大野市教育理念
明倫の心を重んじ

育てよう 大野人

区長会だより ３月定例区長会での主な内容をご報告します。
３月１１日（金）ふわわ女性の会総会が開催され、事業計画、
員と語る会を開催しました。人権擁護委員として、花房区の三 予算案、役員が承認されました。
また、総会終了後、役員会で総務・教養・福祉の各部に分か
足義光氏をお招きし、人権とは何か、人権擁護委員の選出方法、
れ各部長、副部長が選出されました。
日頃の活動内容として、悩んでいる人の電話相談や面談を行っ
２８年度幹部役員の方々です。（敬称略）
ていることが紹介されました。
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２ 区長会視察研修の日程について確認が行われました。
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総務部長
山
英 子（南六呂師）
成２８年度の募集について案内しました。
教養部長
田 中 みゆき（萩 ケ 野）
４ スターランドさかだにの中出支配人から、今年度の収支が黒
福祉部長
高 田 林 麗（不 動 堂）
字決算見込みであることの報告と、総代会の日程の案内（５月
地区の皆様には、女性の会の活動にご協力とご理解ください
１３日（金）１９：３０～）がありました。
ますようお願い申し上げます。
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区長会に先立ち、人権擁護委員と語る会、文化財保護審議委

さくらんぼ愛育会

３月区長会では、これ以外でも阪谷地区の様々な問題について、
議論をしております。報告できる段階になりましたら、館報でお
知らせいたします。

活動報告

３月６日(日)阪谷さくらんぼ愛育会総会後、大阪から柳瀬健雄氏
を講師に招いて「親子の気功」教室が開かれました。

さくらんぼ愛育会について
木下八千代（松丸）
愛育会を知って 5 年。娘が乳児の時は会員にはなっていました
が、ほぼ不参加でした。翌年の参加で保育園が違っても小学校に
入ったら顔を合わす人との交流が出来、安心に繋がると思いまし
た。
初めて恐竜博物館に行った 1 歳。グズって娘を抱っこしないと
いけない時に、当時の会長が荷物を持ってくださり大変助かった

聞きなれない“気功”ですが、ゆったりストレッチをしたり、
“気”
を集めてみたりと簡単なものを教えてもらいました。特に子どもた
ちは感受性が豊かなためか、集めた“気”を敏感に感じ取っていま
した。
２８年度もさくらんぼ愛育会
と家庭教育学級では、親子で
楽しめる行事を企画したいと
思います。就学前のお子さん
がいらっしゃるご家庭は、ぜ
ひご参加ください！

のを覚えています。私は元々出不精で主人は仕事が忙しいことも
あり、娘は同年代の子より色々経験できていないと思います。な
ので、娘と共にエンゼルランドにも行け、その他色々な行事で初
経験がたくさん出来た事に感謝しています。

食育のふるさと阪谷をよくする会

合同会議開催！

３月１４日（月）に、食育のふるさと阪谷をよくする会の合同会
議が開催され、各部の部長、副部長が決まりました。主な事業計

年々会員数が減尐してきています。まだ愛育会の会員になって

画などが話し合われ、平成２８年度のよくする会事業が動き出し

いない未就学児をお持ちのパパママ！一緒に楽しみませんか？友

ました。今年もよくする会事業に地区の皆様のご協力をよろしく

達までいかなくても顔見知りを増やしましょう！！

お願いいたします。

きっと安心を感じる事が出来ると思いますよ！途中入会も大歓迎

総務部会

です！
さくらんぼ愛育会をよろしくお願いします♪
国民の祝日に国旗掲揚を
大野市では、国民の祝日に国旗を掲げる運動を推進しています。
平成２８年の国民の祝日は、８月１１日の山の日が新たに加わり、
全部で１６日となりました。国民の祝日には、国旗の意味、国旗を
掲げる慣習について考え、国旗を掲げましょう。
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地区総体ソフトバレーボール大会

