
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

     

 

 
 

大野市教育理念 

明倫の心を重んじ 育てよう 大野人 

区長会だより  平成３１年度区長会新役員決定 

 １月２２日（火）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３１年度事業

計画と予算が承認されました。 

     （敬称略） 

会 長  前川 良明（石 谷） 新任 

副会長  中村  厳（不動堂） 新任 

監 事  山田 重信（柿ヶ嶋） 新任 

     米澤 清一（森 本） 新任 

     荒井 和美（橋 爪） 新任 

 

 

  平成 31年度阪谷地区体育協会総会の報告 

1月 27日(日)阪谷地区体育協会の総会が開催されました。 

平成 30 年度事業報告・決算報告について承認され、平成 31

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：前川良明氏(区長会長) 

監事：区長会監事  

第 62回市総体スキー競技会 

来る２月３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！ 

 

 

 

さかだに愛   

        

萱岡 名月（不動堂） 

 阪谷青年団の萱岡名月です。ここ阪谷の土地で生まれ育ち、

今年度で成人となりました。「阪谷って何あるん？」と聞かれた

時に地元の人が場所やモノを紹介できるような環境をつくりた

い、と日々考えています。「何もない」と応えてしまうことが一

番寂しい。 

わたしは当たり前のように BBQ や花火ができて、星が綺麗で

ご飯が美味しくて、新鮮なキュウリが食べられる阪谷が大好き

です。離れていく人もいますが、私はこの土地が好きなので、

なんらかの形で生涯関わっていきたいと思っています。 

高校の授業をきっかけに写真を撮る事が好きになりました。

今は、阪谷の風景やモノを撮って SNS を使って外に発信してい

ます。季節や時間によって変わる風景やモノを発見するのが凄

く楽しいです。 

新しく何かを作るのではなく、今ある資源や素材に手を加え、

当たり前だと思っているだけの恵みを再確認し、それを発信し

たいと思います。 

20 歳となり、人生の大きな通過点を迎えました。沢山の方の

おかげであると感謝しています。この気持ちを思いやりに変え、

青年団の活動を通してお返ししていきたいです。その一つとし

て、まずは 2月 16日（土）に行われる「さかだに雪まつり」を

盛り上げたいと思っています。皆様、ぜひご参加ください！ 

 
 

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大野市健康長寿課より、スターランドさかだにでのがん検

診の一部隔年実施の説明と、保健推進員の推薦、喫煙アン

ケートへの協力依頼がありました。 

②区長会から各種団体への委員の人選を行いました。 

③各集落における広報等配付数の確認を行いました。 

④第５回さかだに雪まつりへの協力依頼を行いました。 

⑤阪谷地区体育協会、食育のふるさと阪谷をよくする会の総

会への出席をお願いしました。 

⑥今後の選挙、地区行事に伴う投票立会人、地区協力員の選 

出について依頼をしました。 

⑦川端議員が市議会議員選挙に立候補するに当たり、区長会 

から推薦状が手渡され、檄文を出すことに決定しました。 

 

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） 

行政区 区  長 行政区 区  長 

伏石区 山口 輝行（新） 大月区 中村 明彦（新） 

柿ヶ嶋区 山田 重信 御領区 伊藤 竜磨（新） 

八町区 中出 良一 橋爪区 荒井 和美 

森本区 米澤 清一 蓑道区 村上 誠二 

松丸区 多田美喜雄 落合区 林 伊三夫（新） 

萩ヶ野区 石塚 克之（新） 堂嶋区 黒田 宗雲 

花房区 森下 政信 金山区 森   康哉 

丌動堂区 中村  厳 小黒見区 櫻井 勇治 

石谷区 前川 良明 南六呂師区 中村 時則（新） 
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  ２月の行事予定 
3 日(日）市総体スキー競技会 

