
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月定例区長会（６月２２日）の

◆

◆

・阪谷の高齢化社会に向けて

・

・スターランドさかだに

・六呂師高原を中心とした阪谷の観光資源の活用について

◆

 

◎

◎

  

  

「スターランドさかだに」
◆

 

【

『ラジオ体操のつどい』
◆

日時：７月２５日（日）午前８時開会予定

会場：阪谷小学校

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により

変更する可能性

６月定例区長会（６月２２日）の

◆「スターランドさかだに」の休館

振興課より

◆市長と語る会

定している内容は

・阪谷の高齢化社会に向けて

・鳥獣害対策の充実について

・スターランドさかだに

ついて

・六呂師高原を中心とした阪谷の観光資源の活用について

◆「ラジオ体操のつどい」

◎「公式ワナゲに挑戦！！」
子ども達と一緒に

ましょう

日 時

◎福寿会
フラダンス教室

日 時：

  講 師：水元悦子先生とオハナ・ハウオリ

  会 場：阪谷公民館２階

★健康を創造し、より豊かな生活をおくることができる

ような新企画です。ご参加

「スターランドさかだに」
◆指定管理者の

 結果、指定管理者の

当面の間休館

・休館中

ます）

・ただし、

市農業林業振興課に相談の上利用ができます。

【利用の問合せ先

『ラジオ体操のつどい』
◆７月２１日（水）

どい」は、

となりました。

 

日時：７月２５日（日）午前８時開会予定

会場：阪谷小学校

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により

変更する可能性

６月定例区長会（６月２２日）の

「スターランドさかだに」の休館

振興課より経緯等

市長と語る会の議題

定している内容は

・阪谷の高齢化社会に向けて

鳥獣害対策の充実について

・スターランドさかだに

ついて 

・六呂師高原を中心とした阪谷の観光資源の活用について

ラジオ体操のつどい」

「公式ワナゲに挑戦！！」
子ども達と一緒に

ましょう。会場は阪谷公民館２階

時：７月１５日（

福寿会 健康教室
フラダンス教室

時：７月２６

師：水元悦子先生とオハナ・ハウオリ

教室の

場：阪谷公民館２階

健康を創造し、より豊かな生活をおくることができる

ような新企画です。ご参加

「スターランドさかだに」
指定管理者の公募

指定管理者の

当面の間休館となります。

・休館中の施設の

ます） 

ただし、貸農園及び敷地内の畑

市農業林業振興課に相談の上利用ができます。

問合せ先

『ラジオ体操のつどい』
７月２１日（水）

は、新型

ました。

◇
 

日時：７月２５日（日）午前８時開会予定

会場：阪谷小学校

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により

変更する可能性があります。

   

６月定例区長会（６月２２日）の

「スターランドさかだに」の休館

経緯等説明を受けました。

の議題について協議しました。議題

定している内容は以下のとおりです。

・阪谷の高齢化社会に向けて

鳥獣害対策の充実について

・スターランドさかだに

・六呂師高原を中心とした阪谷の観光資源の活用について

ラジオ体操のつどい」

「公式ワナゲに挑戦！！」
子ども達と一緒にワナゲを

会場は阪谷公民館２階

７月１５日（

健康教室 

フラダンス教室「阪谷公民館にハワイがやってくる！」

７月２６日（

師：水元悦子先生とオハナ・ハウオリ

教室の皆さん

場：阪谷公民館２階

健康を創造し、より豊かな生活をおくることができる

ような新企画です。ご参加

「スターランドさかだに」
公募を行っていましたが、

指定管理者の選定

となります。

の利用はできません。（電気等を止めてい

貸農園及び敷地内の畑

市農業林業振興課に相談の上利用ができます。

問合せ先】大野市

『ラジオ体操のつどい』
７月２１日（水）に開催

新型ウイルス感染

ました。 

◇ゲートボール大会

日時：７月２５日（日）午前８時開会予定

会場：阪谷小学校 グラウンド

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により

があります。

 

  

