
   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

                               

 

 

「ピザ窯を作ろう！」 

山 村 福 和（柿ヶ嶋） 

 皆さんこんにちは。スターランド特産加工部です。私たちは、阪

谷地区で採れた農産物などを加工・販売する六次産業化を中心に地

域の発展を目指して活動しています。 

 今は「すこ」や「そばっつぇる」、「まめずきん」などの焼き菓子

のほか、阪谷地区で栽培した小麦とひまわり油を使ったクッキーの

商品開発に取り組んでいます。 

 まだまだ、生産量は少なく、経営も安定しませんが、少しずつ前

へ進んでいきたいと思っています。 

 さて、今年度は地域内異世代交流事業(フラワーコミュニティー

事業)の補助を受けて交流事業を行うとともに、スターランドさか

だにに石窯を設置することになりました。 

石窯で阪谷の新鮮な野菜や山菜、小麦、ひまわり油などを焼いて

ピザや蒸し野菜などを楽しむことができるようになり、体験の幅が

広がるでしょう。きっと阪谷を訪れた人たちが喜んでくれると思い

ます。 

 私たちは、地域の住民が笑いながら知恵と力を出し合い、ひとつ

ずつ耐火レンガを積んで、私たちの石窯を作りたいなと思っていま

す。一緒にやろうという方は御連絡ください。 

 ところで、ひまわりの花の絵や写真を募集したところ、たくさん

の作品が集まりました。ありがとうございました。これらの作品は

今後のイベントなどで展示します。 

また、１２月ごろを予定している交流会には、収穫した野菜と完

成した石窯でパーティーをしたいなと思っています。 

その日が楽しい日になりますように・・！ 

 

      第第第第 35353535 回回回回    阪谷夏まつり阪谷夏まつり阪谷夏まつり阪谷夏まつり    

  8 月 2 日（土）阪谷夏まつりが盛大に開催されました。午後 3 時

から子どもたちのチャレンジランキングでスタートし、子ども腕ずも

う、ステージでの踊りや太鼓演奏、大声コンテストと盛り上り、フィ

ナーレのビンゴ大会では約 350 名の参加がありました。また、阪谷の

マスコット「さかずきんちゃん」も登場し、子どもたちに大人気でし

た。 

 当日早朝より準備してくださいました関係者の皆さん、まつりに参

加し盛り上げてくださった皆さんありがとうございました。 

 

  

こんなに素敵なバッグができました♡ 

6 月からスタートした文化講座「クラフトバッグ教室」が終了し

ました。初めは戸惑っていた受講生も、回を重ねるごとに上達し、

思い思いの色や形のバッグを作ることができるようになりました。 

自分の作品を見せ合い、 

お互い褒めあい、おしゃ 

べりしながらの楽しい講 

座になりました。地区文 

化祭には皆さんにも素敵 

なバッグをお見せできる 

と思います。 

区長会だより区長会だより区長会だより区長会だより    

８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。 

・民生委員・児童委員について 

・区長会研修旅行会計報告 

・区長会連合会市長と語る会議事録について 

・花壇コンクール審査について 

平成２６年度阪谷地区市長と語る会平成２６年度阪谷地区市長と語る会平成２６年度阪谷地区市長と語る会平成２６年度阪谷地区市長と語る会    

 ８月１９日（火）に阪谷地区市長と語る会が開かれました。まず、

市長より３期目がスタートしたということで、大野市の目指すところ

『越前おおの元気プラン』についてスライドで説明を受けました。そ

の後、各団体より提案のあった３つの議題について、市長と語り合い

ました。 

１ 鳥獣害対策事業の拡充について    （区長会 落合区） 

 【市長】鳥獣害対策事業（恒久防護柵の設置）を土地改良事業で取

組むことができるようなりました。地区内の調整をしてい

ただき、阪谷地区全体で取組みを進めていくということで

あれば、市としても支援していきたいと考えています。 

２ 光通信回線の整備について       （区長会 大月区） 

 【市長】以前から国や通信事業社に対して要請しているところであ

ります。光回線が整備されていない阪谷地区と上庄地区の

住民に対してアンケート調査を実施し、住民の意向も反映

して、国や事業社に対して強く要請していきます。区長様

におかれましてはアンケート調査に協力いただきますよう

お願いします。 

３ 将来、若者や子供達が地元に残るための対策について 

（阪谷子育てクラブ）  

 【市長】「地元に残りたいけど…」を言い訳として、地元から離れる

ケースが多いと言われているそうです。 

     将来、若者や子供達が地元に残るためには、便利さばかり

を追求するのではなく、家庭や地域において「生まれ育っ

た地域が良いところである。ずっと住んでいたい。」という

教育が大切なのではないでしょうか。 

     集落や町内単位で集会場を利用して世代間交流の場を提供

する「結」の精神を実践するモデル事業ができないかと考

えています。阪谷地区内にモデル集落をつくって取組んで

いただけるとありがたい。 

城の下公園の清掃活動を実施城の下公園の清掃活動を実施城の下公園の清掃活動を実施城の下公園の清掃活動を実施    

 ８月８日に城の下公園の清掃活動をしました。今回は、食育のふる

さと阪谷をよくする会総務部員６名に加え、大野市シルバー人材セン

ター阪谷地区会員８名が参加してくださいました。 夏の間に生い茂

った草を取り除いたり、樹木の剪定を 

したりと、公園は見違えるようにきれ 

いになりました。活動に参加していた 

だいた皆様、ありがとうございました。 



９９９９月の行事予定月の行事予定月の行事予定月の行事予定    
1 日(月）安全管理員会 P7:30 

     三味線教室 P7:00 

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 

     健診結果説明会Ｐ1：00 

     陶芸教室 P7:30 

     書道教室 P1:30 

5 日(金）敬老会実行委員会 P7:30 

6 日(土) 尚徳中学校体育大会 A9:00 

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 

13 日(土）石塚左玄の料理教室 A9:30 

16 日(火）三味線教室 P7:00 

18 日(木）少年教室「パコーン教室」P3:30 

     書道教室 P1:30 

22 日(月）定例区長会 P7:30 

25 日(木）少年教室「パコーン教室」P3:30 

30 日(火）市老連いきいき演芸会 

 

