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各種自動車販売・修理 

 

 

小矢部市北一 288TEL69－8246 FAX69－8320 

 

      ★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 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北蟹谷地域活性化協議会からのお知らせ 

協議会からのお知らせ援 

 

※行事の詳細はそれぞれ地区団体へご確認ください。 

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 69‐8331FAX69-8332  

 

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 

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 

 

トピックス   北一  棚田  

編 ホタル観察会 

 

６／１４（水）午後８時頃から児童クラブで五郎丸川の「ホタル観察会」を実施しました。 

ゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメホタルの３種類の見分け方ついて勉強したあとに、実際に

ホタルを観察しました。たくさん飛んでいて皆歓声をあげていました。 

観察終了後は、ホタルを採集した場所に返しました。 

自然を守ることの大切さを学んだひとときでした。 

 

先日町内会にて氷見で食事会をした時の一

枚です。 

毎年田植えが終わった頃に美味しい料理と

温泉を満喫しています。 

 

6 月 23 日から毎週金・土曜日はビアガーデンを営業 北酒場 

8 月 19 日(土) ビール祭り 北酒場 

5 月 5 日に五郎丸観光農園に、7日に内山の耕作放棄地においてヤーコン圃場植え付けを行い、6 月から

当番制で草刈りを行っています。 

買い物支援 

北一町内会 

棚田町内会 

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


 

 

•８月６日（日） 地区公民館及び忠魂塔草刈り

•敬老会・福祉交流会を6月25日に開催したところ、多数の参加をいただきました。

•小矢部市から5月29日付けで依頼がありました空き家実態調査を6月末まで各町内で行いま
した。

北蟹谷自治会

•7/22（土）～23（日）かにっ子会キャンプ。7/28（金）かにっ子会室内ペタンク。

•一般の方で『北蟹谷カルタ』の絵を描いていただける方連絡下さい。北蟹谷公民館

•7/22 『かにっ子会』協力（流しそうめん。キャンプ）7/23 たんぽぽの園
7/25・8/22 喫茶ボランティア

北蟹谷

社会福祉協議会

•７５歳以上のドライバーが一定の違反行為を行った場合は原則、臨時認知機能検
査の受検が義務付けられました。北蟹谷駐在所

•７月は関係機関に対して30年度重点要望を提出してまいります。皆様の意見を少
しでも実現できるよう頑張ります。

•9月定例会は、9月5日～22日までの19日間です。
市議会だより

•７月２０日 交通安全教室（北蟹谷公民館）

•８月中旬 高齢者生きがい健康つくり活動（末友 勝興寺跡草刈り）

•８月２３日 高齢者生きがい健康つくり活動（寿永荘敷地内草刈り）

•８月下旬 役員会

•９月２５日 第４３回 小矢部市いきいきスポーツ大会（クロスランドおやべ）

北蟹谷長寿会

• 7月中旬まで竹ぼうきつくり

•７月２２日３世代交流の流しそうめん樋つくり伝承教室

•８月２４日 市．室内ペタンク大会、臼谷Aチーム出場

•結果報告 第２７回地区ペタンク大会（６月９日）出場２０チーム 優勝 臼谷A
山田吉雄、中田信雄、山崎一昭 ２位 五郎丸D 宮浦充伸、高嶋英子、小寺忠悦 ３
位 棚田A 新谷正保、三箇久信、安宅清一