 
６月定例区長会（６月２２日）の主な

「スターランドさかだに」の休館

説明を受けました。

について協議しました。議題

以下のとおりです。

・阪谷の高齢化社会に向けて（公共交通について）

鳥獣害対策の充実について 

・スターランドさかだにの今後と地域活性化の取り組みに

・六呂師高原を中心とした阪谷の観光資源の活用について

ラジオ体操のつどい」の可否について協議しました

「公式ワナゲに挑戦！！」
ワナゲを楽しみ

会場は阪谷公民館２階

７月１５日（木）午後

「阪谷公民館にハワイがやってくる！」

日（月）午後

師：水元悦子先生とオハナ・ハウオリ

皆さん 

場：阪谷公民館２階 大会議室

健康を創造し、より豊かな生活をおくることができる

ような新企画です。ご参加お待ちしています。

「スターランドさかだに」休館延長
を行っていましたが、

選定ができなかったため

となります。 

利用はできません。（電気等を止めてい

貸農園及び敷地内の畑

市農業林業振興課に相談の上利用ができます。

大野市農業林業振興課

『ラジオ体操のつどい』中止
に開催予定であった

ウイルス感染拡大防止のため

ゲートボール大会

日時：７月２５日（日）午前８時開会予定

グラウンド（雨天中止）

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により

があります。 

主な内容を報告します。

「スターランドさかだに」の休館について

説明を受けました。 

について協議しました。議題

以下のとおりです。 

（公共交通について）

今後と地域活性化の取り組みに

・六呂師高原を中心とした阪谷の観光資源の活用について

可否について協議しました

「公式ワナゲに挑戦！！」 

楽しみ 

会場は阪谷公民館２階 

午後３時～４時３０

「阪谷公民館にハワイがやってくる！」

午後７時～８時

師：水元悦子先生とオハナ・ハウオリ

大会議室 

健康を創造し、より豊かな生活をおくることができる

お待ちしています。

休館延長
を行っていましたが、

できなかったため

利用はできません。（電気等を止めてい

貸農園及び敷地内の畑や芝生広場

市農業林業振興課に相談の上利用ができます。

農業林業振興課（℡

中止のお知らせ
であった「

拡大防止のため

ゲートボール大会◇

日時：７月２５日（日）午前８時開会予定

（雨天中止）

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により

内容を報告します。

について、市の

について協議しました。議題

（公共交通について）

今後と地域活性化の取り組みに

・六呂師高原を中心とした阪谷の観光資源の活用について

可否について協議しました

３時～４時３０

「阪谷公民館にハワイがやってくる！」

７時～８時 

師：水元悦子先生とオハナ・ハウオリ フラダンス

 

健康を創造し、より豊かな生活をおくることができる

お待ちしています。

休館延長のお知らせ
を行っていましたが、応募者の審査の

できなかったため、引き続き

利用はできません。（電気等を止めてい

芝生広場については、

市農業林業振興課に相談の上利用ができます。

農業林業振興課（℡64-

のお知らせ 

「ラジオ体操

拡大防止のため今年も

◇ 

日時：７月２５日（日）午前８時開会予定  

（雨天中止） 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により 

内容を報告します。 

の農業林業

について協議しました。議題として予

（公共交通について） 

今後と地域活性化の取り組みに

・六呂師高原を中心とした阪谷の観光資源の活用について

可否について協議しました。 

３時～４時３０分   

「阪谷公民館にハワイがやってくる！」 

フラダンス

健康を創造し、より豊かな生活をおくることができる

お待ちしています。 

のお知らせ
応募者の審査の 

引き続き、

利用はできません。（電気等を止めてい

については、

市農業林業振興課に相談の上利用ができます。 

-4818）

ラジオ体操のつ

今年も中止

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

農業林業

として予

今後と地域活性化の取り組みに

・六呂師高原を中心とした阪谷の観光資源の活用について 

 

「阪谷公民館にハワイがやってくる！」 

フラダンス

健康を創造し、より豊かな生活をおくることができる

 

文化づくり部会

 

 

地域
◆地域づくり部会（５月２７日（木））

について話し合いました。

・第４２回阪谷夏まつりについて

・城の下公園清掃活動について
 

◆城の下公園の清掃活動

ました。当日早朝より８名の部員が集まり、草刈りや折れ

枝等の伐採作業を行い、公園がきれいになりました

 

 

 

 

 

 

