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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 

平成 28年 1月に大清水周辺の環境整備について市に要望

していました所、6月より工事着工となりました。大清水は２

トン/毎分の水が平地より湧き出していて「あしつき」も群生

していましたが、最近は水の汚れが目立つようになり「あし

つき」の生息が、認められなくなりました。今回は環境整備

を行い「あしつき」の復活を目的とする工事です。尚工事完

了は１１月頃の予定です。 

 

昨年、ラクビーワールドカップで国民的英雄となった≪五

郎丸歩選手≫。その五郎丸歩選手を五郎丸町内へ招き、さら

に五郎丸八幡宮にて今後の活躍祈願をしていただこうとい

う招請計画が昨年末に北日本新聞に載って以来、五郎丸町

内・五郎丸八幡宮を訪れる方が大変増えてきておりました。

折角訪れていただいた方々の為に、何か説明看板のようなも

のがあれば良いのに！・・・という地元町内の方々の意見も

あり、川原俊昭宮総代（公民館長）を中心に準備を進めまし

た。設置は宮総代で行いました。設置後にはありがたいこと

に、この看板の横で記念写真を撮っていかれる方々もおられ

ます。どうぞ皆様も一度≪五郎丸八幡宮≫にお越しください

ませ。お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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 

 

ご進物には手軽な 

全国共通 清酒券・ビール券は当店で 

 

 

酒 類 

理 容 

タバコ 

 

発行：北蟹谷地域活性化協議会 

９月１日～３０日は『住宅防火・防災キャンペーン』です。災害

時、まずは、自分の身は自分で守ることが一番重要です。そのために必要な事は、事前の備えです。 

北蟹谷地区全戸に配布された①≪防災袋≫の中身の点検、②≪防災マップ≫の再確認、をしておきまし

ょう！家族で安否確認の方法や集合場所などを話し合っておくことが大事です。 

 

防災についてのお知らせ 

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 

 

 

  

花と緑の友の会が管理する北蟹谷公民館の花壇が県の花の 

まちづくりコンクールで優良賞を受賞しました。 

皆さん見に来てください。 

 

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


 

 

•秋の行楽シーズン、各団体でいろんな行事が計画されています。自分に合った行事に一つでも参加してみよう、
いろんな発見や交流の場があります。ただ、ハチや獣に会わないよう十分注意しましょう。10月30日公民館祭に
合わせ防災演習を行います、是非参加願います。

北蟹谷自治会

•9月29日（木）氷見の海と歴史・文化にふれようツアー募集中。

•10月30日(日）防災訓練・公民館祭開催。
北蟹谷公民館

•9/27たんぽぽの園喫茶ボランティア 10/13高齢者ふれあい研修会 10/18たんぽぽの園
10/25喫茶ボランティア 11/20たんぽぽの園 11/26高齢者宅訪問

北蟹谷

社会福祉協議会

•県内では昨年同様交通死亡事故が多発しております。交通事故をおこさないよう
に交通事故にあわないように注意しましょう。

北蟹谷駐在所

•平成２８年９月定例会が９月５日から２３日まで開催されます。副議長として1年間
色々とお世話になりありがとうございました。

市議会だより

•1０月終わりの公民館祭にあわせ、秋野菜の販売や収穫感謝祭（集落営農協議会主催）が行
われ、おいしい蟹谷大鍋や、炊き込みご飯あり。

きたかんだの郷

•9/17(土)秋祭り（16時半）10/2 (日)メルヘンクリーン作戦・地区民体育祭
10/30(日) 町内及び地区防災訓練 11/28(土)御正忌（14時）末友

• ９/18 秋祭り（１５時～） １０/23 町内親睦会(柴山温泉子供も参加)

