
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

     

 

 
 

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 ２月定例区長会の内容を報告します。 

１ 【みんなの知恵と力を合わせて自分らしく暮らしていけ

る阪谷地区を目指して】という旗印のもと、阪谷地区地域

助け合い協議体が立ち上がりました。この協議体の事務局

である大野市在宅介護支援センター聖和園の石井さんより

区長会に対して、立ち上がった経緯や活動の目的、今後の

目標などの説明がありました。 

２ 平成３１年度団体会費は１戸当たり４，３５０円（５団 

体分）となります。  

３ 阪谷子育てクラブの支援については、協力金という形で

支援し、支援の形は昨年度同様、各区の判断に任せるとい

うこととなりました。 

４ 知事選、県議選への立候補予定者からの推薦願の取り扱 

いについて協議しました。 

 

 
第６２回市総体スキー競技会 

総合３位 男子２位 女子５位 

２月３日（日）市総体スキー競技会が開催されました。ＤＡＩＮＯ

Ｕスポーツランドでクロカン競技、九頭竜スキー場でアルペン競技が

行われました。阪谷選手団のみなさんが頑張りを見せてくださり、阪

谷チームを盛りあげてくれました。 

結果、阪谷地区は総合３位、男子２位、女子５位という成績でした。

個人上位入賞者は次の方々です。 

☆ジャイアントスラローム競技 

男子A組 優勝 起橋俊之さん（松丸） 

男子C組 ２位 岩本義則さん（南六呂師） 

男子C組 ３位 松田 亨さん（森本） 

男子D組 ３位 風林範昭さん（伏石） 

☆クロスカントリー競技 

   女子B組 優勝 前田郁美さん（森本） 

   男子A組 優勝 前田浩鑑さん（森本） 

   男子B組 ３位 加藤裕司さん（石谷） 

   男子D組 ２位 村上元希さん（蓑道） 

   リレー  ２位 前田郁美さん・村上元希さん・ 

加藤裕司さん・前田浩鑑さん 

早朝からご参加・ご協力していただいた選手・役員の方々大変お疲

れ様でした。そしてありがとうございました。 

 

 

阪谷を少し離れ、鯖江に住んで 

 

岸本 陸（森本） 

僕は高校進学の関係で、鯖江で寮生活を送っています。鯖江に

住んで感じたことがいくつかあるので、書いていこうと思いま

す。 

まず感じるのは、自転車があればショッピングセンターやホー

ムセンター、コンビニ、病院など行けるところがたくさんある

ということです。阪谷では、自転車を使えば大野市街に出るこ

とはできますが、帰りは坂がたくさんあるのでなかなか帰るの

が大変です。そのためどうしても車が必要になり、子供にとっ

ては住みにくい地域になってしまうと感じます。これを何とか

するためには、阪谷にそういった施設を作るというのは現実的

ではないです。そこでその施設まで「簡単に、安く」行くこと

ができる、ということが必要だと思います。しかし交通機関が

なく、高校へ通うのも大変なので、阪谷から大野市街や福井へ

出ていく人が後を絶たないのだと思います。 

そんな交通機関のない阪谷ですが、鯖江よりいいなと感じるこ

とがいくつかあります。例えば、星のきれいさです。鯖江でも

星を見ることはできますが、やはり街灯が多いのか、阪谷で見

る星の方がとてもきれいだと感じます。特に六呂師から見る大

野市街の夜景と、星は別格です。また、川のきれいさについて

も寮生活を始めるまでそれほど感じませんでしたが、鯖江の川

と見比べると阪谷に流れる川はすごくきれいだと感じます。 

今のまま、阪谷の過疎化が進めば、このきれいな自然の中で育

つ子供が減ってしまうと思います。僕は、小学校の頃虫取りを

したり、星を見たり、川で遊んだりと自然の中で育てられまし

た。この経験は貴重なもので、この経験ができる子供たちが増

えていってほしいです。 

 

