
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

少年教室 ふるさとかるた大会 

1 月 8 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。読み手の声に耳を傾け、集中した様子が見られました。ふ

るさと大野について関心を持つきっかけになったでしょうか。 

上位入賞者は次のとおりです。 

低学年の部 1 位（加藤智花）2 位（前川里紗） 

3 位（高田秀洋） 

中学年の部 1 位（高田秀佑）2 位（中道陽菜）3 位（新保真那） 

高学年の部 1 位（中村彩翔）2 位（石塚生希） 

     第 58回市総体スキー競技会 

来る２月１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。 

また、地区のみなさま、応援のほどよろしくお願いします！ 

 
思います。 

 また、私がこの阪谷で生活し、子育てをしていけるのは、係わってくだ

さっている皆様、見守ってくださっている皆様のおかげです。 

子育ての大変さを感じたときには、私を支えてくれる優しさも感じるこ

とができます。今後は、支えられるだけでなく、支えていけるよう頑張っ

ていきたいです。 

１月２４日・２５日「さかだに雪まつり」が開催されました。天候にも恵まれ、市内外から親子連れなど 10,000 人以

上が阪谷の雪を満喫しました。六呂師スキー場が甦ったようなにぎわいで、予想以上の人出に、スタッフもうれしい悲鳴

を上げていました。阪谷地区の底力を実感しました。早朝からボランティアでご協力くださいました皆様お疲れ様でした。 

雪像コンクールの参加作品 最優秀賞に輝いた小山一龍の会 

雪の下の野菜収穫体験 

大鍋振る舞い 

巨大かまくら

巨大迷路 
         子育てクラブ 

              湯口和歌子（南六呂師） 

初めて子どもをベビーカーに乗せてお散歩に出かけた日は、まだ慣れ

ていないこともあり、とても緊張したのを覚えています。 

 その子が保育園に入園すると、愛育会に誘われました。その頃は近所

に同じ年頃の子どもがいるのは知っていましたが、交流はあまりありま

せんでした。愛育会の活動を通し、私自身にも友達ができ、子どもだけ

でなく私にも家以外の居場所ができたように感じました。 

 しかし、小学校に入学すると困ったことがありました。春休みや夏休

みに子供が１人で家で過ごさなければならなくなったのです。そんな時

に子育てクラブのことを知りました。料金はかかりましたが、見守りを

してくださっている先生方は地域の方ばかりなので、安心して預けるこ

とができました。また、子育てクラブの活動はクッキングや１泊のキャ

ンプ等、子ども同士が協力して体験することが多く、家庭ではなかなか

できないことなので楽しく参加しています。今年も３月に６年生のお別

れ会を南六呂師の青少年自然の家に宿泊して行う予定をしているのです

が、今から子ども達は何をするのかとても楽しみにしています。 

このような活動に参加することを通して、私もいろんなことにチャレン

ジする楽しさを知りました。これからも子どもと一緒に成長できればと 

 

巨大迷路 

そりを待つ行列 

もちつき体験 
バナナボート 



２月の行事予定 
1 日(日）市総体スキー競技会 

6 日(金）みんスポ「ヨガ」④P1:30 

10 日(火）少年教室「バレンタインチョコづくり」 

12 日(木）あみもの教室 P1:30 

13 日(金）みんスポ「ヨガ」⑤P1:30 

15 日(日）大野市議会議員選挙投票日 

18 日(水）ひとり暮らし給食サービス 

19 日(金）あみもの教室 P1:30 

少年教室「英語教室」P4:00 

20 日(金）定例区長会 P7:30 

みんスポ「ヨガ」⑥ P1:30 

     女性のつどい準備 P3:00 

22 日(日）女性のつどい A9:30 

26 日(木）あみもの教室 P1:30  

27 日(金）みんスポ「ヨガ教室」⑦P1:30 

 

3 月の行事予定 
1 日(日）さくらんぼ愛育会総会 
2 日(月) パッチワーク教室 P1:30 

3 日(火）レザークラフト教室 P1:30 

5 日(木）市・県民税申告 A9:00 

6 日(金）ふわわ女性の会総会 P7:30 

          みんスポ「ヨガ教室」⑧P1:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日 3 月 17 日（火）8:30 集合 

