大野市教育理念
明倫の心を重んじ

区長会だより ４月定例区長会での主な内容を報告します。
１

２

気国体の大野市で開催される種目と日程の説明がありました。その

4 月 8 日(金)パークホテル九頭竜におきまして、平成２７年度総

中でも自転車ロードレース競技は、結ステーションスタート・ゴー

会が開催されました。議案事項について審議され、それぞれ可決

ルで１周３４キロの一般公道を４周するコースとなっており、阪谷

承認されました。役員、家庭相談員は下記のとおりです。

地区の一部の集落（松丸、森本、伏石、御領、橋爪、南六呂師、不

（敬称略）

動堂、花房）もコースとして使用するとのことでした。この自転車

会 長

起橋信之（松丸）

競技は平成３０年９月２９日(土)午前中に開催されます。

副会長

石塚昭夫（萩ケ野）、九頭龍加代子（柿ケ嶋）

監 事
クラブ名

中出建一（森本）、湯下忠治（南六呂師）
クラブ長
家庭相談員

市役所福祉こども課から、今年の秋に予定されている民生員児童
谷地区の７名の民生委員児童委員と１名の主任児童委員の推薦に

寿

中出 傳富（橋爪）

九頭龍加代子（柿ケ嶋）

ついて、６月定例区長会にて地区推薦準備会を行いますので、それ

九頭龍

岩本喜代英（松丸）

松田さだ子（森本）

までに各担当地区の区長より公民館に推薦していただきます。

唐谷

山腰 文雄（花房）

北川美代子（花房）

桃木

庵下 重治（蓑道）

庵下 重治（蓑道）

六呂師

福田敏雄（南六呂師）

深田さよ子（南六呂師）

今年の慰霊祭について、５月２８日(土)午前１０時から開催する

事などを確認しました。
４

市長と語る会（８月１９日開催）の議題の提出や検討のスケジュ
ールについて確認しました。現在、各区長や各団体長に議題の提出
依頼を６月１０日締切で行っており、６月定例区長会にて阪谷地区
の議題としてまとめる予定です。

５

阪谷福寿会総会開催

市役所国体推進課から平成３０年に開催される福井しあわせ元

委員および主任児童委員の一斉改選の説明がありました。今後、阪

３

育てよう 大野人

今年の敬老会の日程が、送迎バスの手配の関係で、当初の１０月
１５日（土）から、１週間遅らせた１０月２２日（土）に開催予定
であると説明しました。

新規会員募集中です。楽しく福寿会活動をしましょう。
入会希望の方は、阪谷公民館又は、集落の連絡員さんにご連絡
ください。
総会終了後、
林 幸男氏の
「老後を充実
させるために」
と題した講演
がありました。

小中学校再編計画素案に基づく意見交換会開催
４月２２日（金）午後８時から阪谷公民館におきまして、小中学校

平成 28 年度阪谷地区
総合体育大会スタート

再編計画素案に基づき区長会と阪谷小学校保護者、未就学児の保護者
との意見交換会を行いました。この意見交換会は、子どもの事を一番
に考え、皆さんが持っている良い意見を言い合っていろんな気づきを
得て、意見を磨き上げ深めていこうという趣旨で行われました。
保護者の方からは、学校行事をより充実させ、社会性を身に付ける
ためにはクラスにある程度の人数が必要なので、統合はやむを得ない
が、通学がどのような体制になるのか、また負担は増えないのか心配
であるという声がありました。また、統合に向けて、保護者同士の交
流の必要性や統合後の地区行事の在り方についても意見がありまし
た。しかしなんといっても子どもはどう考えているのか、子どもの意
向を聞くことも大事ではないかというところで、終了いたしました。
座長を務めた黒田区長会長が、今後もこのような集まりを継続してい
くと述べて閉会となりました。

第５９回大野市総合体育大会
◇球技・相撲大会◇ ６月１２日(日)
◇陸上競技大会◇

６月２６日(日)

選手出場依頼がお手元に届きましたら、ご快諾していただ
きますよう、お願いいたします。

３月２７日(日)のバレーボール大会を皮切りに平成２８年度地
区総体が始まりました。
バレーボール大会では１試合目から昨年の決勝の組み合わせ
（６分団対１分団）となり、白熱した展開が繰り広げられ、大変
盛り上がりました。
【試合結果】 *バレーボール大会*

*ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会*

（３月２７日開催）

（４月２４日開催）
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【お知らせ】
続いて 6 月 5 日(日)にソフトボ
ール大会、7 月 10 日(日)にゲート
ボール大会が予定させています。
みなさま気軽に参加してスポーツ

また、ゴルフ競技は４月２４日（日）にフクイカントリー

でも阪谷を盛りあげていきましょ

クラブで開催されました。阪谷代表として出場してくださった

う！地区のみなさまのご参加・ご

選手の方々お疲れさまでした。

協力をお待ちしております。

文化講座

日

時

講 師
定 員
持ち物

～～初めてのウクレレ教室～～

初心者向けのウクレレ教室です。
ウクレレは、手軽に始められ、
ゆったりとした時間を感じさせてくれます。
ウクレレで 癒しの音楽を弾いてみませんか！
６月１５日・２９日
７月６日・２０日
８月 ３日（水） 午後７：３０～９：００
岩佐高征さん
１０名（先着）
ウクレレ（お持ちの方）
、筆記用具
ウクレレをお持ちでない方は１回５００円で
貸し出しします。

