大野市教育理念
明倫の心を重んじ

区長会だより

～～視察研修レポート～～

区長会の視察研修として、７月２２日（金）
、２３日（土）の二日間
にわたり、飛騨市古川町、長野県上田市などを視察してきました。
初日の飛騨市古川町では、天下の三大奇祭「起し太鼓」と豪華絢爛
な「屋台行列」の山車が保管されている飛騨古川まつり会館で飛騨古
川祭の説明を聞き、観光ガイ
ドによる案内で、水が豊かに
流れていて落ち着いた街並
みを散策しました。飛騨市古
川町は金森長近公つながり
で大野市とゆかりのある町

第９回阪谷こだわり野菜を食するつどい
７月３日（日）こだわり野菜を食するつどいが、スターランドさか
だににて開催されました。あいにくの雨模様でしたが、前売りチケッ
トを購入されたほとんどのお客様が来場されました。このイベントも
９回目となり、昨年から実施している定員１００名の１部制での運営
にも慣れてとてもスムーズに行われました。アンケート結果からも、
お客様が大変満足されいる様子がうかがえました。
さて、来年は第１０回目の
節目の年になります。どのよ
うなイベントにするか、今後、どうしていくか、食
育推進部を中心に考えていき
たいと思います。

となっており、碁盤の目のよ

【地区ゲートボール大会結果報告】

うな街並みや、町の中に水路
を引き込んでいるような街づくりには、大野市と共通点があると感じ
ました。
二日目の上田市では、真田氏発祥の郷である真田歴史館、上田城や
そこに併設されている真田丸大河ドラマ館を見学して、戦国武将の真
田家の波乱万丈の歴史を学んできました。

育てよう 大野人

7 月 10 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。
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第５位･･････第 ３ 分 団

第６位･･････第 ５ 分 団

上田城や大河ドラマ館の物凄い人出を見て、テレビドラマの題材に
取り上げられる影響力の大きさを垣間見ることが出来ました。

【少年教室】 楽しく踊ったよ
７月５日、福井しあわせ元気国体のダンス「はぴねすダンス」の出
前講座がありました。県からダンス普及指導員さんがきて、元気いっ
ぱいに楽しく指導してくれました。阪谷小学校やさくらんぼ幼保園の

【地区総体中間発表】

みなさん、保護者の方々とたくさんの地区のみなさんが参加し、笑顔

第１分団 １６点

第２分団 １７点

があふれる教室と

第３分団 １３点

第４分団 １２点

第５分団

第６分団 １９点

なりました。
今後地区の行事
の中でも披露する
機会があるかと思
います。楽しみにし
ていてください。

５点

地区総体締めくくりは 10 月 9 日(日)開催予定の陸上競技会です。
体協では地区の皆さんがより多く参加し、楽しめるよう計画していま
すのでご家族そろってご参加ください！

【阪谷ゲートボールクラブからのお知らせ】
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。
大会にも数多く出場し、楽しく活動しています。

第５回さかだにラジオ体操のつどい

興味・関心のある方は、一度公民館にご連絡ください。

夏休みの初日７月２１日（木）、恒例となりましたさかだにラジオ
体操のつどいが、１２０名余りの参加のもと、阪谷小学校駐車場で開

新たな阪谷
横田

催されました。今年は、ラジオ体操１級指導士の資格を持つ宮本真由
美先生を講師に迎え、正しいラジオ体操のやり方を指導していただき
ました。
また、２０１８福井し
あわせ元気国体・大会の

真美（大月）

私は生まれも育ちも阪谷です。
なので、阪谷の事は分かっているつもりでした・・・が、妻にな
り母になって、同じ阪谷でも地区によって風習があったり、未就

広報リーダーのはぴりゅ

学児の子どもたちが交流できる愛育会があるなど知らない事があ

うもスペシャルゲストで

りました。

登場し、大変盛り上がり
ました。

これからもたくさんの方と出会い、色んな事を教わりながら、
新たな阪谷を発見していきたいと思います。

桃木峠の大杉周辺の整備作業を実施

女性学級

７月１６日(土)に桃木峠の大杉保全協議会の会員が、大杉周辺の整備
作業を実施しました。当日は、前日に降った雨で
ぬかるみ、滑りやすくなった足場に苦労しながら
も、大杉周辺の下草刈りや、遊歩道の階段まわり
の整備などを行いました。雨に濡れてきらきら輝
く大杉の幹がきれいでした。
８月１１日（木・祝）の大杉観察会は、定員

