大野市教育理念
明倫の心を重んじ

区長会だより
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６月定例区長会での主な内容を報告します。

育てよう 大野人

【地区ソフトボール大会結果報告】

市役所文化財保護室から、結の故郷伝統文化「おおの遺産」募集

６月５日（日）地区ソフトボール大会が、開催されました。

の案内と説明がありました。

早朝から準備、運営、選手としてのご活躍お疲れさまでした。

市役所国体推進課から、福井しあわせ元気国体の自転車ロードレ

結果は次のとおりです。

ース競技のコース変更について説明がありました。詳しいコース
図は公民館にあります。
３ ８月１９日に開催します阪谷地区市長と語る会の議題が、
『阪谷地

優
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７月１０日（日）にはゲート

区内の林道、作業道の整備について』と『鳥獣害対策の強化につ

ボール大会（午前８時開会）が

いて』に決定しました。

予定されています。皆さんのご

滋賀県竜王町の道の駅に行ってきました！
６月１９日（日）に、１３名の参加者と、滋賀県竜王町の「アグリ
パーク竜王」と「竜王かがみの里」という道の駅へ視察に行ってきま
した。
研修の話の中で、「普段使いとして利用してもらえる仕掛けに取り
組み、地元に愛される道の駅にならないと成り立たない」という言葉
が印象的でした。道の駅というと、つい、観光客目当ての営業が大事
と考えてしまいますが、観光客だけでは、経営が不安定で成り立たな
いということでした。『地元ならでは』というのが大事だと力説して
おられました。
参加者アンケートで、今回の視察で阪谷でも取り入れたい事、その
ほか阪谷の地域活性化に必要
な事などをお聞きしました。

参加お待ちしております
【第５９回市総体夏季大会結果報告】
市総体夏季大会 球技大会が６月１２日（日）に開催されました。
２６日（日）に開催予定だった陸上競技会は雨天のため中止となり、
今年度のすべての競技を終了しました。阪谷の代表として出場してく
ださった皆さんありがとうございました。結果は次のとおりです。
球技
・ゴルフ(4/24 開催)………３名が出場（オープン参加）
・ソフトボール…………第５位 ・バレーボール女子………第３位
・バドミントン…………第５位 ・ソフトバレー男子………第５位
・ソフトバレー女子……第３位 ・ソフトバレーシルバー…第５位
・ゲートボール…………第３位

総合順位・・・第

今後、よくする会活動や視察

権･･････第 ５ 分 団
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位

結果の詳細については公民館までお問い合わせください。

研修の企画立案に役立ててい

「食育の祖

きます。

石塚左玄」の料理教室を開催しました！
６月１１日（土）に

さくらんぼ愛育会・家庭教育学級共催 野外レクリエーション

今年度第１回目の料

越前松島水族館にいってきたよ
６月１８日（土）にバスに乗っ
て越前松島水族館に行ってきまし
た。お天気も良く、ペンギンとお
散歩したり、お魚に触ったり、イ
ルカショーを見たりして、思い切
り楽しみました。バスの中もとて
も盛り上がり、親子同士の親睦が
深まった一日となりました。

理教室が、参加者１３
名で開催されました。
今回は、新しい参加者
や地元阪谷地区の参
加も増えて、料理室は
大変盛り上がりました。館長の腕前もレベルアップし、速水もこみち
に近づいたようです。
次回は７月３０日（土）午前９時３０分から開催します。夏真っ盛
りでとても暑くなると思いますが、そんな暑さを吹き飛ばす料理を皆
さんで作りましょう。

