
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８回阪谷こだわり野菜を食するつどい 大盛況でした！ 
  第８回阪谷こだわり野菜を食するつどいが、７月５日（日）にスターランドさかだにで開催されました。 

  ６品の新メニューを加えた３１品を準備し、お客様をお待ちしました。前売り券は６月中に完売しており、オープン３０分前の午前１１

時には、すでに約３０名近くのお客様が来場され、１４枚の当日券を発行するほどで、このイベントに対する皆さんの期待の大きさを感じ

ました。 

  今年は、定員１００名の１部制で実施いたしましたが、運営に携わる方のスムーズなご案内もあり、長い待ち時間や駐車場での混乱もな

く、お客様、スタッフ共々非常に満足度の高いイベントになったと思います。この場をお借りしまして、関係者の皆様にお礼を申し上げま

す。ありがとうございました。 

  また、当日は、阪谷地区のマスコットキャラクターのさかずきんちゃんも駆けつけて、お客様を温かく出迎えてくれました。たくさんの

方々が、さかずきんちゃんと一緒に記念写真を撮っておられ、阪谷地区のＰＲに貢献してくれました。さかずきんちゃん、ありがとう！ 

当日、さかずきんちゃんのかわいさに魅了された、森本区の岸本峰波さんからコメントをいただきましたので掲載します。 

 

【岸本さんコメント】 

さかずきんちゃんは、小さな子どもたちだけでなく、 

たくさんの人に愛されているキャラクターなんだなぁと感じました。 

 阪谷のいいところ満載の、とっても可愛らしいキャラクターなので、 

大野市内のいろんなイベントに進出したり、阪谷のイベントをもっと 

もっと盛り上げていってほしいです！ 

区長会だより ～視察研修レポート～ 
７月１０日（金）、１１日（土）と、区長会の視察研修に京都府舞鶴

市にある海上自衛隊舞鶴地方総監部、兵庫県豊岡市にあるこうのとり

の郷公園、兵庫県朝来市にある竹田城跡などを視察してきました。 

 舞鶴地方総監部では、まず海軍記念館の見学が行われました。入り

口を入りますと、初代司令長官 東郷平八郎中将の銅像の出迎えを受け

ました。貴重な記念品、資料等の展示により、旧海軍の史実と伝統を

学ぶことが出来ました。 

 午後は、護衛艦「まつゆき」、 

第２３航空隊のヘリコプターなどの 

装備品を見学しました。護衛艦にお 

いては、操縦室の見学や搭載されて 

いるミサイル装備などの説明を受け 

大変貴重な経験となりました。 

二日目の視察先 竹田城跡では、現地ガイドの説明を聞きながら見学

してきました。壮大な城跡に、年間６０万人の見学者がある理由が理

解出来ました。  

さかだにラジオ体操のつどい 
 夏休みの初日にあたる７月２１日（火）、阪谷小学校の児童や尚徳中

学校の生徒、地区住民総勢１２０名余りの方が、阪谷小学校駐車場に

集い、今年で第４回目を数えます「さかだにラジオ体操のつどい」が

開催されました。今年は、大野市スポーツ推進委員５名の方に来てい

ただき、腕の振り方、指の伸ばす 

ポイントなど、正しいラジオ体操 

のやり方を指導していただきました。 

今年の夏休みは、正しいラジオ体 

操で元気いっぱいに過ごしましょう！ 

 
阪谷に戻って 

                   木下 幸子（伏石） 
 

阪谷に戻って半年。その前は坂井市に住んでいました。 

坂井市の友人や知人に聞かれました。 

「大野の阪谷ってどこ？」 

「六呂師方面やよ。」と答えると、 

「白山ワイナリーがあるところ？行ったことあるよ。」 

「大きい岩がゴロゴロあるところ？」 

「阪谷小学校へ子どもの野球の練習試合で行ったことあるよ。」 

と結構知られているんです。うれしくなったことを覚えています。 

 野山を駆け回って遊んでいた子どもの頃を思い出すと懐かしいで

す。生まれ育ったこの地はホッとします。昔と変わらない豊かな自然、

清らかな水、棚田、一望できる大野市街地、夕焼け、お寺の鐘の音な

ど、すべてに癒されます。 

 これから、母親の手解きで野菜など作物を自分で作りたいと思いま

す。一日一日を大事にし、充実した日々を過ごしていきたいと思いま

す。それには、健康でないと、又、地域の方々との交流を楽しみたい

と思います。 

 

桃木峠の大杉周辺の作業奉仕を実施 

７月１２日（日）に、桃木峠の大杉保全協議会が、大杉周辺の奉仕作

業を実施しました。当日は、大変暑い日となりましたが、大杉周辺の

草刈作業、駐車場にある看板の修理、遊歩道の階段補修作業等を実施

いたしました。当日参加された会員の皆様、大変お疲れ様でした。 

                

１０月１８日（日）には、恒例の

大杉の観察会を予定しておりま

すので、是非ご参加ください。 

さかずきんちゃん Tシャツにたくさんのご注文をいただきまして、

ありがとうございました！ 

ご注文された方でお引替えがまだの方は、公民館まで。 

 



８月の行事予定 
1 日(土）阪谷夏まつり P3:00 

3 日(月）パコーン教室 A10:30 

4 日(火）   〃 

6 日(木）   〃 

6 日(木）市老連体育大会 A9:30 

7 日(金）阪谷をよくする会総務部会 P7:30 

9 日(日）大野市総合防災訓練 A8:30 

11 日(火）福寿会ワナゲ練習会 P1:30 

13 日(木）福寿会ワナゲ練習会 P1:30 

18 日(火）体協理事会 P7:30、福寿会ワナゲ練習会 P1:30 

20 日(木）定例区長会 P2:00、市長と語る会 P3:30 

20 日(木）写真講座「スマホ写真機能講座」P7:45 

21 日(金）城の下公園草刈 A7:00 

24 日(月）福寿会ワナゲ練習会 P1:30、大腸がん検体回収 

25 日(火）市老連ワナゲ大会 

27 日(木）写真講座「デジカメ講座」P7:45 

27 日(木）尐年教室「サイエンスショー」P1:30 

29 日(土）左玄の料理教室 A9:30 

30 日(日）花だんコンクール A7:00 

 

