
第４回 

平成２８年 

５月発行 

平成 28 年 3 月 30 日、岐阜県グリーンスタジアムで行われた 

第 47 回全国高等学校選抜ホッケー大会で前半 22 分に石動が 

PC を取得し、松選手の力強いヒットシュートがゴール左隅に 

決まり先制点を挙げる。石動の粘り強い守備で前半１‐０ 

で折り返す。そして後半、岐阜各務野が PC を取得する 

ものの石動の堅い守備に阻まれ得点とならず。その後も 

岐阜各務野ペースで試合が進みまたも PC を取得。 

ここでも松選手のファインセーブに阻まれそのまま 

試合終了１－０で石動が２４年ぶり４回目の優勝となった。 

全国高校選抜女子優秀選手に選ばれ今後の活躍も期待され 

ています。 

 

 

平成 28 年 3 月 21 日小浜市松永地区の 31 名の皆様

と昨年 11 月以来の再会！！交流会場の北蟹谷公民館

で「やぁー久しぶりですネ」と話しもはずみましたは、

お互いに顔を憶えていた人もあり 互いの地元の特

産品の交換もあり、当地の産業などの説明に熱心に聴

いておられたのが印象的でした。その後、松永公民館

や、松永うの花農園の販売所などをみてまわり交流を

深め、またの再会を約してバスを見送りました。 

（S 記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先  北蟹谷公民館  電話・FAX 0766-69-8321 

メールアドレス：kitakanda-phall@city.oyabe.toyama.jp   発行：北蟹谷地域活性化協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“北かんだコミュニティ協力隊”  

上記買い物支援のところにも書いてありますが 

北蟹谷公民館、、内山地内に移動販売車がきています。 

皆さんご利用下さい。個人宅に伺う事が出来ます。 

ご利用希望があれば畑醸造さんまでお電話を！ 

畑 醸造㈱ 惣菜加工部 ☏0766-61-2111 

（北蟹谷公民館   ☏0766-69-8321） 

       ★食事や惣菜（そうざい）などの配達の情報★ 

・畑 醸造㈱ 惣菜加工部 ☏0766-61-2111 

小矢部市浅地８００番地 《手作り惣菜・パン・もちなど》 

 土日祝日はお休みです。配達日時や品目など詳しくはお問い合わせください。 

 移動販売 毎週火曜日 11 時 30 分頃 場所 北蟹谷公民館 

毎週水曜日 12 時～13 時頃 場所 内山地内 

・仕出し屋さん ☏0766-67-1234  

 小矢部市中央町４-１５《お弁当・折詰・オードブル など》 
 配達区域や品物等、なんでも電話でお問い合わせください。 

・おやべ給食共同組合小矢部商工福祉センター ☏0766-67-0070 

 小矢部市蓮沼５３４-２《一般給食・パック弁当 など》 

 配達区域、時間等、電話にてお問い合わせください。 

その他、広報でお知らせしたい情報がございましたら北蟹谷公民館まで、お知らせください。 

7 月、9 月、11 月など隔月で発行します。 

地域や各種団体のニュース・情報を継続して 

発行しますのでご期待ください！ 

広告掲載企業 8 社決定いたしました 

7 月発行より 6 回の掲載となります。 

ありがとうございます 

※行事の詳細はそれぞれ地区、団体へご確認ください。 

今後の発行予定 

❀おしらせ❀ 

北蟹谷史跡講座   蟹谷地名のルーツ八伏の蟹池 

・・・・ 蟹池の伝説と歴史そして現状について ・・・ 

 ◎５月２８日（土）１０時から  ◎北蟹谷公民館和室 

解説 公民館 川原俊昭 

地区の史跡、文化財などに関心のある方、是非参加下さい。 

 ◎共催：北蟹谷史跡愛護会設立準備会、北蟹谷公民館 

＊講座修了後 北蟹谷史跡愛護会の設立総会を行います。 

 

買い物支援 
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•5/6(金）１９時活性会総大会 5/30（月）６時ゴミゼロの日。

