
第５回 

平成２８年 

７月発行 

電気設計施工・家電販売 

 

 

小矢部市北一 371 TEL 69‐8357 

 

      ★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。 

  

 

 

 

小矢部市末友 606 TEL 69‐８７３７ 

『末友春まつり』 

4月 16 日(土) 

将来を担う子供達が獅子舞に

参加し、祭を盛り上げてくれま

す。 

 

「祭りだ、祭りだ。よいしょ、

よいしょ。」春と秋の祭に参加

しています。秋祭りもガンバル

ぞ！ 

 

末友壮成会の「花見の宴」 

4月 10日（日） 

壮成会は満 42歳から満 65歳未満ま

での会員で構成し、壮年相互の親睦

と融和並びに町内の発展のために活

動しています。主な活動内容は、「花

見の宴」「墓地の草刈り・さつき剪定」

「イノシシ電気柵の敷設及び撤収」

「陶芸教室でのマイ盃、マイ CUP づ

くり」「勉強会」などです。桜の花び

らが舞い落ちる花見の宴で、陶芸教

室において自分で作った「末友焼マ

イ盃」を片手に、飲めば飲むほど話

に花が咲きました！・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※行事の詳細はそれぞれ地区団体へご確認ください。 

買い物支援 

連絡先 北蟹谷公民館 電話・FAX 0766-69-8321✉：kitakanda-phall@city.oyabe.toyama.jp  

 

各種団体からのお知らせ 

 

 

 

小矢部市末友１－１ TEL 69‐8640  FAX69-7081 

 

一般建築・リフォーム・設計・施工 

 

小矢部市臼谷 1776TEL 69‐8645 FAX69‐8675 

 

小矢部市北一 350 TEL 69‐8331FAX 69-8332  

 

小矢部市五郎丸 62TEL 69‐８７03 FAX69‐８653 

 

御中元・ギフト券は当店で！ 

 

 

酒 類 

理 容 

タバコ 

 

発行：北蟹谷地域活性化協議会 

富山県の高齢化率は 30.4％で全国 10番目の高さとなり、65歳以上が４

人に１人を超えました。北蟹谷地区も高齢者が増え、過疎化が進む中、昨年より結成した『北かんだコ

ミュニティ協力隊』の活動が増えてきそうです。『北かんだコミュニティ協力隊』のボランティア活動

に参加できる方を募集しています。  連絡先：69‐8321 北蟹谷公民館まで 

募集中 

県知事許可(般)第５８７３号 

 

 

 

小矢部市末友 143‐3TEL 69‐1025 FAX69‐1026 

 

 

 

小矢部市末友 401TEL 69‐８７３０ FAX69‐８８３

３ 

 

http://www.k-aki.com/
mailto:kitakanda-phall@city.oyabe.toyama.jp


 

 

•7月30日(土)14時天牌戦没者追悼法要

•8月11日(木)6時お盆の清掃(八幡宮・墓地） 9月17日(土）16時半 秋祭り末友

• ８月１４日(宮掃除(役員のみ） ８月１７日地蔵祭り(午後６時より）

• ９月１８日秋祭り臼谷

•五年計画の本年度分の松根城址への林道舗装施行決定内山

•８月１１日（木）墓道草刈 ９月１０日(土)秋祭り午後３時より祭礼・早朝境内清掃

•『五郎丸八幡宮由緒/五郎丸村 由来』の看板を設置。（詳細は次号で報告）五郎丸

•７/2(土)イノシシ電気柵設置 ７/3(日)多面的機能支払交付金活動8/7(日)多面的機能支払
交付金活動・神明社清掃9/4(日)多面的機能支払交付金活動 9/8(木)秋祭り八講田