阪谷でみつけた宝物
川端

次回のメニューは、玄米ご飯、みょうがとあおさの味噌汁、スパイ

真実（八町）

シー竜田揚げ、切り干し大根と高野豆腐の煮つけ、きゅうりと油揚げ
の二杯酢和え、グリーンゼリーの６品です。参加される場合は、７月

以前は福井で、核家族での生活でした。今は母もいる阪谷での生
活に本当に感謝しています。初めて阪谷に来た時は正直（何もない
なあ・・・）と思った私・・・。しかし娘が保育園に通うようにな
って考えが変わりました。
「くわの実で遊んだ！」
「皆でカニ探しに
行ったの！」など毎日体いっぱいに豊かな自然を感じさせてもらえ
ます。地域の方は、あたたかく声をかけてくださいます。大きなシ
ョッピングセンターなどはありませんが、ここには生きる力と心の
土台となる大切なものがあふれていることを、地域の皆さんに教え
ていただいたのです。この宝物を大切に、そして感謝しながら一日
一日過ごしていこうと思います。

２６日までに公民館に申し込んでください。

福寿会に入って 一緒に楽しみませんか！
毎年恒例の阪谷福寿会の温泉旅行が 6 月１４日～１５日に開催
されました。今年はバス１台では乗り切れないほどのたくさんの
参加者があり、山代温泉で楽しい一泊を過ごしました。おしゃべ
りをして、飲んで、食べて、歌って、笑って・・・ますます元気
になって帰ってきました。
皆さんも福寿会に入って一緒に楽しみ、阪谷地区を盛り上げま
せんか？６０代の会員さん募集中です。

女性学級 研修旅行行ってきました！

木質バイオマス発電所の見学に行ってきました！

６月１１日（土）阪谷ふわわ女性の会、女性学級共催で研修旅
行が開催されました。天候にも時期にも恵まれ、花フェスタ記念
転を開始した木質バイオマス発電所「株式会社福井グリーンパワー」
公園では世界の美しいバラを見ることができ、本町オリベストリ
へ視察に行ってきました。
最初に会議室で、発電所全体の仕組みなどの説明を受けた後、発電 ートでは昔の面影を残す街並みを散
策しました。バスの中では、楽しい
所の中を見学をしました。
この発電所では、間伐材などを機械で細かく砕き、それを燃やして おしゃべりをしながら親睦を深める
水蒸気を発生させ、そのエネルギーでタービンを回して発電しており、 ことができ、阪谷女性のパワーがま
大野市全体の世帯数よりも多い１５，０００世帯分の電気を発電して すますアップしました。
いるとのことで、とてもたくさん発電していることが分かりました。
女性学級「ベリーダンスでダイエット」
また、この発電所が稼働することで、林業が盛ん
ベリーダンスはお腹を前後左右に動かす動作が多く、身体全体が
になり、山林が整備されるという効果もあり、大野
シェイプアップできる今話題のダイエットです。学級終了後、魅力
市にとって大変意義深い会社ということが理解でき
たっぷりの先生の素敵なダンスも見せていただきます。
ました。
日
時
７月７日（木）午後７時３０分～
阪谷は多くの山林を抱える地区なので、木質バ
会
場
阪谷公民館 ２階大会議室
イオマス発電事業に何かしら貢献できると感じま
講
師
高橋 美紀 さん
した。
＊参加ご希望の方は今すぐ申し込んでください。
６月２２日（水）
、区長会にて大野市七板地区で本年４月から営業運

夏休み初日の恒例行事！ラジオ体操のつどい開催♪
７月２１日（木）朝７時から、阪谷小学校前駐車場において『ラジ
オ体操のつどい』を開催します。今年は、正しいラジオ体操を覚えま
しょうというコンセプトのもと、福井県内で５人しかいない〔ラジオ
体操１級指導士〕の資格を持つ宮本真由美先生を福井市からお招きし
ます。また、スペシャルゲストも予定していますので、お楽しみに！
日時：平成２８年７月２１日（木）午前７時００分～７時５０分
会場：阪谷小学校前駐車場（雨天の場合は阪谷小学校体育館）
日程：7:00 までに

