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１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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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 

去年、北蟹谷地域活性化事業で除雪機を購入いたしました。 

どなたでも利用できますのでご連絡下さい。 

      各地区町内会長又は北蟹谷公民館 電話 69-8321 

 

除雪でお困りの方へ 

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 

 

 

『松永うの花農園のりんご狩り』 

「蟹谷小学校二年生」、「東部小学校三年生」

の校外学習でりんご狩りや視覚障害者協会「あ

かつきの会」、金沢市の「三谷地区自治会」、

ベトナム国から「青少年交流事業企業視察団」

の友好訪問等がありました。また、蟹谷中学校

三年生の農業体験で、台風により落下したりん

ごを拾う大変な作業をして頂きました。本当に

ありがとうございました。 

松永うの花農園のりんご

が農業祭で今年も最優秀

賞を受賞しました。 

 

おやべ型１%まちづくり事業を活用して松尾町内広場に花壇を設置して、春にはマリーゴールド、サルビア等

秋にはパンジー・チューリップ等を植え付けし（管理は町内委員）生ごみ置き場の周辺の環境美化、児童達の

植物への関心、県道を行き来する運転者への環境美化の推進を図っている。また県道を挟んで向かい側に今年

から景観植物のヒマワリを育て（管理は松尾中山間事業）より一層景観美化に寄与した。 

松永 

松尾 

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


 

 

•新年を迎え、役員交代があった町内もあると思います。自治会も気持ち新たに各施策に取り組んでいき
ます。1/15 15時より自治会初役員会 18時より新年会（フィレンッエ）北蟹谷自治会

•冬の室内運動にスポーツセンターを利用して下さい。グループ家族でお気軽に

•地区民は無料。申し込みは公民館まで。
北蟹谷公民館

•1/14(土)たんぽぽの園（かにっ子会と交流）・2/21（火)たんぽぽの園（園児とお茶会）

•3/24(金)北蟹谷保育所修了式お祝い協力

北蟹谷

社会福祉協議会

•路面の積雪、凍結時には、スピードを控え目にブレーキ操作を早目に行う等
安全運転を心掛けましょう。

北蟹谷駐在所

•平成２９年３月定例会が３月３日から２３日まで開催されます。１年ぶりに予算特別委員会で発言
できます。地域の要望も踏まえしっかり議論させてもらいます。市議会だより

•会員の方の丹精込めた野菜等をたくさん出してください。最近特に金沢や南砺方
面、石動町内等のお客様が野菜等を買っておられます。

きたかんだの郷

•1/ 8（日） 14時町内総会 1/ 9日（月）13時30分左義長

•2月（予定）青年報恩講 3/ 10（金）17時祈年祭 3/ 19（予定）町内検分末友

•1/8日町内初総会10時～ １/15日左義長 14時～

•３/8日祈年祭・建国祭 15時～臼谷

•昨年暮れに柿の木に熊出没痕跡あり注意を・・・。豪雪を避けて穏やかな冬を
願いつつ、春待つ内山集落。『救われて慈悲交々の過疎暮らし』内山

•1/15(日)左義長 3/2(木)15時～火祭・身祝（身祭り）

•本年も五郎丸町内会、地区民一同どうぞよろしくお願い致します。五郎丸

•2/12 おねはん会 本叡寺 13時30分

•3/11 建国祭八講田

• １/１５ 青年報恩講（10時より北一公民館）北一

• 1月末～2月初め報恩講棚田

• 1/1歳旦祭14時 １/3松尾町内出初式14時 1/8初総会・新年会14時

• 2/26青年報恩講13時松尾

•1/8(日)14時～初寄合

•2/11(土)９時～青年報恩講（消防組） 2/19(日)17時比枝社祈年祭（予定）

•3/12(日)13時45分～松永うの花農園総会(予定)
松永

•1/29高齢者訪問支援活動員研修会 1/24～25新年会(春日温泉ゆーとりあ越中）

•2月在宅寝たきり一人暮らし宅訪問 2月下旬高齢者バス教室研修会(未定)

•3/7・９健康づくり事業『料理教室』 （市総合保健福祉センター）

北蟹谷老壮会

• 1/24(火)～25(水) 合同新年会伝承教室

•3月10日役員会 ・結果報告 11月8日室内ペタンク大会 18チーム参加
優勝 末友（中井良夫・金谷悦夫・森昭夫） 2位五郎丸（大谷正夫・渋谷暁美・
渋谷芳夫） 3位 臼谷（山崎好子・山本節子・山田洋子）

北蟹谷

ペタンク協会

•１/6(金)9時～小矢部市消防出初式 クロスランド小矢部他
14時30分～北蟹谷地区消防出初式 北蟹谷コミュニティ広場他

•２/26(日)13時～消防体育大会 市民体育館

北蟹谷

消防分団

•高齢者の交通事故が多発しております。

•早朝や夕方に徒歩で外出される方は、反射材を身に付けたり、明るい服装で出掛ける
など「目立つ」工夫をしましょう。ゆっくり走ろう 雪のふる里 北陸路

北蟹谷

交通安全協会

• 2月に監査会 3月に総会を行います。
北蟹谷

体育協会

北蟹谷地区からのお知らせ 

各 町 内 催 し 

1/17(火）～19 日(木）保育参加 

 19(木）ボール遊び教室 

20(金）消火避難訓練 

 24(火）誕生会 

 26(木）絵画指導 

2/1(水）修了記念撮影 

3(金）まめまき 

  8(水）幼児運動教室 

14(火）消火避難訓練 

16(木）三保育所交流思い出遠足 

21(火）三世代交流お茶会 

28(火）おたのしみ会食 

3/3(金）ひなまつり 半日入所 

7(火）消火避難訓練 

11(土)すこやかの会清掃奉仕・総会 

15(火）お別れ会 

 

 

 

１/１３ (金) 避難訓練 

１/２４ (火) スキー教室(４.５.６年) 

１/２７ (金) 蟹谷中学校入学説明会 

２/ ３ (金) 半日入学 

２/ ９ (木) 小矢部市学校教育研究大会 

２/１０ (金) 学習参観 学級懇談会 

 通学班の確認 

２/１１ (土) 県書初大会 

３/ ２ (木) 卒業を祝う会 

３/１７ (金) 卒業証書授与式 

 

1/17 火 ３年保護者会～18 日 

23 月 生徒会委員会(放) 

27 金 入学説明会 

2/2 木 私立高校一般入試､1･2 年実力テスト 

9 木 県立高校推薦入試 

15 水 ３年確認テスト～17 日 

16 木 ３年保護者会～17 日 

20 月 生徒会委員会(6） 

27 月 １･２年確認テスト～3/1 

3/8 水 県立高校一般入試 

9 木 県立高校一般入試 

10 金 予餞会 

15 水 卒業式､卒業式片付け 

16 木 県立高校合格発表 

 

各種団体からのお知らせ 

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