のお知らせ
 

、

利用はできません。（電気等を止めてい

については、

） 

のつ

中止

第４２回

♦新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年も

なりました。

夏

 コロ

コロナ退散を願って、

ジを

が楽しめるものも用意しています

てもらった色とりどりのカードは、後日、

見て

予定

【カードの配布

・７

公民館でご希望

【カードの提出方法】

・7

お出しください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化づくり部会

地域づくり部会
地域づくり部会（５月２７日（木））

について話し合いました。

・第４２回阪谷夏まつりについて

・城の下公園清掃活動について

◆城の下公園の清掃活動

ました。当日早朝より８名の部員が集まり、草刈りや折れ

枝等の伐採作業を行い、公園がきれいになりました

第４２回 

♦新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年も

なりました。

夏まつりの企画を話し合ってい

コロナ退散祈願
★★★

コロナ退散を願って、

ジを書きませんか？

が楽しめるものも用意しています

てもらった色とりどりのカードは、後日、

見てもらえるよう

予定です。ぜひご参加を！！

【カードの配布

７月１日～

公民館でご希望

【カードの提出方法】

7 月 20 日までに阪谷公民館に

お出しください。

文化づくり部会 ◆

づくり部会 
地域づくり部会（５月２７日（木））

について話し合いました。

・第４２回阪谷夏まつりについて

・城の下公園清掃活動について

◆城の下公園の清掃活動

ました。当日早朝より８名の部員が集まり、草刈りや折れ

枝等の伐採作業を行い、公園がきれいになりました

 阪谷夏まつり

♦新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年も

なりました。来年こそは開催できることを願い、

りの企画を話し合ってい

退散祈願 「さかずきんちゃんに願いを
★★★ コロナに負けない！！

コロナ退散を願って、

書きませんか？ 

が楽しめるものも用意しています

てもらった色とりどりのカードは、後日、

もらえるよう、ボードを作成して

ぜひご参加を！！

【カードの配布】 

日～７月 20

公民館でご希望の方にお配りします。

【カードの提出方法】

日までに阪谷公民館に

お出しください。

◆５月２９日（土）

 
地域づくり部会（５月２７日（木））

について話し合いました。

・第４２回阪谷夏まつりについて

・城の下公園清掃活動について

◆城の下公園の清掃活動（１回目）

ました。当日早朝より８名の部員が集まり、草刈りや折れ

枝等の伐採作業を行い、公園がきれいになりました

阪谷夏まつり

♦新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年も

来年こそは開催できることを願い、

りの企画を話し合ってい

さかずきんちゃんに願いを
コロナに負けない！！

コロナ退散を願って、さかずきんちゃんのカードにメッセー

 カードは

が楽しめるものも用意しています

てもらった色とりどりのカードは、後日、

ボードを作成して

ぜひご参加を！！

20 日の間、阪谷

の方にお配りします。

【カードの提出方法】 

日までに阪谷公民館に

お出しください。 

 

 

 

 

 

 

５月２９日（土）

て公民館周辺の野山に、

な山菜や野草がある

井県環境アドバイザーの矢

尾政士

の皆さんと、勉強会を開催し

ました。

 

地域づくり部会（５月２７日（木））

について話し合いました。 

・第４２回阪谷夏まつりについて 

・城の下公園清掃活動について  など

（１回目）を６月６日

ました。当日早朝より８名の部員が集まり、草刈りや折れ

枝等の伐採作業を行い、公園がきれいになりました

阪谷夏まつりは中止
♦新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年も

来年こそは開催できることを願い、

りの企画を話し合っていきます。

将来像：人がつながり地域が

住み続けたい結のまち

 

さかずきんちゃんに願いを
コロナに負けない！！

さかずきんちゃんのカードにメッセー

カードは、さかずきんちゃんの塗り絵

が楽しめるものも用意しています！！

てもらった色とりどりのカードは、後日、

ボードを作成して

ぜひご参加を！！ 

日の間、阪谷 

の方にお配りします。

日までに阪谷公民館に、 

 

 

５月２９日（土）「阪谷の味」を求め

公民館周辺の野山に、

な山菜や野草がある

井県環境アドバイザーの矢

尾政士さんをお招きし

の皆さんと、勉強会を開催し

ました。 

地域づくり部会（５月２７日（木））を開催し、

など 

を６月６日

ました。当日早朝より８名の部員が集まり、草刈りや折れ

枝等の伐採作業を行い、公園がきれいになりました

中止  

♦新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年も

来年こそは開催できることを願い、

ます。 

将来像：人がつながり地域が

住み続けたい結のまち

さかずきんちゃんに願いを
コロナに負けない！！ ★★★

さかずきんちゃんのカードにメッセー

さかずきんちゃんの塗り絵

！！ みなさんから出し

てもらった色とりどりのカードは、後日、地域の

ボードを作成して公民館などで

 

