ち方を検討し、

今年度は、新市長の施策の説明を聞き、その中でも地区に関するこ

とや地域づくりに関することなどを中心に意見交換を行う事とな

りました。 

 

ユニフォーム 

           岩本 喜代英（松丸） 

作業小屋の前に積まれた２００枚余りの育苗箱。今年も田植え

が終わった。ゴム長をはく。合羽ズボンも。それらはこの作業の

ユニフォームみたいなものだ。 

 ユニフォームを着けると心がひきしまる。今日はこれを洗って

しまうぞ。 

 育苗箱を一枚一枚さしこむ。洗い機から跳ね返るしぶき。泥で

汚れた育苗箱がきれいになる。黄色い、洗った苗箱が軽トラの荷

台に積み上がっていく。 

 洗いながら、考える。８０歳…か。若い頃は、６０くらいの人

を見ると、どことなく年寄りに見えた。自分はどう見られている

だろう？ 老いては子に従え、と聞いたこともあるな。だが、い

ま、「年寄りのくせに」なんて人から言われるのはいやだ。まだま

だ負けないぞ！ 何に負けないのか、じいさん。 

 神社の雪囲いでのこと。運動靴をはいて、スパナを持って出動。

みなと一緒に仕事をするのは楽しい。はしごへ上って留具のネジ

を締める。「危ないざ、高いところへ上がって」とまわりから注意

される。いたわりの言葉でもある。 

 月火水金はみんスポ卓球練習日。軽トラでアリーナに乗りつけ

る。のんべんだらりん生活のじいさん、それなりのパンツとシャ

ツのユニフォームに着替えると気持がしゃきっとする。まずみん

なでラジオ体操。球を打ち合う前に、ひとっ走りしてくるか。老

体が前をむく。走りだす。ユニフォームにはそんな力がある。  

 ５月と言えば、クラブ会員増強月間。もう「老人クラブに入っ

て」とは言わない。「いきいきクラブ」のユニフォームに着替えた。

スタイル一新し、会員募集中です。 

６５歳から、あなたも心身共に斬新なユニフォームに着替えま

せんか。 

 

大野市教育理念 

明倫の心を重んじ 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３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８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６１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９日（土）【相撲】 

午 前 ９ 時 開 会  

◇相撲‥‥‥‥‥‥‥‥エキサイト広場 相撲場 

６月１０日（日）【球技】 

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 

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！ 

【さくらんぼ愛育会＆家庭教育学級】 

野外レクリエーション 

エンゼルランドへ出かけよう♪ 

エンゼルランドへみんなででかけましょう 

とき ６月９日（土） 

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 

「ひまわりお楽しみ会」を開催します！  

「ひまわり」と「阪谷の食」を楽しむイベントを行います。 

日 時  ７月１５日（日） 午前１０時から午後４時まで 

会 場  スターランドさかだに 

内 容  そば打ち体験、ピザ体験、阪谷産の野菜販売、 

     パネル展示、おろしそばの販売など 

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！ 

 

 

 

 

 

阪谷地区戦没者慰霊祭開催 

 阪谷地区戦没者慰霊祭が５月２６日（土）阪谷小学校体育館で開

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。 

 

城の下公園清掃を６月５日に行います。 

６月５日（火）午前７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！！ 

 



６月の行事予定 
1 日(金）学校再編推進協議会 P7:30 

3 日(日）地区総体ソフトボール大会 A8:00 

4 日(月）よくする会まつり企画部会 P7:30 

5 日(火）よくする会城の下公園清掃 A7:00 

     よくする会総務部会 P7:30 

8 日(金）ふわわ女性の会幹部会 P7:00、役員会 P7:45 

9 日(土）左玄料理教室 A9:30 

     さくらんぼ愛育会野外レクリエーション 

10 日(日）市総体球技 

12 日(火）福寿会（高齢者教室）研修旅行（～13 日） 

18 日(月）道の駅生産者説明会 P7:30 

21 日(木）陶芸教室（桃木窯）P7:00 

22 日(金）区長会 P7:30 

27 日(水）おでかけほっとサロン 

30 日(土）福祉講演会 A10:00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性学級「リンパマッサージで若返り！！」 

 リンパ液の流れを活性化させ、老廃物を排出するマッサージを習

得してきれいになりましょう。 

日  時  ７月２４日（火）午後７時３０分～  

会  場  阪谷公民館 ２階 大会議室 

講  師  清水 さおりさん (大野市生涯学習人材活用登録指導者) 

