食育のふるさと阪谷をよくする会
３月定例区長会で話し合われた主な内容は次のとおりです。
１．結の故郷発祥祭市民等提案事業について
『さかだに雪まつり ～六呂師高原で食べて遊んで雪中賛歌～』
結の故郷発祥祭のイベントとして実施する予定です。
開催日 平成２７年１月２４日（土）
、２５日（日）
会 場 六呂師高原スキー場跡地、
ミルク工房奥越前とその周辺
内 容 日本一（！？）雪のすべり台
さかずきんちゃんの雪像コンテスト
阪谷こだわり野菜の大鍋のっぺい汁 など
※ 今後、区長会が中心となり、各団体や関係機関の協力
をいただきながら実施をする予定です。
２．大野市自衛隊協力会総会及び大野市区長連合会総会について
日 時 平成２６年４月２３日(水)
大野市自衛隊協力会総会 午後２時～
大野市区長連合会総会
午後３時～
会 場 結とぴあ(多田記念大野有終会館)３０５・３０６
３．その他
・阪谷ふわわ女性の会について
・阪谷子育てクラブの支援について
・青少年育成推進員の推薦について
・地区団体会費(1 戸当たり 4,500 円)の納入について

みんなでスポーツ

すわるビクス教室

新体制で今年度事業スタート
３月１４日に合同会議が開催され、各専門部会の委員構成が決ま
り、各部会の部長・副部長が選出されました。また、各部会に分か
れ、平成２６年度の事業計画について話し合われました。
合同会議で決定した事項は、下記のとおりです。
【総務部会】 部長 尾澤宏朗氏 ・ 副部長 山本早苗氏
（１）城の下公園清掃活動
◇実施予定日 １回目 ５月２３日(金)午後１時～
２回目 ８月 ８日(金)午前７時～
（２）視察研修について
◇期 日
６月１５日（日）
◇テーマ
昔の古民家の生活を体験しよう
◇視察先
石川県能登町 春蘭の里
（３）結の故郷づくり交付金事業について
【まつり企画部会】部長 宮崎一憲氏 ・ 副部長 山村清宣氏
山村清宣氏
（１）夏まつりについて
◇期 日 ８月２
８月２日（土）
◇会 場 スターランドさかだに
【文化活動部会】部長 幾山秀一氏 ・ 副部長 前川良明氏
（１）花いっぱい運動、花壇コンクールについて
◇審査予定日 ８月３１（日）
◇花の種類
種類は自由とする。
（但し、マリーゴールドま
たはサルビアのどちらか１つは必ず入れること。
）
（２）文化祭について
◇期 日 １１月１６日（日）
◇会 場 スターランドさかだに
【食育推進部会】部長
【食育推進部会】部長 石塚憲治氏 ・ 副部長 北野義治氏
（１）こだわり野菜を食するつどいについて
◇期 日 ７月６日（日）
◇会 場 スターランドさかだに

好評のうち
好評のうち全１０回無事終了
のうち全１０回無事終了
２月３日からスタートしたすわるビクス教室。全１０回の教

6 年目にして思うこと

室を 3 月 6 日に終えました。今年度は 21 名の方にご参加いた
だきました！

多田佐智子（森本）

講師の小嶋ちづる先生による、座ったままでできる運動、明
るく・元気で・楽しい声掛けは参加者のみなさまに大好評でし
た！雪かき作業がほとんどなかったこの冬、運動不足になりが
ちな体を、気持ちよく動かせたのではないでしょうか。また、
参加者同士の親睦も深まり、とてもいい時間を過ごせました。
みなさまからいだたいたお声をもとに、２６年度の「みんな
でスポーツ事業」も充実したものを企画したいと考えています
ので、またご参加ください！

生まれも育ちも富山県の私が、大野にやって来てもう 6
年目になりました。両親や友人の住む地元を離れた時の寂
しい思いや、新しい土地になかなか馴染めなかった辛い気
持ちは今でも忘れることができません。
しかし、私は阪谷に縁があるのか、本当にありがたいこ
とに、阪谷のいろんな場所で仕事をすることができました。
スターランドさかだにをはじめ、阪谷公民館での子ども
を見守る安全管理員、そして今は週に 2 日ほど阪谷郵便局
での勤務。
阪谷の人たちと触れ合う機会が多くなるにつれ、いつの
間にか、ずっと寂しい寂しいと思っていた気持ちが薄れ、
富山のことを考える時間が減ってきているな・・・という
事に最近気が付きました。
いつも親切にしていただいている皆さんに、心よりお礼
申し上げます。また、今後ともよろしくお願いいたします。
よろしければ、阪谷郵便局にもお立ち寄りください。

