
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

     

 

 
 

大野市教育理念 

明倫の心を重んじ 育てよう 大野人 

区長会だより  令和２年度区長会新役員決定 

 １月２２日（水）に阪谷地区区長会総会が開催され、以下のとおり新役員が決定いたしました。また、令和２年度事業計

画と予算が承認されました。 

     （敬称略） 

会 長  前川 良明（石 谷） 再任 

副会長  山口 輝行（伏 石） 新任 

監 事  多田美喜雄（松 丸） 新任 

     森  康哉（金 山） 新任 

     中村 時則（南六呂師）新任 

  

 

  令和２年度阪谷地区体育協会総会の報告 

1月 26日(日)阪谷地区体育協会の総会が開催されました。 

令和元年度事業報告・決算報告について承認され、令和２年

度事業計画・予算案について可決されました。 

また、協会の名称が「阪谷地区スポーツ協会」へと変更さ

れました。 

【役員】会長：川端義秀氏 副会長：前川良明氏(区長会長) 

監事：区長会監事  

第 63回市総体スキー競技会中止 

２月２日（日）に予定されていた市総体スキー大会は、雪

不足のため中止となりました。来年度また御出場、応援よろ

しくお願いします！  

私のお気に入りの場所 

        

山形 美春（橋爪） 

私が阪谷で一番お気に入りの場所は“石谷の坂”です。こ

こからの眺めは絶景だと思います。 

特にお気に入りなのは、稲刈り直前の一面に広がった黄金

色の田園風景と雪が積もってよく冷えた天気の良い朝の乱射

する雪景色です。ほぼ毎朝、石谷の坂を下って大野を一望し

ながら出かけるのですが、すっきりした気持ちになります。 

よく職場の人などに“最寄りのコンビニまで 15 分もかか

るの～⁉”とか、“家、雪で埋もれてない⁇”とかいじられます

が…(笑) 

正直、高校生の時は友達と一緒に帰るとか自転車で自分で

出かけるということが、なかなか困難な場所で、“なぜこんな

遠いところが自分の家なの～‼”とかなり不満でした。 

しかし、母になった今、車もそこまで気にせずに子供たち

を遊ばせることができたり、虫取りや雪遊びなど自然を楽し

むことができたり、なかなか素敵な場所だと思えるようにな

りました。 

ただ残念なのは、このような素敵な景色や空間、おいしい

農産物などを外の人たちに発信しきれてないように思えま

す。 

このような阪谷の特色を活かしたおしゃれカフェができれ

ばいいのになぁ～♡ と、常々思ってます(笑) 

ぜひ誰か作ってください‼ 

 
 

引き続き、１月定例区長会が行われ、主に以下の事につい

て協議されました。 

①大野市商工観光振興課より、「さかだに雪まつり前夜祭 

星降るランタンナイト」に係る交通規制やうらら館の営業

時間短縮のお願いがありました。 

②スターランドさかだに振興会から、「さかだにのどんど焼

き」の参加依頼がありました。 

③阪谷子育てクラブ、愛育会から協力金のお願いがありまし

た。 

④区長会から各種団体への委員の人選を行いました。 

⑤各集落における広報等配付数の確認を行いました。 

⑥第６回さかだに雪まつりへの協力依頼を行いました。 

⑦阪谷地区体育協会、食育のふるさと阪谷をよくする会の総

会への出席をお願いしました。 

⑧令和２年度団体会費の徴収を依頼しました。 

 

各集落の区長は次の方々です。（新）は、新たに区長になられた方です。 

（敬称略） 

行政区 区  長 行政区 区  長 

伏石区 山口 輝行 大月区 竹田  淳（新） 

柿ヶ嶋区 山村 宗武（新） 御領区 伊藤 竜磨 

八町区 禅定 英治（新） 橋爪区 荒井 和美 

森本区 米澤 清一 蓑道区 中道 光夫（新） 

松丸区 多田美喜雄 落合区 村中 甚孝（新） 

萩ヶ野区 石塚 克之 堂嶋区 川端 隆栄（新） 

花房区 風林 和則（新） 金山区 森   康哉 

不動堂区 高田 康憲（新） 小黒見区 櫻井 勇治 

石谷区 前川 良明 南六呂師区 中村 時則 

 

