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私は、平成元年より阪谷地区スポーツ協会（当時は、体育

協会）の理事を務めており、理事の中でも古株に位置してい

ます。また、引続き今年度も理事長職をやらせていただくこ

とになり、通算で１０年超えとなる過去にない長期就任とな

りました。

最初は集落選出の理事として関わるようになり、各球技大

会の分団選手のお願いに苦労したことを覚えています。

最近はどの集落も同じだと思いますが、競技経験者が少な

くな

進みお願いしづら

陸上の競技種目のように

さんが気軽に参加でき、楽しんでもらえる競技内容に見直し

ていく時期ではないかと考えています。私たちスポーツ協会

も企画検討していきますので、皆さんからのいろんなご意見

をお待ちしています。

余談ですが、私は大野市のスポーツ推進委員もやってお

り、ラジオ体操をはじめ各種ニュースポーツの派遣実技指導

をやっています。学校での親

望があれば、公民館や市スポーツ推進課

さい。スポーツ推進委員会としてご協力させていただきま

す。

また、昨年からの新型コロナウイルスの感染防止の

地区スポーツ協会だけでなく大野市内や阪谷地区内のどの

団体も活動の自粛や行事の中止をせざるを得ない状況下に

あります。一日も早く新型コロナが収束し、地区内の皆さん

との交流事業が再開できることを願うばかりです。

 

 

 

今年も様々な事業に
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とになり、通算で１０年超えとなる過去にない長期就任とな

最初は集落選出の理事として関わるようになり、各球技大

会の分団選手のお願いに苦労したことを覚えています。

最近はどの集落も同じだと思いますが、競技経験者が少な

ってきていることや少子高齢化により、選手の高齢化が

い状況にあります。 

ゲーム感覚を取入

さんが気軽に参加でき、楽しんでもらえる競技内容に見直し

ていく時期ではないかと考えています。私たちスポーツ協会

も企画検討していきますので、皆さんからのいろんなご意見

余談ですが、私は大野市のスポーツ推進委員もやってお

り、ラジオ体操をはじめ各種ニュースポーツの派遣実技指導

子学年行事や集落行事等でご要

望があれば、公民館や市スポーツ推進課へお問い合わせくだ

さい。スポーツ推進委員会としてご協力させていただきま

また、昨年からの新型コロナウイルスの感染防止の

地区スポーツ協会だけでなく大野市内や阪谷地区内のどの

団体も活動の自粛や行事の中止をせざるを得ない状況下に

あります。一日も早く新型コロナが収束し、地区内の皆さん

との交流事業が再開できることを願うばかりです。

地区の皆様のご協力をよろしくお
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と思います。若輩者ではございますが

いいたします。

館長退任のあいさつ

とになりました。阪谷公民館では２年間という短い間でした

が、地区の皆様の温かいご指導とご協力をいただき、阪谷公

民館長として何とか務めることができました。

 

ただき、本当に楽しかったことばかりです。これもひとえに

阪谷地区の皆様のおかげです。本当にありがとうございまし
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◎子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

◎自転車の安全利用の推進

◎歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上
 

・運転中のスマートフォン等の操作や、いわゆるあおり運

転は、絶対にやめましょう。

・後部座席を含めたすべての座席におけるシートベルトと

チャイルドシートの着用を徹底しましょう。

・運転に不安を感じたときは、運転免許の自主返納につい

て検討しましょう。

・運転免許の自主返納に踏み切れない高齢運転者は、自ら

が運転時間帯や場所等を限定して

安全運転を続ける「限定運転」に

積極的に取り組みましょう。
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また、どこかでお会いすることがありましたら、お気軽に
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