の方にお配りします。 

 

 

 

「阪谷の味」を求め

公民館周辺の野山に、

な山菜や野草があるのか

井県環境アドバイザーの矢

をお招きし、

の皆さんと、勉強会を開催し

を開催し、次のこと

を６月６日(日)に実施し

ました。当日早朝より８名の部員が集まり、草刈りや折れ

枝等の伐採作業を行い、公園がきれいになりました

♦新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年も中止

来年こそは開催できることを願い、今から、

将来像：人がつながり地域がつながる

住み続けたい結のまち 

さかずきんちゃんに願いをこめて
★★★ 

さかずきんちゃんのカードにメッセー

さかずきんちゃんの塗り絵

みなさんから出し

地域のみなさんに

公民館などで掲示する

 

  

「阪谷の味」を求め

公民館周辺の野山に、どん

か、福

井県環境アドバイザーの矢

、部員

の皆さんと、勉強会を開催し

次のこと

に実施し

ました。当日早朝より８名の部員が集まり、草刈りや折れ

枝等の伐採作業を行い、公園がきれいになりました！ 

中止と 

今から、

つながる 

めて」   

さかずきんちゃんのカードにメッセー

さかずきんちゃんの塗り絵

みなさんから出し

みなさんに

掲示する
 

 



 

☆詐欺にご注意ください！

■

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

                

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

荒島マルシェ（産直の会）

★

「

阪

大野市地域おこし協力隊の

昨年の

現在は、星空保護区の認定に向けた取り組みや、

星空の観光業務に関わって

時間

大野市の星空の魅力を、

けられるよう頑張りますので、よろしくお願いします

 

 

 

かった「断捨離」をしました。

の物になってしまいました。文房具、洋服、カバン、帽子、

靴など。ただ、捨てるにはもったいない、いつか使う時が

来るのではないかという思いからずっと捨てずにいまし

たが、思い切って処分する事にしました。

るとネットにあったので、とある団体に寄付する事にしま

した。ぎっしり段ボール５箱分、たとえ、えんぴつ１本で

も必要としてくれる子供達の手に届く事を願って。

で収納スペースも

持ちよく過ごせる事だと思います。全くすっきりしていな

い我が家は、まだまだ「断捨離」が必要です。（苦笑）

 

 

☆詐欺にご注意ください！

■保健所や自治体の職員を装い、

・お金を払えば優先的に接種できる

・接種には予約金が必要だが後で返金される

・ワクチン接種に必要なので口座

・接種予約の代行をする

   

                

           

 

 

 
 

荒島マルシェ（産直の会）

★六呂師高原の手づくり総菜

「おばちゃんつくったんやざぁ

たべてみねの。

阪谷地区の皆さま、はじめまして

大野市地域おこし協力隊の

昨年の１２月に山梨県から移住してきました。

現在は、星空保護区の認定に向けた取り組みや、

星空の観光業務に関わって

時間に星のお話をさせていただいて

大野市の星空の魅力を、

けられるよう頑張りますので、よろしくお願いします

 

 

 

コロナ禍で増えたおうち時間を使って、前々からやりた

かった「断捨離」をしました。

子供達も社会人になり学生時代に使っていた物が、不要

の物になってしまいました。文房具、洋服、カバン、帽子、

靴など。ただ、捨てるにはもったいない、いつか使う時が

来るのではないかという思いからずっと捨てずにいまし

たが、思い切って処分する事にしました。

こんな不要な物でも貧しい海外の国では再利用してい

るとネットにあったので、とある団体に寄付する事にしま

した。ぎっしり段ボール５箱分、たとえ、えんぴつ１本で

も必要としてくれる子供達の手に届く事を願って。

でも、「断捨離」の良いところは、不要な物を無くす事

で収納スペースも

持ちよく過ごせる事だと思います。全くすっきりしていな

い我が家は、まだまだ「断捨離」が必要です。（苦笑）

 

☆詐欺にご注意ください！

保健所や自治体の職員を装い、

・お金を払えば優先的に接種できる

・接種には予約金が必要だが後で返金される

・ワクチン接種に必要なので口座

・接種予約の代行をする

                

           