 



  ２月の行事予定 
4 日(火）スポーツ協会長推薦理事選考会 P7:30 

6 日(木）ヨーガ教室④P1:30 

7 日(金）お出かけほっとサロン 

9 日(日）さかだに雪まつり（六呂師高原スキーパーク） 

12 日(水）よくする会役員会 P7:00 

13 日(木）ふわわ女性の会幹部役員会 P7:00 

16 日(日）どんど焼き（スターランドさかだに） 

生涯学習フォーラム（学びの里めいりん） 

19 日(水）給食サービス A8:30 

     愛育会総会 P7:00 

20 日(木）阪谷女性のつどい実行委員会 P7:00 

21 日(金）定例区長会 P7:00 

26 日(水）よくする会合同会議 P7:00 

27 日(木）ふわわ女性の会会計監査 P7:00 

28 日(金）さかだに雪まつり実行委員会 P7:00 

 

  ３月の行事予定 
3 日(火）お出かけほっとサロン 

6 日(金）市・県民税申告 P1:30 

8 日(日）阪谷女性のつどい A9:40 

11 日(水）安全管理員会 P1:15 

13 日(金）ふわわ女性の会総会 P7:00 

ふわわ女性の会役員会（総会終了後） 

19 日(木）定例区長会 P7:00 

29 日(日）地区総体ソフトバレーボール大会 A9:00 

 

  

 

  

食育のふるさと阪谷をよくする会総会開催 新役員決定 

 １月２６日(日)に食育のふるさと阪谷をよくする会の総会が開

催され、以下のとおり新役員が決定いたしました。また、令和２年

度事業計画と予算が承認されました。 

   会 長  中出 良一 氏 

副会長  前川 良明 氏、幾山 秀一 氏 

顧 問  川端 義秀 氏 

 各部の詳細な事業計画は２月２６日（水）に開催予定の合同会議

で決定する予定です。 

 

 

 

阪谷地区内に住む女性たちの交流を深め、身近な 

「しあわせ」についてみんなで考えてみましょう。 

中学生・高校生の参加、大歓迎です。 

 

日 時：３月８日(日) 午前９時４０分～ 

（受付：午前９時００分） 

会 場：阪谷公民館 

 参加費：１００円 ※18 歳以上の方は参加費が必要です 

持ち物：箸、皿、コップ、ゴミ袋     

 申 込：参加・出展の申し込みは、各団体の代表者にお

願いします。 

 締 切：２月１４日（金） 

※個人で参加を希望される方は、公民館へ申込んでください。 

少年教室 

◇ふるさとかるた大会 

１月８日（水）少年教室でふるさとかるた大会地区予選会が開催

されました。 上位入賞者は下記のとおりです。(敬称略) 

 低学年の部 中学年の部 高学年の部 

1位 山村 美月 森 優妃 多田 有来 

2位 川端 心陽 前田 悠花 

村上百々花 

森 咲江 

3位 森 麻斗 - - 

 上位入賞者は１月２６日（日）に学びの里 めいりんで開催され 

た「ふるさとかるた決戦大会」に出場しました。 

森 優妃さん（３年）が中学年の部で３位になりました。 

 

 国旗を掲げましょう  

２月１１日(月) 建国記念の日 

    建国をしのび、国を愛する心を養いましょう。 

 

 
 

 

 

第６回 さかだに雪まつり 

日 時：２月９日（日） 

午前１０時～午後３時まで 

会 場：六呂師高原スキーパーク  

※積雪や天候状況によって実施内容が変わることがあります。（１ 

月３１日に可否決定） 

 

お知らせ 
阪谷公民館での税の申告受付（３月６日午後１時３０分～３時３０

分）にあわせてマイナンバーカードを作りませんか？ 

希望の方に、申請用顔写真の撮影と申請書の記入を 

サポートいたします。 

マイナンバー通知カード（申請書つきのもの）、印鑑 

をお持ちください。 

 

 

 