～～クラフトバッグづくり教室～～
初心者コース・中級上級コース同時開催
日 時
６月１４日・２８日 ７月１２日・２６日
８月９日（火） 午後１：３０～３：００
どちらのコースも同日開催します。
定 員
各コースとも８名（先着）
材料代
注文する場合は実費
（大きなバッグで７５０円程度）
持っている方はテープをお持ちください。
注文される方は、公民館に色見本があるので申込時
にテープの色も申し込んでください。
持ち物
メジャー又はコンベックス、はさみ、
洗濯はさみ（２０個）
＊どちらも 会場：阪谷公民館 申込締切：５月３１日（火）
申込先：阪谷公民館（６７－１１１１）
一日視察研修の参加者募集
食育のふるさと阪谷をよくする会で視察研修を行います。今年も、
全国で注目されている２か所の道の駅を視察します。帰りに多賀大社
に寄ってお詣りをしてきましょう。
期 日：６月１９日（日）午前８時００分出発
行 先：・道の駅「あぐりパーク竜王」
・道の駅「竜王かがみの里」
滋賀県竜王町
・多賀大社
内 容：平成２７年度重点道の駅に選出された道の駅にて、交流と
連携の取り組みや地元特産品の販売等について視察して
きましょう。
参加費：４，０００円（バス代、昼食代、お茶１本、多賀大社拝観
料込）
定 員：２５名（先着）
申込締切：６月６日（月）
※阪谷地区の皆さんどなたでも参加できます。
さかだにの“山菜まつり”開催！
日程：５月３日（火）
、４日（水）の二日間
会場：スターランドさかだに
内容：山菜のてんぷら+そばのセット
７００円
山菜炊き込みご飯+そばのセット ７００円
問い合わせ：スターランドさかだに

自然の中で子育て
石塚英里奈（不動堂）
ある日、何気なく小学生の娘が「都会じゃなくて良かった。静
かで自然がいっぱいのここがいい。
」と言いました。
友達と秘密基地を見つけに楽しそうに遊びに行く姿や、年齢に
関係なく近所の子と仲良く遊ぶ我が子を見て、微笑ましく思う
日々です。春夏秋冬、自然の中でいろんな遊びを楽しむことが出
来る子供達です。
近所の方も声をかけて下さったり、温かく見守って下さったり
してとても感謝しています。
豊かな環境、優しい地域の方々がいらっしゃるこの阪谷でのび
のびと楽しく子育てしていき、子供と共に私も成長していけたら
いいなと思います。
陶芸教室スタートします
日 時：平成２８年６月から１１月の第１、３木曜日の１０回
初日は 6/16 最終回は 11/3
午後７時から
受講料：粘土代、釉薬代等その都度実費集金
会 場：大野市大月５－８－１ 越前おおの桃木窯
申込先：阪谷公民館（６７－１１１１）
講 師：中村鐡遷（てっせん）さん
定 員：１０名（先着）
持ち物：エプロン、古いタオル
締 切：６月９日（木）
石塚左玄料理教室日程決まる！
今年度の石塚左玄料理教室は下記の日程で開催いたします。次回の
館報で第１回目のメニューをお知らせいたします。お楽しみにしてい
てください。参加申し込み絶賛受付中です。
日時：第１回目 6 月 11 日（土）
第３回目 10 月 8 日 (土)

第２回目 7 月 30 日（土）
第４回目 11 月 19 日 (土)

時間は全て午前９時３０分からです。
会場：阪谷公民館料理室（受付は１階会議室）
参加料：１回５００円（その都度受付で集金します）
申込：開催日の４日前の火曜日までに申し込んでください。１回目
の締切りは６月７日（火）です。
【さくらんぼ愛育会】さくらんぼ愛育会会員募集！
就学前のお子さんがいらっしゃるご家庭の方、阪谷さくらんぼ愛育
会に入会しませんか？今年も親子で楽しめる行事を企画しています。
バスに乗って出かけたり、親子で楽しめる講座に参加したり、また、
お母さん同士の情報交換の場として一緒に楽しみましょう！

ふわわ女性の会 アルミ缶回収のお願い
昨年はアルミ缶回収にご協力ありがとうございました。
阪谷ふわわ女性の会では、今年度もアルミ缶回収事業を行います。ご
家庭で出たアルミ缶はまとめて保管していただき、貴集落のふわわ女
性の会役員に連絡していただくか、各回の前日までに公民館にお持ち
くださるようお願いいたします。
第 1 回回収整理日：5 月 8 日(日)午前 7 時 30 分
2 回目以降の回収整理日は、チラシにてお知らせします。

５月の行事予定
●

交通事故に注意

冬が終わり春となり、就職や進学にと新生活を迎えこれから自
動車に乗る方が増えることと思われますが、その一方で交通事故
に遭う可能性が生じます。今年に入り福井県内では１４人の方（4
月 1 日現在）が交通事故で亡くなりました。
自動車のドライバーの方は、助手席を含めたシートベルトの着
装と、6 歳未満のお子さんの場合はチャイルドシートを着装して
ください。
歩行者の方は、歩道や右側を通行し、夜間は色の明るい服装や
反射材を活用する等、ドライバーと歩行者のみなさんがお互いに
交通ルールを守り事故に遭わないよう気をつけてください。

9 日(月）狂犬病予防注射 P1:30～1:45
10 日(火）体協理事会 P7:30
13 日(金）安全管理員会 P7:00、子育てクラブ総会 P7:00
16 日(月）地区社協理事会 P7:30
17 日(火）よくする会食育推進部会 P7:30
19 日(木）よくする会総務部会公園清掃 A9:00
20 日(金）定例区長会 P7:30
22 日(日）名水マラソン
24 日(火）赤十字奉仕団役員会 P7:30
27 日(金）お出かけほっとサロン
28 日(土）慰霊祭 A10:00