荒島マルシェ（産直の会）

六呂師高原の手づくり総菜

おばちゃんつくったんやざぁ

たべてみねの。

谷地区の皆さま、はじめまして

大野市地域おこし協力隊の

月に山梨県から移住してきました。

現在は、星空保護区の認定に向けた取り組みや、

星空の観光業務に関わって

星のお話をさせていただいて

大野市の星空の魅力を、

けられるよう頑張りますので、よろしくお願いします

コロナ禍で増えたおうち時間を使って、前々からやりた

かった「断捨離」をしました。

子供達も社会人になり学生時代に使っていた物が、不要

の物になってしまいました。文房具、洋服、カバン、帽子、

靴など。ただ、捨てるにはもったいない、いつか使う時が

来るのではないかという思いからずっと捨てずにいまし

たが、思い切って処分する事にしました。

こんな不要な物でも貧しい海外の国では再利用してい

るとネットにあったので、とある団体に寄付する事にしま

した。ぎっしり段ボール５箱分、たとえ、えんぴつ１本で

も必要としてくれる子供達の手に届く事を願って。

でも、「断捨離」の良いところは、不要な物を無くす事

で収納スペースも

持ちよく過ごせる事だと思います。全くすっきりしていな

い我が家は、まだまだ「断捨離」が必要です。（苦笑）

☆詐欺にご注意ください！新型コロナワクチン接種は無料です

保健所や自治体の職員を装い、

・お金を払えば優先的に接種できる

・接種には予約金が必要だが後で返金される

・ワクチン接種に必要なので口座

・接種予約の代行をする 

                

            

荒島マルシェ（産直の会）

六呂師高原の手づくり総菜

おばちゃんつくったんやざぁ

たべてみねの。」 

◆すべて
六呂師産の
もち米
山菜おこわ、笹寿司
道の駅
（公社）大野市シルバー人材センター
に出荷しています。少人数ですが早朝
より頑張っています。

谷地区の皆さま、はじめまして

大野市地域おこし協力隊の、望月詩織

月に山梨県から移住してきました。

現在は、星空保護区の認定に向けた取り組みや、

星空の観光業務に関わっており、

星のお話をさせていただいて

大野市の星空の魅力を、阪谷地区の皆さまとも一緒に

けられるよう頑張りますので、よろしくお願いします

コロナ禍で増えたおうち時間を使って、前々からやりた

かった「断捨離」をしました。

子供達も社会人になり学生時代に使っていた物が、不要

の物になってしまいました。文房具、洋服、カバン、帽子、

靴など。ただ、捨てるにはもったいない、いつか使う時が

来るのではないかという思いからずっと捨てずにいまし

たが、思い切って処分する事にしました。

こんな不要な物でも貧しい海外の国では再利用してい

るとネットにあったので、とある団体に寄付する事にしま

した。ぎっしり段ボール５箱分、たとえ、えんぴつ１本で

も必要としてくれる子供達の手に届く事を願って。

でも、「断捨離」の良いところは、不要な物を無くす事

で収納スペースもすっきりして、おうちもすっきりして気

持ちよく過ごせる事だと思います。全くすっきりしていな

い我が家は、まだまだ「断捨離」が必要です。（苦笑）

新型コロナワクチン接種は無料です

保健所や自治体の職員を装い、金銭を要求する電話に注意！！

・お金を払えば優先的に接種できる 

・接種には予約金が必要だが後で返金される

・ワクチン接種に必要なので口座情報を教えて

 

                 

