
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区長会だより１０月定例区長会での主な内容をご報告します。 

１ 野焼き、不法投棄、ごみの分別について、奥越健康福祉センタ

ー、市民生活課の職員から説明を受けました。堂嶋区内での産業

廃棄物不法投棄の撤去が完了した報告があり、今後、区長会が中

心となり、地区一丸となって、野焼き、不法投棄防止に向けて取

り組む姿勢を確認しました。 

２ 緑のふるさと協力隊の阪谷地区への受け入れについて協議さ

れ、地区の活性化のために受け入れたい意向はあるが、一軒家の

提供が必要など、受け入れ環境が整うかが課題となり、今のとこ

ろ受け入れは難しいという方向です。 

３ 平成２８年度から３２年度までの５年間のスターランドさか

だにの指定管理の応募について、これを非公募としてスターラン

ドさかだに振興会が今後も指定管理を受けることについての議

題が提案され、全会一致で了承されました。 

  また、併せて、先日行われたお月見会が大人１１０名、子ども

２２名の参加のもと行われたこと、１１月１５日に収穫祭が行わ

れること、実行委員会を立ち上げ、スターランドさかだにを会場

として雪まつりを行う事などの報告がありました。 

４ 大野市を事務局とし、福井県、六呂師ハイランドホテル等を買

い受けた事業者や地域関係者に阪谷地区から、区長会会長、よく

する会会長、南六呂師区長を含めた『六呂師高原活性化推進協議

会』の第１回目の会議が１０月２２日に開催されたことが黒田区

長会長から報告されました。 

  区長会長からは、この協議会における阪谷地区の意見というも

のは、非常に重いものになるだろうとの認識が示され、今後、〈地

区の意見〉として、各団体・各層からの意見を聞く場を作り、そ

の意見を協議会にあげていきたいという意向でありました。 

５ 区長会総会が１１月２８日（土）午後３時３０分から行われる

ことが決定しました。 

６ 阪谷地区新年会が平成２９年１月１１日（月・祝）午前１１時

から行われることが決定しました。今回の世話役は第４分団で

す。 

大野市教育理念 

明倫の心を重んじ 育てよう 大野人 

 
 クロスカントリースキー 

              前田 浩鑑（森本） 

 私は、クロスカントリースキーというスポーツをしています。今

日はこのスポーツについて紹介したいと思います。 

 阪谷に住んでいる方は、知っている方がほとんどだと思います

が、つま先だけ固定されたスキーを履いて、平地や、上り下りのあ

るコースを滑るスポーツです。ちなみに競技になると短いもので

1.2 ㎞、長いもので 50 ㎞に及ぶものもありとても大変なスポーツで

す。 

 私が思うにこのスポーツの魅力は、冬の自然の中を滑るというこ

とです。冬なのでもちろんとても寒いですが、冬景色はとてもきれ

いです。コースごとで景色が全く違い、例えば石川県のコースです

と、コース中盤で、目の前に白山が見えます。このような景色の中

で滑るのはとても気持ちいいです。かつてこのスポーツをやってい

た方々は「きつかった」というイメージを持っていると思いますが、

機会があれば、一度無理のないペースで飲み物などを持って、スノ

ーシューの様な感覚で、ゆっくりとコースを周ってみてもらえたら

新しい発見があると思います。 

桃木峠の大杉、おっきかったなぁ♪ 

 １０月１８日（日）に桃木峠の大杉観察会が行われました。当日

は爽やかな秋晴れとなり、桃木峠からは大野盆地や白山連峰がきれ

いに見えました。大杉の観察会では、大杉の近くまで寄ることがで

き、下から見上げたり、大杉に触れて木の感触を味わったりしてい

ました。福井森林管理署のみなさんによる森林クイズにもチャレン

ジしました。 

 観察会の後、参加者はスターラ 

ンドさかだにへ向かい、そばうち体 

験をして、みんなが打ったそばを食 

べてから、苔玉作り、つるかご作り、 

木のクラフト工作に時間を忘れて夢 

中で取り組んでいました。 

 