 

      

 

   

 

 

 

    

 

 

 

                                    

 

 

   

市老連 第 40 回体育大会開催 

 8 月 5 日（火）大野市老連体育大会が、結とぴあで開催され

ました。阪谷福寿会からは 48 名の選手が参加し、スプーンレ

ース、縁結びリレー、置き換え競争など 11 種目に参加しまし

た。勝負にはこだわらず、健康増進と、人とのふれあいを楽し

みながら楽しい汗を流しました。 

役員の皆様、選手の皆様お疲れ様でした。 

  

さかだにがんばれ！さかだにがんばれ！さかだにがんばれ！さかだにがんばれ！    

 

 

 

 

 

 

地区総体地区総体地区総体地区総体    陸上競技会開催のお知らせ陸上競技会開催のお知らせ陸上競技会開催のお知らせ陸上競技会開催のお知らせ    

開催日  １０月１２日（日）雨天中止 

会 場  阪谷小学校グラウンド 

開 会  午前８時３０分 

今年度の途中経過は次のとおりです。 

1 分団…13 点 2 分団…9 点 3 分団…13 点  

4 分団… 9 点 5 分団…5 点 6 分団…13 点 

開催の合図は、例年どおり午前６時３０分にのろしでお知らせ

します。開会式から参加して大会を盛り上げてください！  

 

 

結の故郷人づくり学習「刈込池散策」 

    刈込池の紅葉を楽しみましょう！！ 

初心者向けのトレッキングコースで刈込池まで登ります 

  日 時  10 月 28 日（火）午前 7:40 集合～正午（予定） 

       阪谷公民館に集合して、小型バスで小池公園（駐

車場）まで行きます 

  講 師  松田栄彦 氏 

  定 員  20 人（先着） 

  持ち物  履き慣れた底の厚いズック（登山靴）、薄い防寒具、

雨具、帽子、軍手、飲み物、タオル、おやつなど 

  申込み  阪谷公民館（67-1111） 

  締 切  10 月 24 日（金） 

  その他  補償は公民館総合保障制度内でさせていただき

ます 

       荒天の場合は中止します 

       阪谷公民館、五箇公民館の共催で開催します 

食と自然が豊かな“さかだに”活性化事業食と自然が豊かな“さかだに”活性化事業食と自然が豊かな“さかだに”活性化事業食と自然が豊かな“さかだに”活性化事業    ≪スターランドさかだに≫ 

食と自然を楽しむイベント開催中！ 

9月28日（日）  有機野菜講習会とバーベキュー交流会 

10月 5日（日）  報恩講料理 

10月11日（日）  月見会・演奏会 

10月19日（日）  畑管理講習会 野菜を使ったピザつくり 

10月26日（日）  報恩講料理体験 

11月 2日（日）  そば・秋野菜収穫体験 

11月16日（日）  そば料理コンテスト    

問合せ先：スターランドさかだに  67-7250 

 

「食育の祖石塚左玄」の料理教室 

食育の祖石塚左玄のゆかりの地である阪谷地区で、石塚左玄の訓えを

もとにした料理教室を年 4回、季節の食材を使ったメニューで開催しま

す。第１回目は６月２８日に１１名の参加で行い、夏野菜を使った料理

４品を作りました。 

 今後、下記日程のとおり３回行いますので、ぜひ参加してください。 

日 時 第２回 9 月 13 日（土）午前 9時 30 分～午後 1時 

     第３回 11 月 8日（土）午前 9時 30 分～午後 1時 

    第４回  3 月 14 日（土）午前 9時 30 分～午後 1時 

場 所 阪谷公民館 1階 料理室    参加料 １回８００円 

定 員 各回１５名程度（先着順） 申込先 阪谷公民館（☎67-1111） 

 

今年もやります ≪アルプス音楽祭 2014≫ 

開催日  9 月 14 日（日）・15 日（月・祝） 

場 所  六呂師高原 高原の時計台「ミルク工房」奥越前広場 

時 間  午前 11 時～午後 5時 

六呂師高原の魅力を最大限に生かし、六呂師高原を大野のアルプ

ス高原ととらえ、音楽祭を中心に…体験ブース…高原マーケット…

食ブース…体験ブースなど皆さんに楽しんでいただける企画満載 

農作業でお忙しい時期ですが、ご家族で遊びに来てください。 

主催：結の故郷音楽祭実行委員会 

六呂師高原アルプス音楽祭実行委員会 

『第２回『第２回『第２回『第２回    阪谷の歴史講座』参加者募集阪谷の歴史講座』参加者募集阪谷の歴史講座』参加者募集阪谷の歴史講座』参加者募集    

食育のふるさと阪谷をよくする会では、阪谷の歴史を知り、伝えて

いくために、「阪谷の歴史講座」を開きます。住民の皆様、ぜひ参加し

てください。 

日 時  １０月３日（金）午後 7時～ 

場 所  阪谷公民館 

講 師  黒田宗雲さん（大野市文化財保護審議会委員） 

受講料  無料  

問合せ先 阪谷公民館 ６７－１１１１ 

 