荒島マルシェ（産直の会） 

六呂師高原の手づくり総菜 

おばちゃんつくったんやざぁ 

すべて 
六呂師産の 
もち米、笹の葉
山菜おこわ、笹寿司
道の駅 荒島の郷「ココ・のーそん」

公社）大野市シルバー人材センター
に出荷しています。少人数ですが早朝
より頑張っています。

谷地区の皆さま、はじめまして。 

望月詩織です。

月に山梨県から移住してきました。

現在は、星空保護区の認定に向けた取り組みや、

おり、阪谷小学校

星のお話をさせていただいてます

阪谷地区の皆さまとも一緒に

けられるよう頑張りますので、よろしくお願いします

コロナ禍で増えたおうち時間を使って、前々からやりた

かった「断捨離」をしました。 

子供達も社会人になり学生時代に使っていた物が、不要

の物になってしまいました。文房具、洋服、カバン、帽子、

靴など。ただ、捨てるにはもったいない、いつか使う時が

来るのではないかという思いからずっと捨てずにいまし

たが、思い切って処分する事にしました。

こんな不要な物でも貧しい海外の国では再利用してい

るとネットにあったので、とある団体に寄付する事にしま

した。ぎっしり段ボール５箱分、たとえ、えんぴつ１本で

も必要としてくれる子供達の手に届く事を願って。

でも、「断捨離」の良いところは、不要な物を無くす事

すっきりして、おうちもすっきりして気

持ちよく過ごせる事だと思います。全くすっきりしていな

い我が家は、まだまだ「断捨離」が必要です。（苦笑）

阪谷駐在所

新型コロナワクチン接種は無料です

金銭を要求する電話に注意！！

 

・接種には予約金が必要だが後で返金される 

情報を教えて

笹の葉、あずきで作ってます。
山菜おこわ、笹寿司、おはぎなど

荒島の郷「ココ・のーそん」
公社）大野市シルバー人材センター

に出荷しています。少人数ですが早朝
より頑張っています。

です。 

月に山梨県から移住してきました。 

現在は、星空保護区の認定に向けた取り組みや、 

阪谷小学校５、６年生の

ます。 

阪谷地区の皆さまとも一緒に

けられるよう頑張りますので、よろしくお願いします

村上 

コロナ禍で増えたおうち時間を使って、前々からやりた

子供達も社会人になり学生時代に使っていた物が、不要

の物になってしまいました。文房具、洋服、カバン、帽子、

靴など。ただ、捨てるにはもったいない、いつか使う時が

来るのではないかという思いからずっと捨てずにいまし

たが、思い切って処分する事にしました。

こんな不要な物でも貧しい海外の国では再利用してい

るとネットにあったので、とある団体に寄付する事にしま

した。ぎっしり段ボール５箱分、たとえ、えんぴつ１本で

も必要としてくれる子供達の手に届く事を願って。

でも、「断捨離」の良いところは、不要な物を無くす事

すっきりして、おうちもすっきりして気

持ちよく過ごせる事だと思います。全くすっきりしていな

い我が家は、まだまだ「断捨離」が必要です。（苦笑）

阪谷駐在所 川上

新型コロナワクチン接種は無料です

金銭を要求する電話に注意！！

 

情報を教えて 

あずきで作ってます。
、おはぎなど

荒島の郷「ココ・のーそん」
公社）大野市シルバー人材センター

に出荷しています。少人数ですが早朝
より頑張っています。 

 

５、６年生の総合的

阪谷地区の皆さまとも一緒に多くの方に届

けられるよう頑張りますので、よろしくお願いします☆☆☆ 

 よしみ（蓑道）

コロナ禍で増えたおうち時間を使って、前々からやりた

子供達も社会人になり学生時代に使っていた物が、不要

の物になってしまいました。文房具、洋服、カバン、帽子、

靴など。ただ、捨てるにはもったいない、いつか使う時が

来るのではないかという思いからずっと捨てずにいまし

たが、思い切って処分する事にしました。 

こんな不要な物でも貧しい海外の国では再利用してい

るとネットにあったので、とある団体に寄付する事にしま

した。ぎっしり段ボール５箱分、たとえ、えんぴつ１本で

も必要としてくれる子供達の手に届く事を願って。

でも、「断捨離」の良いところは、不要な物を無くす事

すっきりして、おうちもすっきりして気

持ちよく過ごせる事だと思います。全くすっきりしていな

い我が家は、まだまだ「断捨離」が必要です。（苦笑）

川上 伊久男

新型コロナワクチン接種は無料です 

金銭を要求する電話に注意！！ 

あずきで作ってます。 
、おはぎなど 

荒島の郷「ココ・のーそん」 
公社）大野市シルバー人材センター

に出荷しています。少人数ですが早朝

総合的学習

多くの方に届

 

