第 7 回阪谷こだわり野菜を食するつどい

演劇教育で生み出す力！

ります。脚本からテーマ曲・衣装・小道具等に至るまで

手作りで仕上げているので、キャスト参加のみならず裏

一つの作品を作り上げていく過程や本番時に受ける達成

方のスタッフで参加をするジュニアもいます。いずれも、

前回の原稿依頼から二年半が過ぎましたが、阪谷公民

感は、生きる力や地域力をも生み出しあらゆる活動の場
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館を拠点として活動を開始した《劇団チャップス》は九

へとつながっていくのです。
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月に創立三十五周年記念公演を予定しているので、今回

劇団チャップス・ジュニア》の活動を始めた頃から、文

さて、チャップスでは親劇団として十一年前に《児童

ってきます。そうした成果が福井市においても必要とさ

の頃には見られなかった自信と安定感が得られる様にな

れていくこともあるで、日を追うごとにオーディション

また、劇練習の中で教育カウンセリングのスキルを入

化の底辺拡大に加えて演劇教育としての位置づけを重視

れ、指導教室等で発達に合わせた演劇教育指導の実践も

場者には、スターランド特産加工部の新作商品阪谷産の小麦を使った

焼き菓子『ＫＯＭＵＧＩ』をお土産として渡しました。

野菜づくりや料理の提供、会場の運営など多くの皆

様にご協力をいただき、本当にありがとうございました。

勢１５０名余りが集い、「さかだにラジオ体操の

つどい」が行われました。

音楽に合わせたリズム体操が行われ、参加者は楽

しく、体を動かすことができました。その後、お

馴染みのラジオ体操が行われました。

今年で３回目、地区民の健康維持と体力増進そ

して、世代を超えた地域交流の

活動として定着してきました。
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も劇団代表としてその続編をお届け致します。

するようになりました。現在、年長児から小学生・中学

しています。

ャップス公演【ピーターパンとなかまたち】を大野市文

まずは、九月七日（日）午後五時三十分開演の劇団チ

生・高校生・大学生がジュニアの団員として、大人チャ
ップスと共に公演日に向けて夏休みもパワー全開で頑張
っています。

者にゆっくりと料理を味わっていただくことができました。また、来

化会館へ見に来ていただき、演劇教育の成果を実感して

昨年より１００枚減らしました。昨年までのような混雑がなく、来場

表現力やコミュニケーション力が養われる練習風景

今年は、会場のスペースなどを考慮し、券の販売枚数を２００枚と

ください。阪谷の皆様にも、多数チャップスに親子参加

山菜を使った料理３０種類が並びました。

で、ジュニアたちが見せる底力には目を見張るものがあ

アズキ入り玄米ご飯や野菜たっぷり味噌汁など、阪谷でとれた野菜や
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第７回阪谷こだわり野菜を食するつどいが、７月６日（日）スター

をしていただきたいと思っています。家族で遊

びに出かけるだけでは味わえない、大きな達成

感とお子さんの育ちが期待できますよ。

劇団チャップス公演のチラシやチケットは、

の児童や尚徳中学校の生徒、そして地区住民、総

した。

各競技会の中間発表は次のとおりです。

阪谷でとれた野菜
山菜料理に舌鼓！
舌鼓
阪谷でとれた
でとれた野菜・
野菜・山菜料理に

八月中旬から文化会館・図書館・公民館・児童

つどいは、山崎知代美さんの指導による軽快な

館に置かせていただきます。どうか、よろしく

７月２２日（火）夏休み初日の朝に阪谷小学校

お願い致します。

さかだにラジオ体操のつどい

地区総体ゲートボール大会は悪天候のため、残念ながら中止となりま

ランドさかだにで開かれました。今回のメニューは、干しずいきの白

和え、山菜おこわ、煮豆、また食育の祖・石塚左玄ゆかりの地として

第 35 回
と き

阪谷夏まつり

8 月 2 日（土）午後 3 時～8
時～8 時終了予定

会 場
スターランドさかだに
午後 3:00～ 子どもチャレンジランキング
午後 4:05～ 子ども腕ずもう大会
午後 5:05～ さくらんぼ幼保園
午後 5:20～ 阪谷小学校
午後 5:35～ マヒナ会のフラ
午後 5:50～ さかずきんちゃんと遊ぼう
午後 6:10～ 大声コンテスト
午後 7:05～ ビンゴ大会
それぞれ参加賞や、上位入賞者には豪華な賞品が
当たります。
ビンゴ大会も豪華な景品を多数用意しました。
ご家族みんなで遊びに来てください！！
おいしいものを売っている夜店や、
楽しいお店がいっぱいあるよ
私といっしょにあそぼうね！！