集合

7:00～7:05

はじめのあいさつ、講師紹介、ゲスト紹介

7:05～7:10

福井しあわせ元気国体アピールタイム

7:10～7:30

ラジオ体操の指導

7:30～7:40

ラジオ体操の実技

7:40～7:45

ラジオ体操のアドバイス

7:45～7:50

おわりのあいさつ

お盆の玄関を彩る フラワーアレンジ教室
日
時
会
場
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師
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８月９日（火）午前１０時～１１時３０分
阪谷公民館 １階 会議室
３姉妹のお花屋さん hiromi（ヒロミ）さん
２，５００円
受 講 料
無料
７月２９日までに阪谷公民館へ
花きりハサミ

唄うお坊さんのお盆の話 「お盆って何？」
お盆になると親戚の人が来たり、おばあちゃんの家に行ったりす
るけどお盆って何？唄うお坊さんに聞いてみよう。
日
時
８月１０日（水）午後２：３０～３：３０
会
場
阪谷公民館 ２階 大会議室
講
師
唄うお坊さん 大門哲爾さん（善導寺副住職）
対
象
子どもから大人まで どなたでも

阪谷地区の歴史ミステリーを暴け！
７月１３日（水）午後７時から、阪谷公民館において、
『阪谷地区

今年は山の日に開催！桃木峠の大杉観察会♪

にのこる遺跡』という演題で歴史講座を行います。講師は、大野市

８月１１日「山の日」に合わせて午前９時から、桃木峠の大杉観察

中の山城を調査されている前田光雄氏です。文献によると、阪谷地

会を実施します！観察だけでなく、いろいろな体験メニューもありま

区においても山城はいくつもあったとのこと、ただし、その場所は

す。夏休みの思い出作りに、たくさんのご参加お待ちしています。参

謎に包まれているものもあるという事です。講師直筆の絵図などを

加定員が２５名となっていますので、お早めに公民館まで申し込んで
ください。申し込み締め切りは７月２９日（金）です。詳しくは先日
各戸に配付したチラシを見てください。集合はスターランドさかだに
ですよ。

尐年教室からのお知らせ
○はぴねすダンス教室
日時：７月５日（火）午後４時から
場所：阪谷公民館 ２階
講師：はぴねすダンス普及指導員

○人権問題啓発学習会
「せっちゃんおばちゃんのかみしばい」
日時：７月２６日（火）午前１０時３０分から
場所：阪谷公民館 ２階
講師：津田節江さん（せっちゃんおばちゃん）
※詳しくはチラシをご覧ください。
どちらの教室もとても楽しい内容です。
小学生だけでなく、どなたでもご参加いただけます。
お申込み・お問い合わせは阪谷公民館まで。

もとに、みなさんと一緒に阪谷地区の歴史ミステリーの謎解きに挑
戦してみませんか。ただいま、受講希望者受付中です！

７月の行事予定
1 日(金）さくらんぼ愛育会会議 P7:00
安全管理員会Ｐ7:30
3 日(日）こだわり野菜を食するつどい A11:30
アルミ缶回収
4 日(月）まつり企画部会 P7:30
5 日(火）区長会鳥獣害対策研修Ｐ7:00
尐年教室「はぴねすダンス」Ｐ4:00
6 日(水）文化講座「初めてのウクレレ教室」Ｐ7:30
7 日(木）女性学級「ベリーダンスでダイエット」Ｐ7:30
陶芸教室Ｐ7:00
10 日(日）地区ゲートボール大会 A8:00
12 日(火）文化講座「クラフトバッグづくり教室」Ｐ1:30
お出かけほっとサロン
13 日(水）歴史講座Ｐ7:00
16 日(土）桃木峠の大杉奉仕作業Ａ8:00
20 日(水）文化講座「初めてのウクレレ教室」Ｐ7:30
21 日(木）陶芸教室Ｐ7:00
22 日(金）区長会研修（～23 日）
26 日(火）文化講座クラフトバッグづくり教室」Ｐ1:30
尐年教室「せっちゃんおばちゃんの紙しばい」A10:30
30 日(土）左玄の料理教室Ａ9:30

