
 移住促進委員会   

当地区への移住を促進する目的で、各種関係部署と協力し活動を 

しています。知名度の点でいえば、ここ１年間で、Ｋ・Ｔ両新聞に 

当地区の記事が計 53 件も掲載されました。活性化協議会・村の駅 

の 16 件を筆頭に、「かんだ・かんだ」史跡・愛護会・ギャラリー 

ＺＥＮ・霧仙洞・ヒガンバナ等です。市の移住促進助成金も４月 

より転入・新婚世帯に特化（他は廃止）され、この先、戸数減少が 

予想されます中、ますます記事に代表されるような活動が重要と考 

えます。今後とも皆様方のご指導・ご協力を宜しくお願い申し上げます。 

各種自動車販売・修理 
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令和 3年 12月 9日（木） 

北蟹谷地区の中学 3年生の生徒（12名）の皆さんが、公民館のテーブル・いす・スリッパ等のアルコール 

消毒や、窓ふきなどの清掃をして下さいました。公民館職員一同、皆さんに感謝いたします。ありがとうご 

ざいました。 

 

 

 

   

 

 

 

 

このコロナ禍での経験を活かし、それぞれの夢に向かって進まれるよう心からエールを送ります。 

 

  

 

 

★ 柿本優菜さん（末友）  北蟹谷地区活動について 

私が今までのかにっ子会活動でとても心に残っている思い出は、キャンプです。そのキャンプでは、みんな 

で泊まる、テントを協力して組み立て、試行錯誤しながらやっと完成させることができました。協力してみん 

なで組み立てたのでより一層友達との仲が深まったと思います。ご飯は友達と笑い合いながら食べました。こ 

のキャンプを通して、友達やその家族達の性格などが知れて、すごく仲が深まったと感じます。 

★ 奥田雄大さん（内山）  地域活動を振り返って 
ぼくは、6年間でたくさんのことを学びました。地域の活動を通して学校では学ぶことのできないことを知 

ることができました。これから中学生になるけど、これからも機会があったら参加したいです。 

★ 平野朋輝さん（臼谷）  （保護者より） 
臼谷に居を移して 3年半ほどの時間が過ぎましたが、やはり、越してきたすぐの公民館祭りは、思い出深く 

残っています。紹介されたときは固くなっていた顔が、ゲームを通じて少しずつ緊張がほぐれていく様子に安 

堵しました。 

★ 玄幡亮裕さん（北一）  夏のキャンプの思い出 
キャンプでは、なかなかできないバーベキューやビンゴ大会をすることができてうれしかったです。とくに 

楽しかったのは、お泊りです。初めてでドキドキしたけど、話をしたり、ゲームをしたりできてうれしかったです。

すごくいい経験になりました。 

★ 山本さやさん（臼谷） 
私は、かにっ子会で一番印象に残っていることは、三世代山里ウォークです。理由はお昼におにぎりや豚汁 

をおいしく食べた思い出があるからです。お母さんと出席したクリスマスケーキ作りも特にかざりつけのとこ 

ろが楽しかったです。 

小学校 6年生のみなさん及び保護者の方、御協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小矢部市末友１－１ TEL 69‐8640  FAX69-7081 

 

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 FAX69‐８８３３ 

小矢部市五郎丸 62TEL 69‐8703 FAX69‐８653 

 

一般建築・リフォーム・設計・施工 

 

小矢部市臼谷 1776TEL 69‐8645 FAX69‐8675 

 

※行事の詳細はそれぞれ地区団体へご確認ください。 

 
発行：北蟹谷地域活性化協議会 

 連絡先 北蟹谷公民館電話・FAX 0766-69-8321✉：kitakanda-phall@oyabe-community.jp 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

中学生ボランティア活動 公民館清掃 

 

小学校生活を振り返って・・・ 
令和 3 年度 蟹谷小学校卒業される皆さんに、 

心に残った「思い出」などを寄せていただきました。 

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


★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・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 

・新規参入 バァローレ砺波店 とくし丸（便利な移動スーパー） ☎ 0763-33-3000  

【軽トラックにたっぷり 1００品目以上❕ 見て買えて、注文もできる】 

毎週 木曜日１５時 停車 五郎丸町内 他 訪問先募集中！《担当者》しぶや えいこ📱 090-2034-3223 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北蟹谷地区