よしみ（蓑道） 

コロナ禍で増えたおうち時間を使って、前々からやりた

子供達も社会人になり学生時代に使っていた物が、不要

の物になってしまいました。文房具、洋服、カバン、帽子、

靴など。ただ、捨てるにはもったいない、いつか使う時が

来るのではないかという思いからずっと捨てずにいまし

こんな不要な物でも貧しい海外の国では再利用してい

るとネットにあったので、とある団体に寄付する事にしま

した。ぎっしり段ボール５箱分、たとえ、えんぴつ１本で

も必要としてくれる子供達の手に届く事を願って。 

でも、「断捨離」の良いところは、不要な物を無くす事

すっきりして、おうちもすっきりして気

持ちよく過ごせる事だと思います。全くすっきりしていな

い我が家は、まだまだ「断捨離」が必要です。（苦笑） 

伊久男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎特別にマイナンバーカードが

できます
【日時】

【場所

【受付方法】

・通知カード

コード付き

※

【受け取り

・

・

り

【お得な情報

・新たにカードを申請された

 

【問合せ先

中学生
 快適に

場所として開放します。

【期間】７月２６日（月）～８月２７日（金）の平日

【時間】午前９時～午後４時

【場所】

【注意事項】・申し込み等は特に必要ありません

 

 

１日（木）

〃

８日（木）

１５日（木）

１７

２１日（

２５

２6

２8

 

 

７月２２

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。

特別にマイナンバーカードが

できます
【日時】7 月

【場所】阪谷公民館

【受付方法】

通知カード

コード付き

どちらも

顔写真は申請時に

受け取り】

・申請から約

・本人が市役所（市民生活・統計課

りとなります。

お得な情報

新たにカードを申請された

えるお買物券３

【問合せ先】

中学生のみなさんへ
快適に宿題に取り組めるよう、阪谷公民館の会議室を

場所として開放します。

【期間】７月２６日（月）～８月２７日（金）の平日

【時間】午前９時～午後４時

【場所】阪谷公民館

ることがあります）

【注意事項】・申し込み等は特に必要ありません

・マスクの着用をお願いします

・水分補給以外の飲食はできません

・風邪症状のある方は利用をご遠慮ください

１日（木）

〃日（木）

８日（木）

１５日（木）

１７日（土）

２１日（水）定例区長会

２５日（日）

6 日（月）福寿会高齢者生きがい・健康講座

8 日（水）お出かけほっとサロン（九頭竜、六呂師クラブ）

国民の祝日に国旗掲揚を

７月２２日（木）海の日

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。

特別にマイナンバーカードが

できます！！（一人３分程度！）
月 8 日（木）午後

阪谷公民館 

【受付方法】 

通知カードまたはマイナンバーカード

コード付き）をお持ちください

どちらもお持ちでない場合でも申請は可能です。

は申請時に

】 

申請から約１ヶ月半後

本人が市役所（市民生活・統計課

ます。 

お得な情報】 

新たにカードを申請された

えるお買物券３,０００円分

】大野市市民生活・統計課市民窓口

のみなさんへ
宿題に取り組めるよう、阪谷公民館の会議室を

場所として開放します。

【期間】７月２６日（月）～８月２７日（金）の平日

【時間】午前９時～午後４時

阪谷公民館 

ることがあります）

【注意事項】・申し込み等は特に必要ありません

・マスクの着用をお願いします

・水分補給以外の飲食はできません

・風邪症状のある方は利用をご遠慮ください

７月の行事予定
１日（木）世代間交流公式ワナゲ

日（木）地区スポーツ協会理事会

８日（木）世代間交流公式ワナゲ

１５日（木）市老連事業

）学校再編説明会

）定例区長会

）地区総スポ

日（月）福寿会高齢者生きがい・健康講座

日（水）お出かけほっとサロン（九頭竜、六呂師クラブ）

国民の祝日に国旗掲揚を

日（木）海の日・７月２３

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。

特別にマイナンバーカードが

（一人３分程度！）
日（木）午後

 ２階 

またはマイナンバーカード

）をお持ちください

お持ちでない場合でも申請は可能です。

は申請時に撮影します（無料）

月半後市役所から交付通知が届きます。

本人が市役所（市民生活・統計課

新たにカードを申請された

０００円分

市民生活・統計課市民窓口

のみなさんへ 夏休み公民館
宿題に取り組めるよう、阪谷公民館の会議室を

場所として開放します。 

【期間】７月２６日（月）～８月２７日（金）の平日

【時間】午前９時～午後４時

 １階 会議室（※日

ることがあります）

【注意事項】・申し込み等は特に必要ありません

・マスクの着用をお願いします

・水分補給以外の飲食はできません

・風邪症状のある方は利用をご遠慮ください

月の行事予定
世代間交流公式ワナゲ

地区スポーツ協会理事会

世代間交流公式ワナゲ

事業公式ワナゲ

学校再編説明会

）定例区長会 P7:30

総スポ ゲートボール大会

日（月）福寿会高齢者生きがい・健康講座

日（水）お出かけほっとサロン（九頭竜、六呂師クラブ）

国民の祝日に国旗掲揚を

７月２３日（金）スポーツの日

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。

 

