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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 

 八講田町内では今年も 4 月 17 日に火祭りが行わ

れました。むかし町内に火災が幾度となく発生しま

した。その後毎年 4 月 17 日に火祭りと称して神明

社（三十番神社）にて町内に火災が起らない様にお

祈りするようになりました。この日も早朝 6時より

本叡寺の住職の読経により町内の無火災を祈りま

した。 

五郎丸町内の県境にある中世山城の一乗寺城は、

土塁や堀切りなどの構造が大変良い状態で残ってい

ると評価されています。近年、市の「一乗寺城跡探

訪会」や地区の「三世代里山ウォーク」が開催され、

多くの方が訪れています。この城跡の南側には、河

北地方と蟹谷・津沢地方を結ぶ古道「田近道」があ

りますが、近年、路面が荒れ通行が困難な状況とな

っていることから、当町内では市の「１％事業」を

活用して、この「田近道」の整備」に取り組むこと

になりました。 今後『史跡愛護会』の皆さんと連

携をしながら、地区の皆さんの参加をいただき一乗

寺城跡の保全活動を実施していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※行事の詳細はそれぞれ地区団体へご確認ください。 

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 

 

小矢部市では、毎年５月３０日を「ごみゼロ運動の日」と同時に「小矢部市をきれいにするまちづくりの日」と

して定め、散乱ごみの無い美しいまちづくりに取り組んでいます。 当、北蟹谷地区でも〈環境衛生協議会〉が

中心となり、各町内会が≪ごみゼロ運動≫に協力しています。この運動は「できることを」「できる日時に」「で

きる場所で」を合言葉に、自らの行動で自分の住む地域を良くしていこうとする運動です。 

 自分たちが住む、この大事な【北かんだ】を益々きれいで素敵な【北かんだ】にしていきましょうね！ 

『５３０（ごみゼロ）運動』について 

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 

 

八 講 田 

五 郎 丸 

一乗寺城跡の保全活動に取り組みます。 

一乗寺城跡の保全活動に取組む 

「史跡愛護会」の皆さん 

http://www.k-aki.com/


4/23日に「蟹和会」及び「活性化協議会総会」が行われ、多数の参加をいただきまし

た。村の駅の利用や、地区の活性化に皆様のご協力をお願いいたします。 

 

 

 

•ご案内します。ＪＡいなば旧北蟹谷支店のＡＴＭ（現金自動預け払い機）は、平成29年
4月30日で廃止となっていましたが、ＪＡいなばのご理解をいただき平成31年9月末まで
稼働します。また、5月14日は資源回収日です。