第３回食育の祖「石塚左玄」の料理教室を開催
左玄の訓えを料理で味わう
3 月 7 日（金）の総会で承認されました役員の方々です。
（敬称略）
会
長
山本 早苗（松丸）
・・・下区
副 会 長
岸下恵美子（森本）
・・・下区
〃
石田久美子（橋爪）
・・・上区
書
記
岩本志保子（伏石）
会
計
長谷川順子（大月）
運営委員
南川ふじえ（蓑道）
山腰けい子（南六呂師）
小林さなえ（南六呂師）
4 月 10 日（木）第 1 回役員会で、総務・教養・福祉の各部長、
副部長が選出され、本格的な活動が開始されます。
地区の皆様には、女性の会の活動にご協力とご理解ください
ますようお願い申し上げます。

ソフトバレーボール大会
開催のお知らせ
バレーボール大会（3 月 30 日開催）に続きまして、ソフ
トバレーボール大会が開催されます。
地区のみなさまお声をかけあってぜひご参加ください！
大会が盛り上がりますよう、ご協力お願いします。
《ソフトバレーボール大会》
開催日：４月２０日（日）
午前８時３０分開会
競技開始 午前９時
会 場：阪谷小学校 体育館

３月８日（土）に第３回食育の祖「石塚左玄」の料理教室
が NPO 法人ﾌｰﾄﾞﾍﾙｽ石塚左玄塾から講師を迎え、１２名の参
加者で行われました。今回は、春の食材を使用し、春らしい
料理を作りました。
①黒豆ごはんのいなり寿司
②春野菜のかき揚げ
③玉ねぎと車麩の酢味噌和え
④ゆばと豆腐団子のすまし汁
⑤花びら巻
「玄米ごはんが、やわらかくて美味しかった。」「食材を無駄
にしないことに感心した。」「砂糖を使わなくても野菜の旨味
だけで美味しくできた。
」など参加者から喜びの声をいただき
ました。
平成２６年度も「石塚左玄」の料理教室を開催予定してい
ますので、ぜひご参加ください。

＊さくらんぼ愛育会＊
3 月 2 日(日)に阪谷さくらんぼ愛育会
の総会が開催されました。総会終了後、
講師に川田香菜子先生をお招きして「恐
竜のお話」をしていただきました。
大型の絵本には、等身大の恐竜の顔が描
かれていて、大迫力！その後、色とりどりの折り紙で、恐
竜の折り方を教えてもらいました！恐竜はいつまでも子
どもたちに大人気の存在ですね。
26 年度も愛育会、家庭教育学級では親子で楽しめ
る行事を行っていきたいと思います。小さいお子さま
がいらっしゃるご家庭は、ぜひ、ご参加ください！

阪谷子育てクラブ

いよいよ新学期です。子どもを交通事故から守りましょう！
ドライバーのみなさんへのお願い
①
②
③
④
⑤

生活道路では特に警戒！
子どもを見かけたら、その反対側にも目配り！
駐停車車両の陰に目配り！
横断歩道周辺にも目配り！
右・左折時は側方の安全を確認！

春休みの見守り開始

阪谷子育てクラブでは春休み中の居場所として阪谷公民
館で阪谷小学校に通う子供たちをおあずかりしています。
友達と一緒に宿題をしたり、遊んだりして１日を過ごしま
す。４月１日からは、新１年生の参加も予定しています。

～～自然教室開催～～
４月３日(木)の午後１時～４時まで、自然教室を行いま
す。講師に矢村健一氏を迎え、阪谷に生息する身近な生き
物のお話を聞いたり、触れ合ったりして楽しく過ごしたい
と思います。

保護者のみなさんへのお願い
①
②
③
④
⑤

通学（園）路を子どもと一緒に点検！
とび出しをしないよう指導を徹底！
信号の色の意味や利用方法を指導！
車の直前直後横断の危険性を理解させる！
交通ルールを正しく理解し、模範行動を実践！

春の交通安全県民運動
≪4 月 6 日（日）～15
日（日）～15 日（火）≫
運動の重点
○子どもと高齢者の交通事故防止
○自転車の安全利用の推進
○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい
着用の徹底
○飲酒運転の根絶
○交通安全新３S（シルバー・スロー・シー）運動の推進

5 日(土）遺族会総会 P1:00
8 日(火）ふわわ女性の会幹部役員会 P7:30
春のあみもの教室 P1:30
10 日(木）福寿会総会 A10:15
ふわわ女性の会役員会 P7:30
15 日(火）愛育会役員会 P7:00
16 日(水）福寿会役員･クラブ長会 P1:30
よくする会総務部会 P7:30
20 日(日）地区総体ソフトバレーボール大会
A8:30
22 日(火）定例区長会 P7:30
23 日(水）地区社協総会 P7:00
24 日(木）体協理事会 P7:30
30 日(水）雪まつり実行委員会 P7:30