桃木峠の大杉周辺の作業奉仕を実施
６月２９日（日）に桃木峠の大杉保全協議会が、草刈りなどの作
業奉仕を実施しました。当日は空模様が心配されましたが、大杉周
辺の草刈りや遊歩道の補修作業を予定どおりできました。会員の皆
様、お疲れ様でした。
１０月１９日（日）には、大杉の観察会を予定していまので、是
非ご参加ください。

蓑道の田んぼに一羽の大きな鳥
が飛来しました。ビックリした M
さん急いでカメラを取りに帰り、

詳細はお分けしたパンフレットをご覧ください。

写真を写すことに成功。自然保護
センターで見ていただき、コウノ
トリと判明！公民館にお持ちくだ
さいました。自然豊かな阪谷なら
こその写真です。

▼ははぁ、体が軽うなった。ほんとに体操って、こんなええもんと

後ろ姿はダチョウみたいです

は。老人会の皆さんにラジオ体操を呼びかけたところ、思わぬ評判
となった。▼子どもたちは、はじめは不思議な目で見ていたが、け
っこう馴染んできて、ありがとう、明日も頼むざとリーダーに声を
かけると、はにかんで、うなずく。かわいい。▼こうした子どもと
の交流も年寄りの楽しみである。この会場へ来られるだけでも、あ
りがたい。▼いまや長寿社会といわれるが、じつは健康年齢は10 年
下回るという。老いても健康でいるためには考え方を変えねば。▼
ラジオ体操をおぼえて、田んぼでも台所でも、ちょっと手を休めて
１、２、３、４とやれる習慣がついたら、うららの世界が変わっち
ゃうかも。K・I 生

アルミ缶回収は 8 月 23 日（土）です。≪ふわわ女性の会≫

事故に注意
8 月に入り、子どもたちは夏休みに入りました。日中や夜間に子
どもが外に出ることが多くなります。道路にいつ子どもが飛び出し
てくるのかわかりません。道路標識を守り、安全運転を心がけまし
ょう。

熱中症に注意
台風や大雨が過ぎ去り、強い日差しの日が続いています。外に出
た際には、帽子を使用するなどして日差しを遮るとともに、こまめ
に水分補給をしましょう。

窃盗被害に注意
夏は人がよく出歩くためか、窃盗の被害が増える時期です。家を
留守にする際は、必ず鍵かけを行いましょう。また、家の前に停め
ているからと安心することなく、車や自転車の鍵かけを行い、車の
中には貴重品はおかないようにしましょう。

８月の行事予定
2 日(土）第 35 回阪谷夏まつり P3:00
5 日(火）市老連体育大会 A9:30
6 日(水）福寿会ワナゲ練習会 P1:30
7 日(木）陶芸教室 P7:00
8 日(金）城の下公園清掃 A7:00
11 日(月）生花教室 P1:30
12 日(火）よくする会総務部会 P7:30
13 日(水）福寿会ワナゲ練習会 P1:30
19 日(火）定例区長会 P2:00
市長と語る会 P3:30
20 日(水）福寿会ワナゲ練習会 P1:30
21 日(木）子育てクラブ A11:30、陶芸教室 P7:00
22 日(金）雪まつり実行委員会 P7:30
23 日(土) フィールドスケッチ講座 A9:00、アルミ缶回収
25 日(月）体協理事会 P7:30
26 日(火）少年教室「パコーン教室」P3:00
27 日(水）少年教室「パコーン教室」P3:00
28 日(木）少年教室「パコーン教室」P3:00
29 日(金）子育てクラブ A11:30
31 日(日）花だん審査

９月の行事予定
4 日(木） 少年教室「パコーン教室」P3:30
ふわわ女性の会幹部役員会 P7:30
11 日(木) 少年教室「パコーン教室」P3:30
ふわわ女性の会役員会 P7:30