里芋料理教室を開催しました
3 月 8 日(火)三嶋香代子さん（野菜ソムリエ）と村上洋子さんを

バレーボール大会（3 月 27 日開催）に続きまして、ソフトバ

講師に招き、オリジナルレシピの里芋料理を３品作りました。里芋

レーボール大会が開催されます。

のぬめりを活かした料理は、味はもちろん、彩も豊かで、参加者に

地区のみなさまお声をかけあってぜひご参加ください！

とても好評でした。

大会が盛り上がりますよう、ご協力お願いします。

メニュー

・里芋チーズフォンデュ

気持ちの良い汗を流しましょう！

・里芋と豚挽き肉の

《ソフトバレーボール大会》
開催日：４月２４日（日）

揚げまんじゅう

午前８時３０分開会

・里芋のココナツプリン

競技開始 午前９時
会 場：阪谷小学校 体育館

かわいいブローチが
できました！
《フェルトアクセサリー教室》

みんなでスポーツ

ヨガ教室

全 10 回終了

１月６日からスタートしたヨガ教室は、３月１６日をもって全
１０回を無事終了しました。

３月１１日（金）フェルトアクセサリーづくり教室が開催され

ヨガインストラクター：飛石めぐみ先生の指導のもと、自分の体

ました。好きな色のフェルトを型に合わせて切り、糸で花の形に

と心と向き合う時間は今年も好評でした。2 年目となるヨガ教室、

仕上げていきました。思いがけず簡単にできるフェルトのブロー

受講者同士の親睦も深まり、冬場の週 1 回のお楽しみといった様子

チに参加者は、大満足！

でした。

自分だけの素敵なブローチが春のお出かけを
楽しくしてくれそうです。

左玄先生の訓えを実感

左玄の料理教室

今年度、４回シリーズで開催して
きました左玄の料理教室が３月１２
日（土）に無事に終了しました。
最後の回は、過去最高１３名の参
加があったおかげで、調理室は大変
なにぎわいとなり、先生と参加者の
声が飛び交いましたが、回を重ねて
いたせいか、和気あいあいと調理することができました。今回は、
キャロットピラフ、二色高野、野菜スープ、青菜と蓮根の梅味噌和
え、こんにゃくの揚げ煮、おから餅の６品でした。今回の料理にも、
阪谷産の野菜、梅干し、味噌などが使われ、大変おいしくいただき

３月２０日（日）結とぴあにおいて、結の故郷づくり実践発表会
が行われました。阪谷地区からは、今年度、世代間結づくり事業に
取り組まれた落合区の実践活動の発表があり、前区長の清水光夫氏
が発表者として登壇されました。
小規模集落ならではの世代間結づ
くり事業の発表に、これを聞いてい
た大野市市民協働推進委員会委員長
もいたく感動され、閉会のあいさつ
の中で落合区の活動の素晴らしさを
取り上げられていました。この活

ました。
今年度も、開催予定ですので、楽しみにしていてください♪

里芋音頭体験会

結の故郷づくり実践活動発表会

動がずっと続き、阪谷地区全体に広がるといいですね。

あっという間の一時間でした♪

３月１６日（水）午後３時から４時までの１時間、阪
谷公民館２階におきまして、里芋音頭体験会を実施しました。１３
名の参加者がありました。里芋音頭は、市内各地で教室が開かれ、
夏には結とぴあで何百人もの方が一堂に集まって踊られるほど人気
があるおどりですが、阪谷地区でこのような練習会が開かれたのは
初めてです。
今後は、大きなイベントの前に、公民館で数回、練習会を開き
たいと思っています。

４月の行事予定
2 日(土）遺族会総会 P1:00
5 日(火）団連協監査 P7:30
6 日(水）阪谷小入学式
7 日(木）放課後子ども教室開講式 P2:00
よくする会食育推進部 P7:30
8 日(金）福寿会総会（お出かけほっとサロン）A10:15
11 日(月）よくする会文化活動部 P7:30
13 日(水）地区社協総会 P6:30、保健推進委員総会 P7:30
15 日(金）よくする会総務部会 P7:30
20 日(水）ふわわ幹部役員会 P7:30
一人暮らし・二人暮らし給食サービス
22 日(金）定例区長会 P7:30
24 日(日）地区総体ソフトバレーボール大会 A8:30
27 日(水）ふわわ女性の会役員会 P7:30