行 程 阪谷公民館～バスで金沢へ 

北陸新幹線「はくたか」に乗って 

金沢駅～富山駅 

富山駅からバスに乗って 

阪谷公民館 18:40 着予定 

会 費 5,500 円 

定 員 20 名 

申 込 2 月 27 日（金）までに阪谷公民館へ 

詳細はチラシをご覧ください。 

 

日 時：２月２２日(日) 午前 9：30（受付午前９時） 

会 場：阪谷公民館 

テーマ：「あなたの心とからだ 癒
いや

せてますか」 

講演会：「寝活（ねるかつ）のすすめ」 

         講師：有田広美 氏 

         （福井県立大学准教授） 

演 芸：三味線、大正琴 

その他：名物「持ち寄りバイキング」、作品展示 

 

       ～～あみもの教室～～ 
        日 時   2 月 12 日・19 日・26 日（木） 

              午後 1:30～ 

        材料代   3,000 円～4,000 円 

        持ち物   5 号かぎ針 

        講 師   大谷恵子 さん 

        申込み   2 月 3 日（火）までに 

～～レザークラフト教室～～ 
       本革でキーケースを作りましょう！ 

        日 時   3 月 3 日（火）午後 1:30 

        材料代   1,200 円～ 

        講 師   橋本信子 さん 

        申込み   2 月 16 日（月） 

～～パッチワーク教室～～ 
かわいいティッシュカバーを作りましょう！ 

        日 時   3 月２日・16 日(月)午後 1:30～ 

        材料代   ７００円前後 

        講 師   田中さとゑ さん 

  申込み   2 月 16 日（月） 

少年教室からのお知らせ 
少年教室では 2月にふたつの教室を企画しています。 

 小学生のみなさん、参加をお持ちしています！ 

 ☆２月１０日(火)学校終了後随時 

  『バレンタインチョコづくり』 

 ☆２月１９日(木)午後４時～ 

  『テイラー先生と英語であそぼう』 

 お申し込みは阪谷公民館まで。 

 詳しくは配布されるチラシをみてくださいね！ 

■親水施設「せせらぎ水路」施設管理者募集について■ 

平成 27 年 4 月よりスターランドさかだに内、親水施設「せせ

らぎ水路」の維持管理を委託できる方を 1名募集します。 

①業務内容：施設（水路及びそれに伴う施設）の清掃・杉葉採

り、水路掃除等 

②期間：平成 27年 4月～同年 11月頃まで（実質 8か月間） 

  作業は、3～4回/月（その時期による）していただきます。 

③募集対象：平日の日中に作業できる方 

④募集人数：1名（男女問わず健康な方） 

⑤賃金：15,000円/月（8か月合計：120,000円） 

⑥募集期間：平成 27年 2月 20日（金）申し込み〆切。 

応募者多数の場合は、面接をさせていただきます。 

お申込み、詳しいお問い合わせ 

大野東部土地改良区（桶谷）電話：0779-66-5243 

１ 雪害に注意 

  冬季に入り、除雪の時期になりました。先月から今月にかけて 

 ・屋根雪下ろしを行っていたところ屋根から落ちた 

 ・屋根の下で除雪作業を行っていたところ屋根雪が頭上に落ちてき

たなどの雪害が大野市内で発生しています。 

  除雪を行う際は、なるべく一人で行わず、安全に細心の注意を払

い作業を行うようにしましょう。 

２ 交通事故に注意 

  除雪により、道路幅は狭くなり、路面凍結のためタイヤのスリッ

プが起きやすくなっています。 

  あわてて速度を出すことなく、時間にゆとりを持って安全運転に

努めるよう心がけましょう。 

 

２月「ほのぼの広場」（9:00～11:00） 

3 日（火）と１7 日（火） 

寒さや雪に負けず、元気に遊びましょう。 

外あそびの用意もしてきてくださいね。 

待っています。 

スターランドさかだによりお知らせ 

～～ 阪谷地区左義長 どんど焼き ～～ 

 日  時：２月２２日（日）午前１１：００ 

 会  場：スターランドさかだに 

 そ の 他：ぜんざいの振る舞いをします 

そば処も通常通り営業いたします。 

問合せ先：スターランドさかだに（６７-７２５０） 
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