• １１/18 新嘗祭(１５時～)臼谷

•収穫時期なのに、イノシシが騒いで困っています。内山

•10月2日(日)早朝6時より『メルヘンクリーン作戦』参加。

•10月16日(日)『秋の人足』午後から半日の予定。

•11月20日（日）午後3時より新嘗祭。早朝より委員、宮総代にて清掃。
五郎丸

•9月8日(木)秋祭り ・10月23日(日）町内草刈り八講田

•きじケ谷ため池の改修工事が始まります。

•来年度末の竣工予定です。
北一

• 10/2 地区民大会 11月中 棚田神明宮 新嘗祭棚田

• 9/26 鎮火祭(18時) 10/2地区体育祭 10/30 公民館祭松尾

•9/13(火)比枝社清掃（6時全員） 9/14(水)地蔵祭り

•10/2(日)メルヘンクリーン作戦（6時全員） 10/9(日)ため池堤防等草刈(委員＋有志）松永

•９/13パークゴルフ大会(高岡市西明寺) ９/16グランドゴルフ大会(水辺の楽校)

•９/29小矢部市いきいきスポーツ大会(クロスランド)10/2小矢部市高齢者交通安全大会

•10/8小矢部市老人福祉大会老人若返り祭芸能大会（クロスランド）
北蟹谷老壮会

•9月下旬臼谷町内において稲刈り作業

• 10月中旬しめ縄・しめ飾り作業
伝承教室

•9月23日 市ペタンク大会 10月下旬Ｊ：ペタンク大会

• 11月8日（火）地区室内ペタンク大会

北蟹谷

ペタンク協会

• 9/25 秋季消防訓練 １０/8 消防フェスティバル

• 11/9～11/15 秋季火災予防運動

北蟹谷

消防分団

•秋の全国交通安全運動実施中です。特に高齢者の交通事故
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

• １０/２（日）8時半 地区民体育祭。大勢の方の参加をお待ちしてます。

• １０/９（日）市駅伝競走大会。北かんだの選手への応援お願いします。

北蟹谷

体育協会

北蟹谷地区からのお知らせ 

各 町 内 催 し 

９月 20 日（火） 運動会リハーサル 

   21 日（水） すこやかの会除草 

   26 日（月） 身体計測 

   27 日（火） たんぽぽの園交流会 

 10 月 1 日（土） 運動会 

    4 日（火） いもほり・なかよしデー 

   6 日（木） 秋の遠足 

  14 日（金）豚汁会食・幼児運動教室 

  18 日（火）はっちょうとんぼ訪問予定 

   21 日（金）消火避難訓練 

   24 日（月）身体計測 

   28 日（金）絵画教室（4.5 歳児） 

11 月 1 日（火） 交通安全指導 

   15 日（火）発表会リハーサル 

   24 日（木）生け花（更生保護） 

   26 日（土）生活発表会 

 

 

９/２金～９/７水 校内夏休み作品展 

９/６火９/７水 ４年宿泊学習  

９/１２月 子供・夢・アートアカデミー 

(５年生参加)「自画像をかこう」 

講師 藤森兼明先生 

９/２１水  小矢部市自作童話大会 

(４、５、６年) 

１０/１３木  学習発表会予行 

１０/１６日  学習発表会 

１０/２０木  就学時健診 

１０/２６水  収穫祭 

１１/  ２水   持久走記録会 

11/   8 火    先生方の研修会 

児童休業日      

 

9月 10 土 体育大会 

 

16 金 地区新人陸上 

 

21 水 壮行会(放) 

 

24 土 地区新人大会～25日 

10月 1 土 県中学駅伝 

 

6 木 遠足(1～6) 

 

8 土 県 jr陸上、県選抜大会 

 

9 日 県中文祭､県選抜大会・市駅伝 

 

13 木 
確認テスト～14日 

県中教研西部地区大会 

 

19 水 県中教研大会（道・特・特支） 

 

23 日 若木祭 

11月 8 火 中教研学力調査～9日 

 

11 金 ２年ヤングヘルスセミナ- 

 

12 土 県選抜大会～13日 

 

各種団体からのお知らせ 

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