 ９月の行事予定 
1 日(火）ふわわ女性の会幹部役員会 P7:30 

3 日(木）写真講座「一眼レフ基礎講座」P7:45 

4 日(金）桃木峠の大杉保全協議会幹部会 P7:30 

5 日(土）写真講座 A10:00 

6 日(日）さくらんぼ愛育会野外レクリエーション 

 

 

 

 

 
８月９日（日）午前８時３０分から、阪谷地区において、大野市総合

防災訓練が実施されます。 

 住民の避難訓練として、防災無線による訓練放送後、各地区の集会所

に自主避難していただき、区長による避難完了報告等の情報伝達訓練を

実施後、阪谷小学校体育館においての防災講習会、阪谷小学校運動場に

おいての実動訓練を行います。また、多数の特殊車両が集結し、防災ヘ

リによる救助訓練、伏石区自主防災会による土石流排除訓練や赤十字奉

仕団阪谷分団を中心とした炊き出し訓練も実施されますので、多数のご

見学、ご参加をよろしくお願いいたします。 

            

 

【地区ゲートボール大会結果報告】 

7 月 12 日（日）地区ゲートボール大会が開催されました。早朝

から大変暑い中、準備・運営・選手としてのご活躍お疲れ様でした。

結果は次のとおりです。 

優 勝･･･第６分団  準優勝･･･第４分団  

第３位･･･第５分団  第４位･･･第２分団  

第５位･･･第３分団  棄 権･･･第１分団  

【地区総体中間発表】 

第 1 分団 19 点  第 2 分団 11 点  第 3 分団 16 点 

第 4 分団 7 点   第 5 分団 12 点  第 6 分団 18 点 

 

 

 第 36 回 阪谷夏まつり 

     8月 1日（土）午後 3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 

   4:05～   子ども腕ずもう大会 

   5:00～   開会式 

   5:05～   ステージイベント 

   6:10～   大声コンテスト 

   7:00～   閉会式 

   7:05～   ビンゴ大会 

 

 

 

ビンゴ大会に、豪華な景品を多数用意しています。ご家族みんなで遊び
に来てください。詳細は、お分けしたパンフレットをご覧ください。 

それぞれ参加賞が当たります。 

上位入賞者には、豪華賞品があるよ！ 

大声コンテストも参加してね 

写真講座  受講生募集中 

基本的な撮り方から、専門的技法まで、プロに学ぶ講座 

ご希望のコースを選ぶことができます。 

① スマホ写真機能講座    8月 20日（木）午後 7時 45分～9時 

  スマホの写真機能の基礎から覚えておくと便利な機能まで 

② デジカメ講座      8月 27 日（木）午後 7時 45分～9時 

  ただの写真が感動の一枚に変わるかも・・・ 

③ 一眼レフ基礎講座    9月 3日（木）午後 7時 45分～9時 

  これだけは知っておきたい基本中の基本を身につけよう 

④ 一眼レフテクニック講座 9月 10日（木）午後 7時 45分～9時 

  知っていると便利なテクニックを教えます 

会  場：阪谷公民館 

    持ち物：それぞれの回に応じたお使いのスマートフォンまたはカメラ 

⑤ 実際に撮影してみよう  9月 5日（土）午前 10時～正午 

会 場：阪谷公民館集合、公民館周辺 

持ち物：それぞれお使いのスマートフォンまたはカメラ 

講 師：高宮正伍 さん   受講料：無  料 

 定 員：各回 10名（定員になり次第締め切らせていただきます） 

 申 込：希望する回に申し込んでください 

 申込先：阪谷公民館（℡67-1111）  締 切：8月 13日（木）         

阪谷ゲートボールクラブでは会員を随時募集しています。 

興味・関心のある方は、公民館にご連絡ください。 

城の下公園草刈作業のボランティア募集！ 

８月２１日（金）朝７時から、阪谷をよくする会総務部主催で、城

の下公園の草刈清掃作業を実施いたします。この清掃作業のボランテ

ィアを募集いたします。参加できる方は、８月１９日までに、公民館

までご連絡ください。みなさん、ご一緒に阪谷地区の玄関口、城の下

公園をきれいにしましょう！ 

【準備物】草刈り機、カマ、竹ぼうき、熊手など 

石塚左玄料理教室開催♪ 

 ８月２９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・玄米ご飯 ・海藻ミックスとゴマのスープ ・こ

んにゃくのホイコーロー ・えのきのさっぱり和え ・アップル春巻

き の５品を予定しております。 

 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

い方は、８月２６日（水）までに公民館までご連絡ください。 

 どのような料理なのか、どのような味なのか、わくわくします！ 

阪谷地区に超高速ブロード
バンドがやってくる！ 

 
阪谷地区に超高速ブロードバンド
（民設民営）がやってきます。今年
度は、ＮＴＴによる光回線の敷設工
事を行い、来年度から地区の方が接
続できるスケジュールとなってお
ります。光回線接続にあたっては、
地区の方が任意のプロバイダに加
入する手続きが必要となってきま
すが、今年度末には各プロバイダ事
業者からご案内があると思われま
すので、加入についてはご自身の判
断でご検討ください。 

 
 
８月３０日（日）午前 7時
頃より、よくする会文化活
動部員が地区内をまわり
ます 

 