特別にマイナンバーカードが

（一人３分程度！）
日（木）午後 1 時３０分～４時３０分

 和室 

またはマイナンバーカード

）をお持ちください 

お持ちでない場合でも申請は可能です。

撮影します（無料）

市役所から交付通知が届きます。

本人が市役所（市民生活・統計課

新たにカードを申請された方には、市内の登録店舗で使

０００円分が進呈

市民生活・統計課市民窓口

（℡６４

夏休み公民館
宿題に取り組めるよう、阪谷公民館の会議室を

【期間】７月２６日（月）～８月２７日（金）の平日

【時間】午前９時～午後４時３０分 

会議室（※日

ることがあります） 

【注意事項】・申し込み等は特に必要ありません

・マスクの着用をお願いします

・水分補給以外の飲食はできません

・風邪症状のある方は利用をご遠慮ください

月の行事予定 
世代間交流公式ワナゲに挑戦！！

地区スポーツ協会理事会

世代間交流公式ワナゲに挑戦！！

公式ワナゲに挑戦！！

学校再編説明会 P7:00 

30 

ゲートボール大会

日（月）福寿会高齢者生きがい・健康講座

日（水）お出かけほっとサロン（九頭竜、六呂師クラブ）

国民の祝日に国旗掲揚を

日（金）スポーツの日

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。

 

特別にマイナンバーカードが阪谷公民館で申請

（一人３分程度！） 
時３０分～４時３０分

またはマイナンバーカード交付

お持ちでない場合でも申請は可能です。

撮影します（無料） 

市役所から交付通知が届きます。

本人が市役所（市民生活・統計課 3 番窓口）で受け取

には、市内の登録店舗で使

進呈されます

市民生活・統計課市民窓口

（℡６４

夏休み公民館自習室開設
宿題に取り組めるよう、阪谷公民館の会議室を

【期間】７月２６日（月）～８月２７日（金）の平日

 

会議室（※日によって変更にな

【注意事項】・申し込み等は特に必要ありません

・マスクの着用をお願いします 

・水分補給以外の飲食はできません

・風邪症状のある方は利用をご遠慮ください

 
に挑戦！！

地区スポーツ協会理事会 P７:30

に挑戦！！

に挑戦！！

 

ゲートボール大会

日（月）福寿会高齢者生きがい・健康講座

日（水）お出かけほっとサロン（九頭竜、六呂師クラブ）

国民の祝日に国旗掲揚を

日（金）スポーツの日

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。

阪谷公民館で申請

時３０分～４時３０分

交付申請書

お持ちでない場合でも申請は可能です。

市役所から交付通知が届きます。

番窓口）で受け取

には、市内の登録店舗で使

されます。 

市民生活・統計課市民窓口 G 

（℡６４-４８１０）

自習室開設
宿題に取り組めるよう、阪谷公民館の会議室を

【期間】７月２６日（月）～８月２７日（金）の平日

よって変更にな

【注意事項】・申し込み等は特に必要ありません 

 

・水分補給以外の飲食はできません 

・風邪症状のある方は利用をご遠慮ください

に挑戦！！P3:00

0 

に挑戦！！P3:00

に挑戦！！P3:00

A8:00 

日（月）福寿会高齢者生きがい・健康講座 P7:00

日（水）お出かけほっとサロン（九頭竜、六呂師クラブ）

 

 

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。 

阪谷公民館で申請

時３０分～４時３０分まで 

申請書（QR

お持ちでない場合でも申請は可能です。 

市役所から交付通知が届きます。 

番窓口）で受け取

には、市内の登録店舗で使

４８１０） 

自習室開設！！ 
宿題に取り組めるよう、阪谷公民館の会議室を自習

【期間】７月２６日（月）～８月２７日（金）の平日 

よって変更にな

・風邪症状のある方は利用をご遠慮ください 

:00 

:00 

:00 

 

:00 

日（水）お出かけほっとサロン（九頭竜、六呂師クラブ） 