新着図書のお知らせ 

 先月号でお知らせした、７冊の新刊が入荷しました。貸出

を希望される方は、公民館に申し込んでください。 

※貸出冊数は２冊まで、貸出期間は２週間です。 

 

・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 

 

 
 



  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 P1:00 

 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） 

     体協理事会 P7:30 

 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）福寿会役員・クラブ長会議 P1:30 

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 

26 日(火）草木染め体験教室 P1:30 

団体連絡協議会会計監査 P7:00 

  

 

  

平成３０年度 阪谷女性のつどい 

３月３日（日）午前９時４５分 から 

（ 9：15から受付開始 ）※詳しい報告は次号でお伝えします。 

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 ） 

※ 未就学児のお子さんがいらっしゃる方は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 

（６：４５から受付開始） 

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。 

 

 

 

 

  他県では、特殊詐欺の新たな手口として、全国銀行協会

を騙った封書を送りつけ、元号の改元名目でキャッシュカ

ードを郵送させるということが確認されています。 

  このような封書が届いても、キャッシュカードを他人に渡

さない、暗証番号など他人に教えないようにして下さい。 

 国旗を掲げましょう  

３月２１日(木) 春分の日 自然をたたえ、生物を慈しみましょう 

 

少年教室・世代間交流事業 

『公式ワナゲに挑戦！！』全５回、終了しました。 

 １月２１日（月）から５回シリーズで開催された「公式

ワナゲに挑戦！！」では、阪谷小学校の児童と阪谷地区の

公式ワナゲに興味のある方々、延べ 131 名の参加がありま

した。 

教室の終了後、「何人か集まらないとワナゲをしていても

つまらない」、「このまま終わってしまうのは淋しい」と言

う声が挙がり、阪谷地区福寿会では「ワナゲクラブ」を発

足。現在、毎週水曜日、午後１時より、阪谷公民館で活動

しています。 

公式ワナゲに興味のある方、福寿会に入会を希望される

方は、公民館にお問い合わせください。 

 

 

世代間交流事業 草木染め体験教室 

コブナグサでハンカチ・タオルマフラーを染めてみましょう。 

〇 日  時：３月２６日（火） 午後１時３０分～３時３０分 

〇 講 師：嶋田 由紀子さん  〇 場  所：阪谷公民館 

〇 材料費：ハンカチ（４５センチ四方）  ６００円 

      タオルマフラー        ６００円 

 ※申込時にハンカチかタオルマフラーかをお伝えください。 

〇 定 員：１５名（先着順）〇 締切日：3/１３（水） 
             ※締切日以降のキャンセルは材料費が掛かります。 

第５回さかだに雪まつり開催！！ 
２月１６日（土）に、第５回さかだに雪まつりが六呂師高原スキーパークで開催されました。 

 午前中はあいにくの雨模様でしたが午後からは晴れてきて、絶好の雪まつり日和になりました。 

 ゲレンデで開催したスノーチューブ体験には多くの子どもや家族連れが並び、青少年自然の家のスタッフの方が設定したコ

ースを、大きなチューブ型そりに乗ってカーブしながら滑ってきて、最後のジャンプ台では大きな歓声が飛んでいました。 

 雪だるまコンテストには１１組の参加があり、どれも素晴らしいアイデアと工夫を凝らした雪だるまで、審査するのも一苦

労でした。公民館長賞には、さかずきんちゃんの雪だるまが選ばれました。 

また、たくさんの家族が、スノーシューを履いて雪原を散歩する姿や、 

ちびっ子が屋根から落ちた雪山をすべり台のように遊んでいる姿を目の当 

たりにし、大変ほほえましく感じました。 

 限定２５０食を用意した振る舞いシシ鍋は１時間ちょっとでなくなって 

しまいました。振る舞い鍋以外にも、たくさんの食のメニューを準備し、 

さまざまなサービスでおもてなし出来たと感じます。 

 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を感謝申し上げます。 
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