ベリーダンスでダイエット
７月７日（木）講師に松丸の高橋美紀さんをお招きして、女性学級
「ベリーダンスでダイエット」を開催しました。先生からベリーダン
スの衣装であるヒップスカーフを貸していただき、音を鳴らしなが
ら、一曲ふりを教えていただ
き何とか曲に合わせて受講生
全員で踊ることができました。

に達しました。

阪谷地区の歴史ミステリーは解けたか？！
歴史講座開講しました！
７月１３日に阪谷公民館において、２３名の参加のもと、
「阪谷地区に

その後、先生と生徒さんの濃
艶なベリーダンスを見せてい
ただき美しさに感動しました。

のこる遺跡」と題して、歴史講座を開講しました。

お盆の玄関を彩る

フラワーアレンジ教室

阪谷地区には花房遺跡をはじめ６つ

日

時

８月９日（火）午前１０時～１１時３０分

の遺跡がある事、そのほか、文献では

会

場

阪谷公民館 １階 会議室

解けないが、現地を探索してみると遺

講

師

３姉妹のお花屋さん hiromi（ヒロミ）さん

跡と思われる個所がいくつもあるとい

材 料 代

２，５００円

う事が紹介されました。

持 ち 物

花きりハサミ

第３７回

阪谷夏まつり

無料

受講希望者は８月４日（木）までに、阪谷公民館に申し込んでください

8 月 6 日（土）午後 3 時～8 時 15 分終了予定

唄うお坊さんのお盆の話 「お盆って何？」

会場 スターランドさかだに

お盆になると親戚の人が来たり、

今年は新しい企画として

「大人の腕相撲大会」を男女別で開催します。

受 講 料

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

年齢は問いません。中学生以上ならどなたでも参加できます。

会

場

阪谷公民館 ２階 大会議室

自信のある方ぜひ参加してください。

講

師

唄うお坊さん 大門哲爾さん（善導寺副住職）

参加賞はスターランドさかだにのそば券です。

対

象

子どもから大人まで どなたでも

3 位までの入賞者には豪華賞品が当たります。
まつり当日午後６時までに受付にある申込用紙に記入して
本部に提出してください。
先着４０名までです。

午後

花だんコンクール
食育のふるさと阪谷をよくする会文化活動部会で、8 月 28 日(日)
に各地区の花だんの審査を行います。各地区のみなさま、是非、花だ
んを PR してください。

3:00～

子どもチャレンジランキング

4:05～

子どもうでずもう大会

国旗を掲げましょう！

5:00～

開会式

『山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日』

5:05～

ステージイベント

７月には、『海の日』という祝日がありますが、今年から８月１１日

８月１１日（木）山の日

（さくらんぼ幼保園、阪谷小学校、里芋音頭愛好会、 は『山の日』という祝日になりました。
放課後子ども教室、ウクレレ教室）

なぜ、山の日が８月１１日になったかというと、
「８」は漢数字の「八」

6:20～

腕相撲大会

の文字が山の形に見えることから、また、
「１１」は木々が立ち並ぶ様

7:20～

閉会式

子をイメージしているからだそうです。

7:25～

ビンゴ大会
豪華景品がたくさん当たるよ！

めんこの紹介
市内玩具販売店「オモチャのやまだ」が企画製作
しました「越前おおの めんこおはじきセット」に、
阪谷地区のマスコットキャラクター【さかずきんち
ゃん】が採用されましたのでご報告します。
この商品は、オモチャのやまだほか、観光協会、
平成大野屋結楽座で販売されております。
おはじきとのセットで販売価格は 300 円です。

８月の行事予定
1 日(月）尐年教室「キッチンマグネット作り」A10:30
3 日(水）文化講座「ウクレレ教室」P7:30
よくする会総務部会 P7:30
4 日(木）陶芸教室 P7:00
6 日(土）阪谷夏まつり P3:00
8 日(月）市老連体育大会 A9:30
9 日(火）お盆のフラワーアレンジ教室 A10:00
文化講座「クラフトバッグづくり教室」P1:30
10 日(水）世代間交流事業「お盆って何？」P2:30
11 日(木祝）桃木峠の大杉観察会 A9:00
18 日(木）城の下公園清掃 A7:00
陶芸教室Ｐ7:00
19 日(金）定例区長会Ｐ2:00、市長と語る会 P3:30
24 日(水）体協理事会Ｐ7:30
28 日(日）花だんコンクール A7:00