自治振興会

・3月下旬 「松竹梅の盆栽」のメンテナンス講習会

•毎週火曜日 10:00 ～11:00 百歳体操
北蟹谷公民館

•3月27日（日）「たんぽぽの園」 北蟹谷公民館２階

•4月17日（日）地区社協総会・蟹和会 北蟹谷公民館２階

•4月23日（土）「たんぽぽの園」 開園式 北蟹谷公民館２階

北蟹谷

社会福祉協議会

・雪が解けると毎年交通事故が増えますので、十分注意しましょう。
・野生動物の活動が活発になってきますので、山菜取りの際は注意しましょう。

北蟹谷駐在所

•令和４年３月定例会は、３月４日から２４日までの21日間です。地域の課題解決
のためにしっかりと予算審議いたします。皆さんのご意見をお待ちしております。

市議会だより

•３月22日(火) ３役会議及び監査会 ・３月26日(土) 令和４年度定期総会

•５月中旬(予定) 第1回４役会議 ・５月中旬(予定) 第１回役員会

•５月中旬(予定) 高齢者いきがい健康づくり活動（北.公グラウンド除草）

•会員の皆様へ ＝北蟹谷長寿会「慶弔」に関するご案内＝

•この度、１月の役員会で大きな節目にお祝いすることになり、下記の規程を新規に
施行する予定で、３月の総会で協議.決定しますが、主な内容について案内致します。

•(1)規程の名称 北蟹谷長寿会慶弔規程（案）

•(2)慶弔の種類一覧

• 金婚祝(新規)       記念品 （時期・方法は検討中）…夫婦が会員

• 米寿祝(新規) 満年齢 記念品 （時期・方法は検討中）

• 百歳祝 満年齢 祝金 （誕生月で行政及び市連と合同）

• 死亡弔慰金 香典 （随時）

•(3)適用範囲…毎年4月1日～3月31日(年度内.会員)  (4)該当者の届出…自己申告制

北蟹谷長寿会

•３月19日（土）14時～ 史跡愛護会 総会、 15時～ 歴史講座「江
戸期の北蟹谷村と人々のくらし」 講師：牧野 潤 氏（小矢部郷土史会会
長）

•３月中旬から史跡保全の現場活動実施

北蟹谷

史跡愛護会

•３月20日(日)～26日(土) 春季火災予防運動

•４月未定 支部春季訓練
北蟹谷消防分団

• 春の全国交通安全運動は、４月６日から15日までです。安全運転に努
めてください。

北蟹谷

交通安全協会
•４月 総会北蟹谷体育協会
•３月１９日 9時から栽培講習会 、10:30～総会(コロナ等の感染状況で変更もあり)

•4月の営業日： 1日(金).2日(土).3日(日).8日(金). 9日(土). 10日(日).15日(金).16
日(土).17日(日).22日(金).23日(土).24日(日).29日(金).30日(土)

•５月の営業日： 6日(金). 7日(土). 8日(日). 13日(金). 14日(土).15日(日).   20日
(金). 21日(土). 22日(日). 27日(金). 28日(土) .29日(日)

•６月の営業日： 3日 (金). 4日(土). 5日 (日).10日 (金). 11日 (土). 12日(日).    17
日(金).18日(土).19日(日).24日(金).25日(土).26日(日)             

•７月の営業日：1日(金).2日(土).3日(日).8日(金).9日(土). 10日(日). 15日(金). 16
日(土).17日(日).22日(金).23日(土).24日(日).29日(金).30日(土)              ４
～７月の営業時間は、午前８時から１２時までの４時間

•村の駅.きたかんだの郷では、新鮮野菜・加工品等販売、手芸品

•かんだカフェでは、軽食も準備して、皆様のご来店をお待ちしておりますのでお
立ち寄りください

•尚、コロナなど諸情勢変化により営業日及び時間が変更になる場合があります。

きたかんだの郷

•３月23日（水）卒園式かんだこども園

•３月12日（土）17:00～ 祈年祭
•３月20日（日）14:00～ 末友長寿会総会 ・３月21日（月祝）町内検分
•４月 3日（日） 8:00～ 総江浚い
•４月16日（土）16:00～ 春祭り、獅子舞
•５月 ８日（日） 資源回収 ・５月上旬 虫観察会

末 友

•３月 8日（火）祈年祭 ・３月13日（日）江ざらい見聞、委員会
•３月25日（金）道路整備 ・３月26日（土）ゴミ処分場見分
•４月 3日（日）江ざらい ・4月16日（土） 委員会
•４月17日（日）春祭り ・4月24日（日）第1回1％事業（小白山）
•５月 8日（日）資源回収 ・5月15日（日）第2回1％事業（大清水）

臼 谷

•３月20日前後 お宮さん掃除 8:00～ 祈年祭は 14:00～内 山

•３月19日（土）長寿会五郎丸支部総会 17:00 ～
•３月20日（日）追悼法要 11:00 ～ ・４月 3日（日）春の人足 8:00 ～
•４月15日（金）春祭り 14:00 ～ ・５月 8日（日）資源回収

五郎丸

•３月11日（金）建国祭 15:00～
•３月27日（日）江ざらい見聞 ・4月 3日（日）江ざらい
•４月 8日（金）春祭り ・４月17日（日）火祭り
•５月 8日（日）資源回収

八講田

•３月20日（日）公民館雪囲い等片付け、町内見分（委員） 8:00～
•３月27日（日）江浚い 8:00 ～ ・４月10日（日）住吉神社清掃 6:00～
•４月16日（土）春季大祭 17:00～
•５月 8日（日）資源回収

北 一

•３月20日（日）江ざらい 8:00 ～
•３月21日（月）春季大祭 清掃 6:00 ～
•３月26日（土）資源保全会総会 18:00 ～
•４月23日・24日 畔草刈り ・５月 8日（日）資源回収

棚 田

•4月 3日（日）江ざらい 8:00～
•4月10日（日）猪 恒久柵点検、修理 8:00～
•4月21日（木）松尾神社 春大祭 17:30～
•５月 8日（日）資源回収

松 尾

•３月21日（月）比枝社 清掃 6:00 ～ 比枝社春大祭 18:00 ～
•３月26日（土）大川・ため池切流し、ため池仕込み 8:00 ～ （委員、班長）
•４月 3日（日）江浚い 8:00 ～（全員）
•５月 8日（日）資源回収

松 永

各町内 催し 

北蟹谷地区からのお知らせ 各種団体からのお知らせ 