   ～～阪谷ふわわ女性の会会員の皆さま～～ 

台風 18 号被害に伴う募金にご協力ありがとうござい 

ました。 阪谷地区で、19,100 円の募金が集まりま 

した。 10 月 21 日大野市連合ふわわ女性の会へ届け 

させていただきましたことを、報告いたします。 

 

平成２７年度地区総体  

総合優勝は第１分団！！ 
 

１０月１１日(日)に予定されていた陸上競技会ですが、ぐ

ずついた空模様のため、やむを得ず、中止の決定となりました。この

日のために準備し、楽しみにしていてくださった地区の皆さん、来年

は今年の分も盛り上がりましょう。 

 

総合の部の成績は次のとおりとなります。表彰式は１０月定例区長会

にて行われました。 

 大  会 １分団 ２分団 ３分団 ４分団 ５分団 ６分団 

3/29  バレーボール ２位

５点 

４位

３点 

３位

４点 

６位

１点 

５位

２点 

１位

６点 

4/26  ソフト 

バレーボール 

１位

６点 

２位

５点 

３位

４点 

６位

１点 

４位

３点 

５位

２点 

6/ 7  ソフトボール ２位

５点 

５位

２点 

１位

６点 

棄権

０点 

４位

３点 

３位

４点 

7/12  ゲートボール ４位

３点 

６位

１点 

５位

２点 

２位

５点 

３位

４点 

１位

６点 

10/11  陸上競技 雤天のため中止 

合計点 １９点 １１点 １６点 ７点 １２点 １８点 

総合順位 １位 ５位 ３位 ６位 ４位 ２位 

３月２９日のバレーボール大会から始まった地区総体。地区の皆さ

んにたくさんのご参加をいただきました。スポーツを通した交流の場

になったかと思います。体協事業にご協力いただきありがとうござい

ました！ 
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１１月の行事予定 
1 日(日）大野市文化祭（～3 日） 

2 日(月）安全管理員会 P7:00 

5 日(木）陶芸教室 P7:00 

6 日(金）歴史講座 P2:30 

13 日(金）お出かけほっとサロン 

15 日(日）地区文化祭・スターランド収穫祭 A10:00 

19 日(木）在宅療養講座 P7:30 

21 日(土）左玄料理教室 A9:30 

26 日(木）体協理事会 P7:30 

28 日(土）区長会総会（～29 日） 

29 日(日）女性学級「能登散策」A6:35 

 

１２月の行事予定 
4 日(金）福寿会忘年会 

8 日(火）女性のつどい実行委員会 

 

 

 

 

 

 

在宅療養講座【働き盛り世代対象】のお知らせ 

      『阪谷地区でできる、在宅医療と介護』 

皆さんは、在宅医療や介護保険制度・介護サービスについ

て、ご存じですか？介護保険の申請方法や介護に役立つ情報

について、専門職から直接お話しを聞ける講座です。 

 

講  義：（仮）『在宅医療について』山川医院 山川 秀 先生 

     『介護保険制度・介護サービス』について   

大野市地域医療推進連絡会（医師・歯科医師・看 

護師・ヘルパーなどの多職種のメンバー） 

意見交換：『阪谷地区での、在宅医療・療養について考える』 

   ～不安なこと、聞きたいこと、みんなで解決しよう～ 

日  時：平成 27 年 11 月 19 日(木) 19:00～20:30 

 (受付 18：30～) 

会   場：阪谷公民館 

対  象  者：阪谷地区の働き盛り世代対象 (年齢制限はありません) 

参  加  費：無料 

申込  〆切：１１月１３日(金) 

申込問合先：阪谷公民館(67-1111) 

大野市役所健康長寿課(65-7333) 

