
           

 

 

 

6 月 23 日（日曜日）に小矢部市消防団操法大会がありました。 
地区皆様には多大な激励を受け、操法大会に臨みました結果、小型ポンプ操法の部では準優勝、そして 1 番員、3 番員
が最優秀賞を受賞しました。 

ただ、この準優勝は減点同数タイム差 0，2 秒の結果で、とても残念でした。 
しばらく県大会の出場からも離れていますので、これからも県大会出場を目指して努力いたします。 
また、地区の安全・安心のため、頑張ります。 
６月３０日（日曜日）に予定していた北蟹谷地区操法大会は、気象条件が悪く中止となりましたが、組員の安全を 

考えた結果なのでご理解下さい。 
多分初めての事かと思われ、とても残念です。  
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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 《手作り惣菜・パン・もちなど》 

 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 《お弁当・折詰・オードブル など》 

・おやべ給食センター ☏0766-67-0070 《一般給食・パック弁当 など》 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

いきいきサロン「たんぽぽの園」 

 家に閉じこもりがちな、お年寄りをお誘いしてみんなと一緒におしゃべりをしたり、簡単なレクリェーション 

などにも参加していただき、一日楽しく過ごしていただく、介護予防を目的とした［一日サロン］です。 

 

                     
                         
 
 
 
 
 
 
 
１０月１５日（火）高齢者ふれあい研修  行先 氷見温泉郷 くつろぎの宿 “うみあかり” 
                      
美味しいお魚を食べてゆっくり温泉に入って一日過ごしませんか。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※行事の詳細はそれぞれ地区団体へご確認ください。 

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 

 

小矢部市五郎丸 62TEL 69‐８７03 FAX69‐８653 

 

 

 

 

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
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トピックス   北蟹谷消防分団   北蟹谷地区社会福祉協議会 

末友      八講田         

≫  

〇 10 月１9日（土） 三世代里山ウォーク ９：１０～ 

〇 10 月２５・２６・２７日 芋イモ祭り 

〇 「きたかんだ大ビール祭り」今年も盛大に開催！ 

   8 月１７日に「きたかんだ大ビール祭り」を開催いたしましたところ、お盆のお忙しい中にも 

かかわらずご参加いただき、厚く御礼申し上げます。 

   おかげさまをもちまして、今年も大勢の皆様方の参加のもと盛大に開催ができましたことを、 

心から感謝申し上げます。 

   今回の生バンド演奏には、初めて女性ボーカルが加わり素晴らしい歌声、懐かしのメロディーや 

ベンチャーズの名曲が演奏されると会場は一気に盛り上がりました。 

    また、たくさんの浴衣姿の子供たちが花火をし、一方では冷たい生ビールを飲みながら、真夏の夜を 

楽しんでいました。 

 
  

小矢部市消防団北蟹谷分団 

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 

北蟹谷だより                 
https://kitakanda.arunke.biz/   

北蟹谷地区社会福祉協議会 

http://www.k-aki.com/
https://kitakanda.arunke.biz/


 

 
 

 

 
•9月22日（日）8:00～ 小矢部市総合防災訓練及び北蟹谷地区防災訓練

※訓練会場 北蟹谷コミュニティー広場・北蟹谷スポーツセンター

※秋雨前線による大雨洪水警報発令中、邑知潟断層帯を震源とする震度６強を観測した想

定で訓練を実施しますので、地区住民の皆さんの参加をお願いします。

•10月13日（日）資源回収 7:00~

•≪安心・安全・感謝≫ 「地区住民の長年（30年以上）の願いが届く‼」 地区住民

が要望していました県道砂子谷埴生線の松永地内の消雪工事が、遂に着工します。工事期

間は、9月初旬から11月15日。西蓮沼境から松永うの花農園販売所までのカーブ区間

北蟹谷地区

自治振興会

•９月２７日（金）大人の遠足 射水市（内川遊覧船）高岡市（能作）方面、他

•１０月２７日（日）公民館祭り 【１９日（土）６:30より事前準備、２４日（木）よ

り作品搬入開始】

北蟹谷公民館

•１０月１５日（火）ふれあい研修会 氷見温泉郷 くつろぎの宿 ”うみあかり”