北蟹谷

ペタンク協会

•8月上旬予定 消防ポンプ性能検査 小矢部消防署

•8月下旬予定 支部理事会／団幹部会 小矢部消防署

•９月24日（日）支部秋季消防訓練・市防災訓練 小矢部市（子撫）

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２２日 カニッ子のスポーツレクレーション

•９月には市駅伝競走の練習をします。

北蟹谷

体育協会

•7月23日(日) 恒例の「夏の陣」ビヤーガーデン開催。生ビール、焼き鳥、 焼
きそば、豚串等、美味しいよ。お楽しみ抽選会もあるよ。

きたかんだの

郷

•7月 30日（日） 14時 天牌戦没者追悼法要

•8月 11日（月） 6時 お盆の清掃（八幡宮・墓地）

•9月 16日（土） 16時30分 秋祭り
末友

•7月16日 １％環境保全事業 大清水周辺の草刈

•８月５日 はっちょうとんぼ夕涼み会参加

•８月中旬 お盆前宮掃除（委員のみで） ・８月１７日地蔵祭り ・９月１７日 秋祭り
臼谷

•8月23日（水）村社八幡宮の秋祭りを倹しくも粛々と継続。

•涼風を祝詞で願う寂れ里。内山

•8月11日（金・祝日）墓道草刈

•9月10日（日）秋祭り午後３時より祭礼、早朝境内清掃五郎丸
•７月２日（日）６時 多面的機能支払制度 草刈り １４時 地区消防操法大会

•７月９日（日）資源回収（蟹小ＰＴＡ）

•８月６日（日）６時 多面的機能支払制度 草刈り 神明社 草刈

•９月３日（日）多面的機能支払制度 草刈り ・９月８日（金）秋祭り

八講田

•７月１５日（土） 町内報恩講 午前９時半より 北一公民館にて

•７月１６日（日） 山道刈り 午前８時より

•８月２０日（日） 地蔵様 午後１時より 北一公民館にて

•８月３１日（木） 住吉神社 秋季大祭

北一

•８月６日 棚田公民館大掃除

•８月２７日 水処理センター草刈清掃
棚田

•７月１日 七夕 １７：００ ・７月１９日 青田廻り １８：００

•７月１２日 御講様 １３：００ ・８月２１日 秋大祭 １７：３０

•８月２３日 夏季座談会 １８：００
松尾

•７月９日 御講様（専龍寺様 １４：００～）

•８月７日 万雑中間金 （口座引き落とし）

•８月１１日 比枝社・コミュニティ広場清掃（６：００～全員）

•９月１３日 比枝社 秋祭り 清掃（６：００～全員）

松永

北蟹谷地区からのお知らせ 

各町内催し 

7 日（金）  七夕の集い 

12 日（水） ボール遊び教室 

13 日（木） プール開き 

20 日（木） 消火避難訓練 

25 日（火） 誕生会・更生保護女

性会来所 

28 日（金） 夏祭り・なかよしデ

ー 

８月 3 日（木）なかよしデー 

10 日（土）  交通安全指導・お

にぎりの日 

22 日（火）  消火避難訓練 

29 日（火）  誕生会 

９月 5 日（金）交通安全指導・お

にぎりの日 

６日（水）  幼児運動教室 

７日（木）  なかよしデー 

１５日（金） 消火避難訓練 

２０日（水） すこやかの会除草 

３０日（土） 運動会 

７月２０日（木）保護者会（藪波） 

７月２１日（金）保護者会（東蟹 

谷、北蟹谷） 

７月２４日（月）終業式 

８月２１日（月）５・６年生宿泊 

～２３日（水）学習（能登） 

８月２７日   PTA 親子愛校 

        作業 

９月１日（金） 始業式 

９月７日（木） ４年生宿泊学習 

 ～８日（金） 

９月１１日（月）市芸術鑑賞教室 

７月２日 PTA 親子ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ清掃 

３日～７日 14 歳の挑戦  

４日 ３年学校林下草刈り (34)  

８日 県選 陸上、野球 

１５日～１７日 県選 

２０、２１日 保護者会 

２２、２３日 県体 

２４日 終業式 

２８日 北信越ホッケー大会、吹奏

樂コンクール（新川ホール） 

８月１～４日 北信越大会（長野） 

５日  中日吹奏樂コンクール 

１２日 市４中合同演奏会 

９月１日 始業式 

９日  体育大会 

１５日 地区新人陸上 

２３、２４日 地区新人大会 

３０日 県中学駅伝 

 

各種団体からのお知らせ 

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