第３回 石塚左玄料理教室 開催します♪ 

 １１月２１日（土）午前９時３０分から、公民館において食育の祖

「石塚左玄」の料理教室を開催します。 

 今回のメニューは、①玄米ご飯、②ジャガイモのすいとん、③高野

豆腐の印籠煮、④小松菜としめじの柚子びたし、⑤オレンジキャロッ

トラペ、⑥そば安倍川の６品です。 

 事前に参加申し込みをいただいている方以外でこの回に参加したい

という方は、１１月１８日（水）までに公民館までご連絡ください。 

 回を重ねるごとにレベルアップしている館長と一緒に、秋の食材を

使った左玄先生料理教室に参加しませんか。 

 

【世代間結づくり事業】に取り組んでいます 

 この事業は、子どもから高齢者までの世代間の交流を通して、さ

らなる地域コミュニティの強化を図る目的で今年度から実施され、

阪谷地区では、『落合区』が取り組んでおります。 

 各種作業の後の区民総参加のバーベキュー大会や食事会、何十年

ぶりで復活した落合区夏まつり、国旗の共同購入と国旗掲揚運動の

推進、仏具磨き講習など、集落センターを拠点とした世代間による

幅広い活動が展開されており、このような活動経費の補助として大

野市から年間最大１０万円の奨励金が交付されます。 

 この事業に取り組んだおかげで、高齢者、若者から子どもまで、

一堂に会する機会が増え、その結果、何十年も開催されてなかった

村の夏祭りが開催できた、村の若者から 

前向きな意見が出た、電気柵設置、各種 

イベントなどの作業に若者が出てくれる 

ようになったなど、大きな成果をあげら 

れています。 

    市外の方が阪谷の魅力を満喫♪  

一日体験バスツアー大盛況 

 １０月１２日（月・祝）に食育のふるさと阪谷をよくする会の企

画で阪谷一日体験バスツアーが行われ、福井市、鯖江市、坂井市な

どから４４名の方が阪谷地区を訪れました。当日は今にも泣きだし

そうな曇り空で肌寒い一日でしたが、ツアー中は雤に降られること

がなく、参加者は八町区の岩めぐり、ワインフェスタ、スターラン

ド阪谷でのそば打ち体験、ミ 

ルク工房でのアイス作り体験 

や六呂師高原の特産物の買い 

物など阪谷地区のいろいろな 

魅力スポットを満喫していま 

した。 

女性学級研修旅行ご案内 「能登の魅力を味わおう」 
日  時   １１月２９日（日）６：３５集合 ６：４５出発 

見 学 先   輪島の朝市散策、千枚田、すず塩田村 

会  費   ５，０００円 

（ふわわ女性の会々員は４，５００円） 

定  員   ２５名（先着） 

対  象   阪谷に居住する女性 

＊お誘い合わせてご参加ください。 

阪谷駐在所からのお知らせです。 

１ 本年 9 月中に阪谷駐在所管内において、車の中や田んぼ、畑から農作

業の機材が盗まれるといった事案が発生しました。 

 犯罪の被害に遭わないためにも、防犯上のポイントとして、 

  〇 車上狙い防止（少しの間でも、車から離れる際は、施錠して、車

内に物を置かないでください。 

  〇 自転車盗難防止（防犯登録、確実な施錠（ダブルロック）をして

ください） 

  〇 空き巣被害防止（玄関先や勝手口・窓等の確実な戸締り、夜間に

おける玄関・裏口の点灯（センサーライトを設置してください。））

をお願いします。 

    また、窃盗被害の他にも、振り込め詐欺と思われる電話やハガキ

等を受けた場合やおかしいと思ったら一人で悩まず警察（大野警察

署 65-0110）又は警察総合相談電話（＃9110）、家族に相談してく

ださい。 

２ 経ヶ岳等登山届提出ポストの設置について 

  南六呂師の青少年自然の家の他に、阪谷駐在所に登山届ポストを新た

に設置しました。経ヶ岳等に登られる方は、駐在所内に登山届用紙

がありますので、必要事項を用紙に記載し提出をお願いします。 

阪谷地区文化祭とスターランド収穫祭 

開催日 １１月１５日（日） 

会 場 スターランドさかだに 

内 容 落語会・作品展示・つぐら作り体験など 

    お食事処では収穫祭特別メニューが楽しめます。 

※詳細については配布のチラシをご覧ください 
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