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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 

 臼谷町内では毎年秋に親睦会を行っ

ています。昨年 10 月 23 日町内恒例の

親睦会を柴山温泉『ホテル翠湖』で総

勢 40 名で行いました。宴会では、子供

から高齢者迄仮装してマイクを持ち、

自慢の喉をとぎれることなく 

延々と 3時間披露した。 

一月九日 町内児童会による左義長が行われ

ました。左義長は、その年飾った門松、しめ飾

り及び書き初めで書いた物などを持ち寄って

焼き、その火で焼いた餅を食べると年中の病を

除くと言う。また、書き初めを焼いた時に炎が

高く舞い上がると字が上達すると言われる火

祭りの行事です。当日、子供たちは朝から町内

の家庭を回って、しめ飾りを集めてきました。

さあ～、準備はできた、点火だ。しかし、写真

のとおり傘を差しています。小雨が降り、餅も

焼けず、書き初めはどうなったかな。無病息災

や字の上達はどうなるの。何があろうと、今年

もみんなで元気にがんばろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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@oyabe-community.jp 

  

 

 

 

 

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 

“北かんだ里山通信”への皆様のご意見を募集します。 

「北かんだ里山通信 第一回」が平成 27 年 11 月に発行されてからいよいよ、本年の 5 月には『第 10 回』を迎

えることになります。「おらっちゃの北蟹谷」の事がよく解るようにと発行されている『北かんだ里山通信』で

す。担当委員会ではさらに皆さんのお役に立てるよう更に良いものにしていきたいと思っています。・こんな情

報がもっと知りたい！・こんな風にすればもっと読みやすい！・〔○○○コーナー〕を作ってほしい！など、な

んでもいいのでご意見を戴ければありがたいです。どうぞふるって北蟹谷公民館までお知らせください。 

募 集 

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 

 

臼谷町内親睦会 

末友左義長 
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•平成29年1月15日に自治会の役員改選が行われ、その結果、会長、副会長及び監事の方
全員が新たに選任されました。新自治会役員に対しまして、皆様方のご理解ご協力をよ
ろしくお願いいたします。

北蟹谷自治会

•４月から公民館でやれる講座、文化活動等があればご連絡ください。

•3/24(金)午後２時北蟹谷歴史講座『北蟹谷の歴史あれこれ』講師 牧野潤氏
北蟹谷公民館

•4月たんぽぽの園の会開園式（予定）

•4月北蟹谷地区社協総会（予定）

北蟹谷

社会福祉協議会

•違法な駐停車は、付近の交通を混雑させ道路の見通しを悪くするため飛び
出し事故の原因となるので注意してください。

北蟹谷駐在所

•平成２９年度予算が提案されました。地域の要望が届いています。しっ
かり議論させてもらいます。

市議会だより

•3月27日 野菜栽培講習会・定期総会開催 ・4月から営業時間午前8時～
12時5月初旬「山菜祭り」

きたかんだの郷

•3月 10日（金） 17時 祈年祭。 3月 19日（日）8時 町内検分。

•4月 2日（日） 8時 総江浚い。4月 15日（土） 17時 春祭り。末友

• 3/8 祈年祭、建国祭 ３月下旬～４月上旬 道路愛護

• 4/2 江ざらい 4/16 春祭り臼谷

•3/19 祈年祭 4/13 春祭り

•3/25 蓮如忌 身代わりの 掛け軸拝み 歓喜の涙内山

•3/18（土）午後1時半～故 小寺金三様 追悼法要 ・3/25（土）宮様、用水、
林道等検分・4/2（日）春の人足（予定）・4/15（土）春祭り午後2時より祭礼五郎丸

•3/11(土)建国祭（祈年祭） 3/26(日)祠堂経・町内江ざらい検分

•4/2(日)町内江ざらい 4/8(土)春祭 4/17(月)火祭 5/30(火)ごみゼロ運動八講田

•4/2（日)8時江浚い 4/9(日)6時住吉神社宮清掃
4/16(日)住吉神社 春季大祭北一

•3/19(日)8時江ざらい他 3/21(火)春季大祭 4/15(土)～16(日)畦畔一斉草刈

•5/28(日)ゴミゼロ運動７時～ 慰安会９時半～
棚田

• 3/8 薬師祭 18時・ 3/26 検分 8時

• 4/2 江ざらい 8時 ・4/21 春大祭 17時30分松尾

•３/１９（日）御講様・四ツ輪会 交通安全講習、総会。

•３/２０（月）大川切流し、町内検分、岩田池仕込み等。３/２１（火）比枝社春祭り

•４/２（日）井浚い（総人足）
松永

•3月下旬 ４役会議 （北蟹谷公民館）

•4月上旬 平成29年度定期総会 （北蟹谷公民館）
北蟹谷老壮会

•3月中旬・竹切り作業（予定）伝承教室

•3/10役員会（予定）

•市第３５回春季大会（前年5/22)埴生コミュニティ広場

北蟹谷

ペタンク協会

• 3/5(日)消防団員研修会（市防災センター）

• 3/20（月）～3/26（日）まで春季火災予防運動

• 4/23(日)支部春季消防訓練小矢部市（石動中部地区）

北蟹谷

消防分団

•３月２２日 役員会、４月５日 定期総会 を予定しております。関係各位
の参加よろしくお願い致します。

•春の全国交通安全運動 ４月６日～１５日 です。

北蟹谷

交通安全協会

• ４月に総会を行い、年間行事を決めます。

• ５月には年間行事の担当責任者を割り当てます。

北蟹谷

体育協会

北蟹谷地区からのお知らせ 

各 町 内 催 し 

３/11（土）すこやかの会清掃奉仕、総会

15日（水） お別れ会 

16日（木） ボール遊び教室（PM） 

23日（木） お別れ会食 

24日（金） 修了式 

 

４/ 6（木） 入所歓迎式 

11日（火） 交通安全指導 

20日（木） 消火避難訓練 

25日（火） 誕生会 

28日（金） 絵画指導 

 

５/ 2（火） こどもの日の集い 

10日（水） 交通安全指導 

11日（木） 親子遠足・すこやかの会総会 

 

 

３月１７日(金) 卒業証書授与式 

３月２４日(金) 修了式 

３月２５日(土)～学年末休業 

３月２９日(水) 離任式 

４月 ６日(木) 新任式 始業式 

４月 ７日(金) 入学式 

４月１５日(土) 学習参観 

ＰＴＡ総会 

４月２１日(金) 振替休業日 

５月１３日(土) 運動会 

５月１５日(月) 振替休業日 

 

3/1 水 １･２年確認テスト 

8 水 県立高校一般入試～９日 

15 水 卒業式 

16 木 県立高校合格発表 

24 金 修了式 

29 水 離任式 

4/6 木 新任式･始業式 

7 金 入学式 

11 火 中教研学力調査 

12 水 中教研学力調査 

15 土 学習参観 

18 火 ３年全国学力･学習状況調査 

20 木 生徒会任命式、退任式 

25 火 ３年修学旅行(関西方面)～27 日 

5/11 木 ２年宿泊学習～１２日､１年校外学習 

 

各種団体からのお知らせ 
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