5 日(火）体協会長推薦理事選考会 P7:30 

7 日(木）みんスポ３Ｂ体操 P1:30 

8 日(金）ふわわ女性の会幹部役員会 P7:00 

9 日(土）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） 

14 日(木）みんスポ３Ｂ体操 P1:30 

15 日(金）ふわわ女性の会会計監査 P7:00 

16 日(土）さかだに雪まつり（六呂師高原スキーパーク） 

20 日(水）給食サービス A8:30 

21 日(木）よくする会役員会 A9:00 

22 日(金）福寿会役員会 P1:30 

定例区長会 P7:00 

     阪谷女性のつどい実行委員会 P7:00 

26 日(火）お出かけほっとサロン 

     肩こり・腰痛解消ヨガ講座 P1:30（阪谷公民館） 

28 日(木）肩こり・腰痛解消ヨガ講座 P1:30（富田公民館） 

  ３月の行事予定 
1 日(金）阪谷女性のつどい準備 P1:30 

3 日(日）さくらんぼ愛育会総会 A9:00 

     阪谷女性のつどい A9:45 

     赤十字奉仕団阪谷分団講習会 P1:30 

 5 日(火）肩こり・腰痛解消ヨガ講座 P1:30（阪谷公民館） 

 6 日(水）市・県民税申告 A9:00 

7 日(木）肩こり・腰痛解消ヨガ講座 P1:30（富田公民館） 

 8 日(金）ふわわ女性の会総会 P7:00 

ふわわ女性の会役員会（総会終了後） 

14 日(木）よくする会合同会議 P7:00 

18 日(月）安全管理員会 P7:00 

19 日(火）お出かけほっとサロン 

20 日(水）定例区長会 P7:00 

31 日(日）地区総体ソフトバレーボール大会 A9:00 

 

 

  

 

  

食育のふるさと阪谷をよくする会総会開催 新役員決定 

 １月２７日(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３１

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  前川 良明 氏、中山 政則 氏 

顧 問  川端 義秀 氏 

 各部の詳細な事業計画は３月１４日（木）に開催予定の合同会議

で決定する予定です。 

 

阪谷地区内に住む女性たちの交流を深め、これからの 

阪谷についてみんなで考えてみましょう。 

日 時：３月３日(日) 午前９時４５分～ 

（受付：午前９時１５分） 

会 場：阪谷公民館 

 持ち物：箸、皿、コップ、ゴミ袋     

 申 込：参加・出展の申し込みは団体の代表者にお願い

します。 

 締 切：２月１５日（金） 

※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。 

少年教室 

◇ふるさとかるた大会 

１２月２０日（木）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。 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 森 優妃 前田 悠花 前川 里紗 

2位 山村 美月 多田 有来 山形 陽鞠 

3位 木下 小春 高田 華恵 - 

 上位入賞者は１月２７日（日） 

に学びの里 めいりんで開催され 

た大野市決戦大会に出場しました。 

低学年の部で、森 優妃さん 

（丌動堂）が優勝されました。 

 国旗を掲げましょう  

２月１１日(月) 建国記念の日 

    建国をしのび、国を愛する心を養いましょう。 

 

 

 

 昨年、この時期には阪谷地区で車上ねらい、空き巣等が発

生しています。 

  このような被害に遭うことがないように、戸締りやカバン、

財布等を外から見える場所に放置しないようにしてくださ

い。 

 

 

 

さくらんぼ愛育会総会 

 ３月３日（日）午前９：００から （ 8：45から受付開始 ） 

 お子さんと一緒に、是非ご参加ください。 

 

阪谷地区ふわわ女性の会総会 

 ３月８日（金）午後７時から （受付：６時４５分より） 

阪谷地区在住の女性の方は、是非、ご出席ください。 

※総会終了後、担当の部を決める役員会を開催します。  

新刊図書紹介 ２月中旬に新刊図書が入荷します。 

貸出を希望される方は、公民館に申し込んでください。≪貸出期間：２週間≫ 

・続々ざんねんないきもの事典  ・わけあって絶滅しました 

・ほんとうはこわい植物図鑑    ・頭にきてもアホとは戦うな！ 

・トリノトリビア 鳥類学者がこっそり教える野鳥のひみつ 

・りんごかもしれない         ・このあとどうしちゃおう 

                        

 

 

第５回 さかだに雪まつり 

日 時：２月１６日（土） 

午前１０時～午後４時まで 

会 場：六呂師高原スキーパーク  

※詳しい内容は全戸配布されるチラシをご覧ください。 

 

 