北蟹谷自治会

•北蟹谷かるたの絵を描いていただける方募集します。描いていただけそうな人
の紹介でもいいです。５月末まで。

北蟹谷公民館

•5/24(水)ケアネットサービス研修会 5/27(土)たんぽぽの園

•6/22(木)たんぽぽの園 6/25（日）敬老会・福祉交流会

北蟹谷

社会福祉協議会

•県下で高齢者による自転車利用者の交通死亡事故が続発しています。交通
ルールを守り事故に遭わないようにしましょう。

北蟹谷駐在所

•平成２９年６月定例会が６月９日から２３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

•7/23(日）恒例の「夏の陣」を開催。生ビール、焼き鳥、豚串、焼きそばな
ど美味しいものがいっぱい！家族皆で来てネ！！

きたかんだの郷

•5月 6日（土） 19時 活性会総代会 5月 30日（火） 6時 ゴミゼロの日

•6月 4日（日） 9時20分集合 町内研修会 7月 2日（日） 8時 江草刈り末友

• 5月中旬第1回大清水周辺環境整備 6/11渋江川草刈り

• 6月中旬小白山環境保全 7月中旬第２回大清水周辺環境整備臼谷

•5月※耕作放棄田に、里芋と新たにヤーコンの植付が始まる。

•山は荒れて歩行が困難で、わらび・フキ・よしなの宝庫も如何ともし難い。内山

•5月中には「平成29年度自主防災台帳（各戸）」を修正完了予定

•5月30日（火）早朝より『530（ゴミゼロ運動）』

•6月中旬（川刈り・林道保全）の人足
五郎丸

•5/14(日)資源回収 5/30(火)ゴミゼロ運動 6/4(日)多面的機能支払制度草刈り
6/25(日)川・林道草刈り 7/1(土)イノシシ電気柵設置

•7/2(日)多面的機能支払制度草刈り 7/9(日)資源回収（蟹谷小PTA）
八講田

• 5/28(日)ゴミゼロ運動6時より 6/11(日)町内慰安会

• 6/18(日)江草刈・川刈り 7/2(日)害虫駆除 7/16(日)山道刈北一

•５月２８日 町内慰安会

•６月中頃 棚田神明宮 穣耕祭
棚田

•5/28(日)ゴミ0運動6時 6/15(木）御講様13時半 6/20(火)穰蝗祭18時

•6/25(日)敬老会10時 6/25(日)草刈り8時松尾

•5/28（日）春のゴミゼロ運動 6/11（日）作業道路草刈 6/18（日）比枝社 除蝗祭、
大祓・・・予定、祭行日調整中 6/18（日）ため池草刈 6/25（日）井草刈（総人足）

•7/09（日）床下防除7/ （日）御講様（専龍寺）・・・・・日程調整中
松永

•5/18 高齢者生きがい健康づくり活動（草刈り倶利伽羅）

•6/11 物故者追悼法要 （八講田本叡寺）

•6月会員ふれあい旅行7月交通安全教室（北蟹谷公民館）

北蟹谷長寿会

•6月上旬竹ぼうきつくり伝承教室

•5/26(金)小矢部市春季大会（埴生コミュニティ広場）
6/9(金)第27回地区大会（北蟹谷コミュニテイ広場）

北蟹谷

ペタンク協会

• 小矢部支部操法大会練習開始 5/15～6/24（5時～7時）

• 小矢部支部操法大会6/25(日）10時クロスランド

• 北蟹谷地区操法大会7/2(日)14時コミュニティ広場

北蟹谷

消防分団

• 夏の交通安全県民運動 ７月２１日（金）から３０日（日）です。

•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

•５月に年間行事の担当役員を決めます。

•６月にキンボール大会、スポーツ体験教室

•７月にどろんこサッカー大会に参加します』

北蟹谷

体育協会

北蟹谷地区からのお知らせ 

各 町 内 催 し 

５月  11日（木）   親子遠足 

    17日（水）   内科健診 

    18日（木）   なかよしデー 

    19日（金）    消火避難訓練 

    30日（火）   誕生会 

 ６月  1日（木）   なかよしデー 

    10日（土）   保育参観 

    16日（金）   消火避難訓練 

    21日（水）   歯科健診 

    27日（火）   誕生会 

    29日（木）   幼児運動教室 

７月  7日（金）   七夕の集い 

    10日（月）   交通安全指導 

    13日（木）   プール開き

  

 

５月１３日（土）運動会  

   １４日（日）運動会予備日           

１５日（月）振替休業日  

１９日（金）避難訓練 

   ２４日（水）小矢部市学童

陸上記録会 

６月１０日（土）学習参観、  

引き渡し訓練        

   １６日（金）振替休業日                   

７月２０日（木）保護者会  

（薮波地区） 

  ２１日（金）保護者会  

（東蟹谷地区・北蟹谷地区） 

２４日（月）給食終了、  

１学期終業式 

 

5/16 火 眼科検診 

18 木 耳鼻科検診 

19 金 避難訓練 

20 土 学習参観 学習部活動参観 

25 木 確認テスト～26 日 

6/2 金 地区陸上～3 日 

4 日 砺波地区吹奏楽祭 

17 土 地区選手権大会 写生会～18 日 

24 土 市体～25 日 

28 水 確認テスト～30日 

7/2 日 PTA 親子ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ清掃 

3 月 14 歳の挑戦 3～７日 

4 火 ３年学校林下草刈り 

7 金 ３年学校林下草刈り予備日 

8 土 県選陸上県選（野球） 

 

各種団体からのお知らせ 

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