•１０月２６日（土）小矢部市社会福祉大会 クロスランドセレナホール
北蟹谷

社会福祉協議会

•秋の全国交通安全運動が９月２１日から３０日まで実施されます。
•県内で住宅侵入の盗難が増えていますので、少しの外出でも戸締りをしましょう。

北蟹谷駐在所

•9月より新たな体制でスタートさせて頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。

•臨時議会9月3日、定例会は９/５から９/２０の１６日間です。市議会だより

•９月２５日（水）高齢者生きがい健康づくり活動（北蟹谷公民館グランド草刈り）

•９月下旬から１０月初旬 しめ縄材料稲刈り

•１１月７日（木）室内ペタンク大会

北蟹谷長寿会

•９月下旬 稲刈り作業 松永地区内
•１０月下旬から しめ縄飾り作り伝承教室

•９月２２日（日） 秋季消防訓練・市防災訓練
•１１月３日（日） 消防神社例祭

北蟹谷
消防分団

•９月２１日（土）～９月３０日（月） 秋の交通安全県民運動
北蟹谷

交通安全協会

•９月21日（土）地区体協対抗ゴルフ大会 コミュニティー広場草刈

•９月28日（土）地区民体育大会準備 ９月29日（日）地区民体育大会

•10月13日（日）市駅伝競走大会（市陸上競技場）10月上旬 市駅伝競走練習

•11月 役員会

北蟹谷
体育協会

•10月25日（金）～10月27日（日）『芋イモまつり』開きます。 ヤーコン・里芋・ジャガ
イモ・さつま芋・自然薯 等、山盛です。
生産者の方には、野菜等いっぱい出してください。

きたかんだの郷

•9月15日（日）14:00～ 秋祭り『獅子舞120周年・末友八幡宮遷宮90周年記念事業』
獅子舞2頭が舞う。楽しい屋台あります（金魚すくい・駄菓子・綿菓子・こんにゃく・焼きそば・生ビ
ール）。ドローンで集合写真、餅巻きなど。

•9月22日（日） 北蟹谷地区防災訓練及び小矢部市総合防災訓練 8:00～

•9月29日（日） メルヘンクリーン作戦 6:00～ ‣地区民体育大会 8：30～

末友

• 9月15日（日） 秋祭り ・ 22日（日） 小矢部市総合防災訓練 ・ 大清水 草刈り

•10月13日（日）小白山草刈り

•10月20日（日）町内会慰労会
臼谷

• 9月1日から約1ケ月、内山地内の林道松根線は、舗装工事の為、終日通行止めになります。

•11月中旬、お宮さん掃除と村社の新嘗祭実施。

•「涼風に委ねて揺れる女郎花」
内山

• 9月29日（日）めるへんクリーン作戦‣地区民体育大会

•10月20日（日）秋の草刈り （午前中）

•11月17日（日）新嘗祭

•11月（日未定）イノシシ恒久柵設置

五郎丸

• ９月 8日（日）秋季祭礼‣22日（日）小矢部市総合防災訓練
• ９月29日（日）めるへんクリーン作戦‣地区民体育大会
•10月13日（日）資源回収
•11月10日（日）亥の谷用排水路法面草刈り（予定）

八講田

• 9月22日（日）小矢部市総合防災訓練 8:00～
• 9月29日（日）メルヘンクリーン作戦 6:00～ ‣地区民体育大会 8：30～
•10月19日（土）三世代里山ウォーク（住吉神社に立ち寄ります。）
•10月27日（日）北蟹谷公民館祭り 10時～

北一

• 9月22日（日）小矢部市総合防災訓練 8:00～
• 9月29日（日）メルヘンクリーン作戦 6:00～ ‣地区民体育大会 8：30～
•10月中旬から11月中旬 資源保全会活動（１日か2日予定）

棚田

• 9月22日（日）小矢部市総合防災訓練 8:00～
• 9月26日（木）松尾神社 薬師祭・鎮火祭 18:00～
• 9月29日（日）メルヘンクリーン作戦 6:00～ ・ 地区民体育大会 8：30～

松尾

• 9月13日（金）比枝社秋祭り 清掃 6:00～（全員）
• 9月14日（土）地蔵祭り 終日
•10月 6日（日）メルヘンクリーン作戦 6：00～（全員）
•10月 6日（日）ため池堤防草刈り 8:00～（全員）

松永

北蟹谷地区からのお知らせ 

各町内催し 

9 月 
10 日（火）誕生会 
12 日（木）ボール遊び教室 
18 日（水）運動会リハーサル 
28 日（土）運動会 
１０月 
2 日（水）防犯訓練 
3 日（木）芋ほり・なかよしデー 
7 日（月）絵画教室（4・5 歳児） 
8 日（火）防火教室（消火避難訓練） 
9 日（水）内科検診 

10 日（木）秋の遠足・交通安全指導 
11 日（金）歯科検診 
16 日（水）親子運動教室（3～5 歳児） 
23 日（水）はっちょうとんぼ訪問 
29 日（火）誕生会 
１１月 
7 日（木）親子クッキング 

11 日（月）交通安全指導 
15 日（金）消火避難訓練 

10 月 

 

13 日（日）学習発表会 

 

11 月 

 

15 日（金）祖父母学級 

９月 

 

７日（土） 体育大会 

 

１０月 

 

20 日（日）若木祭 

各種団体からのお知らせ 

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