•７月17日町内報恩講・8月31日秋季祭礼北一

•８月７日(日） 公民館清掃、墓参道草刈棚田

•7/3地区操法大会14時 7/15御講様14時 7/25青田廻り18時

•8/7公民館大掃除8時 8/21秋大祭り17時30分松尾

•7/10(日)14時～御講様（龍王寺） 8/1(月)万雑中間金(口座引落）

•８/11(木）6時～比枝社等清掃（全員）9時～水処理センター草刈清掃（委員他）

•9/13(火）6時～比枝社清掃（全員）秋祭り
松永

•「大雨に備えよう」梅雨の末期に大雨となる事があります、日頃の備えと
して用排水路や排水溝の草、ゴミ詰まり除去の点検をお願いします。北蟹谷自治会

•9/10（土）有峰森林文化村 日帰りツアー（回覧中です）

•大人2000円 小人１０００円（昼食付き) 定員25名で募集中です！北蟹谷公民館

•7/23(土)『かにっ子会』協力 7/26(火)喫茶ボランティア

•8/23(火)喫茶ボランティア 9/6(火)役員会9月度全体会議19：30～

•9/15(木)役員会9月度事務連絡会議10時 9/27(火)たんぽぽの園・喫茶ボランティア
北蟹谷社会福祉協議会

•五郎丸、末友、北一地区で熊の目撃情報があります。十分注意し、目
撃された方は警察に通報して下さい。北蟹谷駐在所
•9月定例会は、9月5日～23日までの19日間です。9月は組織議会な
ので議長、副議長が交代します。1年間ありがとうございました。こ
れからもどうぞよろしくお願いいたします。

市議会だより

•「谷内六郎」(父親が内山出身)展、週刊新潮の表紙を担当した、
作品10点の展示中。7月24日「夏の陣」開催。きたかんだの郷

•7/20(水)午後６時 交通安全教室（北蟹谷公民館２階）

•8/24（水）９時～１１時 高齢者生きがい健康づくり活動（寿永荘敷地
内）活動参加町内会（末友川西。五郎丸。八講田。北一。内山）

北蟹谷老壮会

•7/20～7/23竹ほうき作り・竹細工作り見学体験会を予定。

•7/23(土）素麺流し台作り(かにっ子会・協賛)

•9月中旬稲刈り作業
伝承教室

•結果報告 第２６回地区ペタンク大会 （６月９日） 参加２１チーム

• 優勝(臼谷A 山下勝治・中田信雄・山崎一昭)

• ２位(北一B 川合正隆・山本賢二・河原吉一）

• ３位(松永A 吉田一夫・穴田邦夫・松本 時）

北蟹谷

ペタンク協会

• 8/27 県総合訓練・市防災訓練

•消防団員募集中！
北蟹谷消防分団

•7月21日～7月30日 夏の交通安全県民運動
北蟹谷

交通安全協会

• ７月２３日（土）午前かにっ子会の協力をします。８月中には地
区民体育祭「１０月２日（日）」の競技種目を決めます。北蟹谷体育協会

北蟹谷地区からのお知らせ 

各 町 内 催 し 

７月 14日（木）ボール遊び教室 

  25日（月） 身体計測 

  26日（火） ７月の誕生会 

  29日（金） 夏祭り・なかよしデー 

８月 ４日（木）なかよしデー 

   6日（土）クロスランド盆踊り 

  10日（水）交通安全指導おにぎりの日 

  25日（木） ボール遊び教室 

  29日（月） 身体計測 

  30日（火） お楽しみ会食 

９月１日（木）交通安全指導・おにぎりの日 

   ２日（金） 更生保護女性会交流会 

   ５日（月） あつまれおやべっ子収録 

   ７日（水） 幼児運動教室 

   ８日（木） なかよしデー 

   ９日（金） 消火避難訓練 

 

 

７月 ８日(金)ＰＴＡ地区別懇談会  

  １０日(日)ＰＴＡ資源回収 

  ２０日(水)２１日(木)保護者会 

  ２２日(金)終業式 給食終了    

２５日(月)夏季休業開始 

２９日(金)３０日(土)５、６年立山登山 

 

８月２３日(火)全校登校日 

  ２８日(日)ＰＴＡ親子愛校作業 

 

９月１日(木)始業式 給食開始 

  ６日(火)７日(水)４年宿泊学習 

  ９日(金)芸術鑑賞教室 

 

 

7月 16 土 県選 

  17 日 県選 

 18 月 県選（ホッケー） 

 20 水 保護者会(56) 

 21 木 保護者会(56) 

 22 金 終業式(12)､給食終了 

 23 土 県体ホッケー 

 25 月 県吹奏楽コンクール 

 27 水 市芸術鑑賞教室 

 29 金 北信越ホッケー大会～31 

 30 土 中日吹奏楽コンクール 

8月 3 水 北信越大会（富山）～8／5 

 17 水 全国大会（北信越）～8/25 

9月 1 木 始業式､給食開始 

 10 土 体育大会 

 11 日 体育大会予備日 

 

 

各種団体からのお知らせ 

http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/01/25f4be6510b27142d6a532225af708cc.png