※詳しい内容は、チラシにてお知らせします。 

 

阪谷地区福祉講演会 

『ポックリ 逝きたい 
逝かせたい 

ここだけの話』 
日 時  ６月３０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  大野和泉診療所  

所長 山﨑 高宏さん 

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。 

 

 

 依然として、振り込め詐欺等の特殊詐欺が増加していま

す。その手口として、実在する会社の名前等を騙って、「有

料動画の閲覧履歴があり、料金が未納になっています。」「ア

ダルトサイトへの会員登録ありがとうございます。登録料

を支払って下さい。」等と書かれたメールを送りつける架空

請求詐欺が確認されています。また、「連絡がない場合は、

訴訟を起こします。」「コンビニへ行って電子マネーで払っ

て下さい。」等と書かれていることがあります。このような

連絡があった場合は、絶対にお金を支払わないでください。 

このような連絡があった場合は、警察に相談してください。 

※警察安全相談ダイヤル ♯９１１０ 

第１回石塚左玄料理教室メニュー 

６月９日（土）午前９時３０分から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。 

 ・筍とグルテンの混ぜご飯 ・豆腐ともずくの味噌汁      

・あげ豆腐 ・キャベツの梅あえ ・アスパラと桜えび炒め 

 ・よもぎ餅 

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です。 

参加希望の方は、６月４日（月） 

までに阪谷公民館へ申し込んでください。 

 

 

 

～文化講座～  
ウクレレ教室（全４回、８月スタート） 

多肉植物の寄せ植え教室（全２回、９月スタート） 
※日時、参加費等の詳しい内容は、チラシにてお知らせします。 

◆阪谷地区健康診断のご案内 

月 日 会 場 午前 
(生活習慣病/前立腺/胃/肺/大腸) 

午後 
（子宮/乳/大腸） 

６/２９（金） スターランドさかだに 8:30～10:30 1:15～2:15 

 ※対象者には受診券を送付しています。 

 ※胃・子宮・乳がん検診は予約してください 

 ※別日に他の会場や医療機関で検診を受けることもできます。 

◆大腸がん検診の専用容器を公民館で配布します 

 40 歳以上を対象に（希望者は 30 代も可）、2 日分の検便で検査す

る『大腸がん検診』の専用容器を下記期間中、公民館にて配布します。

お気軽にお問い合わせください。 

１）配 布 期 間：平成 30 年 5 月 1 日（火）～12 月 14 日（金） 

２）検便提出先：集団検診実施会場（年 24 回）  

または結とぴあ内健康長寿課②窓口（平日 8:30～17:15） 

３）料金：500 円（検便提出時に支払う。75 歳以上は無料） 

 【問】健康長寿課保健医務グループ ＴＥＬ：６５－７３３３ 

 

 

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 

阪谷公民館 女性学級 
大野市道の駅「産直の会」会員募集説明会の開催 

平成３２年に開業予定の重点道の駅「（仮称）結の故郷」には農林 

産物や加工品などを販売する直売所が設置されます。これを機に出荷

組織「産直の会」を道の駅「九頭竜」も含めて本年度中に設立します。

つきましては産直の会の会員募集にあたり入会方法や加入条件など

を説明する説明会を開催します。 

 産直の会ではこれまで野菜を販売した経験の無い方でも市や県、 

ＪＡなどが栽培や販売方法についてしっかりとサポートし不安が無 

いような体制をつくります。 

月日 開催時間 開催場所 

6 月 18 日(月) 19:00～ 阪谷公民館  

6 月 19 日(火) 19:00～ 小山公民館  

6 月 21 日(木) 19:00～ 乾側公民館  

6 月 25 日(月) 19:00～ 富田公民館  

6 月 26 日(火) 19:00～ 上庄公民館  

6 月 28 日(木) 19:00～ 和泉ふれあい会館 

6 月 29 日(金) 19:00～ 下庄公民館  

7 月 12 日(木) 13:00～ 結とぴあ 305・306 

7 月 18 日(水) 19:00～ 結とぴあ 305・306 

※申込は不要です。ご希望の日時にご参加ください。 

問合せ：大野市農業林業振興課 64-4818 

主 催：大野市道の駅「産直の会」設立準備委員会 
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