•6/5(日)9時20分集合町内研修会7/3(日)8時江草刈り
末友

•6/12渋江川草刈り。臼谷

•内山にひさしぶりに小学生が入学し子供の姿を見てとても嬉しい。

•バスで登校となるので交通安全に気をつけてほしいと思います。内山

•5月中に「自主防災台帳(各戸）」を整備。5/30(月)早朝5時30分 ゴミゼロ運動
6月中旬（川刈り・林道保安）の人足五郎丸

•５/30(月)ゴミゼロ運動。6/26（日）川刈り及び林道草刈り。八講田

•６月１２日町内会慰安会。６月２６日用水江草刈、五郎丸川堤防草刈

•７月１０日山道刈り
北一

•5/29町内慰安会・ゴミゼロ運動。棚田

•5/30(月)６時ゴミゼロ運動。6/20(月）18時穰蝗祭。6/26(日)８時江草刈り松尾

•5/29（日）ゴミゼロ運動6時。6/18（土）比枝社除蝗祭大祓１７時。

•6/19（日）町内ため池草刈り8時。6/26（日）井草刈り8時。7/10（日）床下防除８時。松永

北蟹谷地区からのお知らせ 各種団体からのお知らせ 

各 町 内 催 し 

•４月に新しく久保駐在官が着任されました、お近づきになれて嬉しいです、活性化協議会
の総会も終わり、チャレンジ事業も２年目に入りました、いよいよ自分達の力が問われま
す、野菜の出荷や交流会参加など自分の出来ることに１つでもチャレンジしてみましょう。

北蟹谷自治会

•5/21 (土)かにっ子バスハイク。5/22 (日)ふる里再発見ツアー。

•7/9(土)ブルーベリー収穫とおやつ作り北蟹谷公民館

•５/24 喫茶ボランティア・5/25ケアネットサービス研修会

•6/19敬老会・福祉交流会・6/28 喫茶ボランティア

•7/26喫茶ボランティア
北蟹谷社会福祉協議会

•最近小矢部市内で空き巣狙いやタイヤ盗みが発生しています。北蟹谷
地区でも発生が予想されますのでご注意下さい。北蟹谷駐在所

•平成２８年６月定例会が６月１０日から２４日まで開催されます。

•７月には各機関へ小矢部市の重点要望を提出してまいります。市議会だより

•７月24日夏の陣午前通常営業。午後5時ビアガーデン、やきとり等お
いしい物いっぱいあるよ！見ても楽しい！みんな来てね！！きたかんだの郷

5 月 19日（木）なかよしデー 

  25日（水） 親子遠足 

  27日（金）ボール遊び教室 

  30日（月） 身体計測 

  31日（火） 5月の誕生会 

6 月４日（土）保育参観 

 6 日（月）虫歯予防教室 

    14 日(火） 歯科健診    

21 日（火）幼児芸術鑑賞会 

  27日（月） 身体計測 

  28日（火） 6月の誕生会 

7 月 4日～8日  14 歳の挑戦 

    7日（木） 七夕の集い 

    ８日（金）交通安全指導 

   13 日（水） プール開き 

   15 日（金） 消火避難訓練 

 

５月１４日(土) 運動会 

１６日(月) 振替休業日 

２５日(水) 市学童陸上記録会 

２７日(金) 学童陸上記録会 予備日 

６月１１日(土) 学習参観 プール説明会 

１３日(月) 振替休業日 

１６日(木) 先生方の研修会（午後放課） 

２０日(月) プール開き 

２１日(火) ほしば山なかよし会食 

７月４日(月)  学校訪問研修(午後放課) 

２０日(水) １学期保護者会(薮波) 

２１日(木) １学期保護者会 

(東蟹谷 北蟹谷地区) 

２２日(金) １学期終業式 

２３日(土) 夏季休業開始 

 

•高齢者生きがい健康作り活動。倶利伽羅草刈り

•追悼法要。研修旅行 交通安全教室。
北蟹谷老壮会

•６月竹細工開校式。竹の枝整理。６～７月竹箒作り。伝承教室

•5/27市ペタンク大会。6/9地区ペタンク大会。
北蟹谷

ペタンク協会

• 5/23 日から早朝操法訓練・6/26日市操法大会

• 7/3日地区操法大会・7/23県操法大会
北蟹谷消防分団

• 7/21日から30日夏の交通安全県民運動

•高齢者の交通事故が多発しております。ご注意ください！

北蟹谷

交通安全協会

•６月キンボール・スポーツ体験教室。7月3日どろんこサッカー協力。

•７/23日夏季スポーツレク（かにっ子協力）
北蟹谷体育協会

5月 18 水 耳鼻科検診 13:30～ 

21 土 学習参観 

23 月 振替休業 

26 木 確認テスト 26日～27日 

6月３ 金 地区陸上 3～4日 

5 日 砺波地区吹奏楽祭 

8 水 中教研大会（道・特・特支） 

18 土 地区選手権大会 写生会 18・19 

20 月 振替休業 

25 土 市体 25日～26日 

26 日 部活動停止～6／30 

28 火 教育相談～７／３ 

29 水 確認テスト 6/29.30。7/1 

7月 3 日 PTA親子ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ清掃 

4 月 14歳の挑戦 4日～８日 

9 土 県選野球･県選陸上(９・１０日) 

 

 


