
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ♡ 参加お待ちしております！ 

 

  

 

 

 

 

                                                       蓑谷地域づくり協議会では先進地視察を企画し、７月４ 

                                                       日岐阜県の関市板取地区を小規模多機能研修に行って 

来ました。現地にて、板取ふれあいのまちづくり推進委 

員会の担当者から具体的に沢山の取り組みや課題点に 

ついて説明を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

         

蓑谷地域づくり協議会に関するご意見・ご要望・ご質問等は蓑谷交流センターまでお願い 

します。 

開館時間（ＡＭ８：３０～ＰＭ５：３０  土・日・祭日休館          

《☎・ＦＡＸ ０７６３－６２－３５０１》           

《メールアドレス minodani.kmn@gmail.com 》 

  

みずばしょう 

蓑谷地域づくり協議会 編集:蓑谷交流センター令和元年７月 25 日発行 

 

 

 

蓑谷交流センターだより 

第３号 

研 修 視 察 

週１サロンスタート！！ 

軽～い体操＋美味しいお弁当＋お喋り 

モネの池 
株杉見学 

研修会 

交流センターでは各教室を随時開催しています 

交流センター花壇 

交流センター花壇は花と緑の銀行城端支所花壇コンクールにトライ！！しました。 

残念ながら植える時期が遅く、小さかったので参加賞でしたが、今はご覧の通り綺麗に咲いて

います。（花と緑の銀行会員の中屋さん始め安全・環境部の皆さん有難うございます。） 

ハンドベル教室 体操教室（ヨガ） 体操教室（３Ｂ） 

コキア 

マリーゴールド 
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副会長 俵　秋雄 細野代表 高澤　敏 部長 永井利憲 副部長 上田恵美子
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監査 伊川政友 東西原代表 谷田弘志 部長 廣田正次 副部長 村田信雄
監査 吉森孝志 地域づくり支援員　北井康仁

　　・地域環境づくり

　　・交通安全事業

　　・地域福祉の向上

　　・高齢者支援

　　・敬老会の開催

　　・市社協との連携

　　・安全な地域づくり

　　・自主防災

　　・防災事業

　　・将来ビジョン

　　・課題の発掘

　　・部会間の調整

　　・広報活動

　・生涯学習

　・文化の振興

　・スポーツの振興

地域づくり支援員

地域づくり部 生涯学習部 福祉部 安全・環境部
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８月の行事予定

蓑谷部落（老） 燃えるゴミ（全地域） 地域食堂 週１サロン 燃えるゴミ（全地域） 保・夏まつり　午前中

草むしりＡＭ５：３０～ 交流センターＡＭ９：３０～交流センターＡＭ１１：００～ (保護者会主催）

盆踊り練習会
地区体育館ＰＭ７：００～

納涼祭 燃えるゴミ（全地域） 週１サロン 燃えるゴミ（全地域） 蓑谷（児）勉強会
芝生広場ＰＭ７：００～ 交流センターＡＭ１１：００～ ９：００～１３：００
神・墓掃除（老）細・西 交流センター

蓑谷部落一斉大掃除 燃えるゴミ（全地域） 無縁墓おつとめ 蓑谷部落地蔵祭り

墓地　ＡＭ５：３０～ 生活改善センターＰＭ７：３０～

燃えるゴミ（全地域）

部長副部長会議 体操教室 週１サロン 小１．３．６．年やまびこ教室 小２．４年　登校日 ハーバリウム教室

交流センターＰＭ７：００～交流センターＡＭ10：30～ 交流センターＡＭ１１：００～ 　　登校日 　　（女性の会）
交流センターＰＭ７：００～

リサイクルセンター営業 ※蓑谷部落 燃えるゴミ（全地域）
ＡＭ９：００～１１：３０ 不燃ゴミ・資源ゴミ（その他）

燃えるゴミ（全地域） ＡＭ８：００まで ※蓑谷部落
資源ゴミ（プラスチック）
ＡＭ８：００まで

蓑谷地区防災訓練 体操教室 週１サロン 立山カルデラ
地区グランドＡＭ８：００～交流センターＡＭ10：30～ 交流センターＡＭ１１：００～ 交流センターＡＭ７：００集合

南砺市総合防災訓練 ハンドベル・歌教室 ※細野・西明・東西原部落 ※細野・西明・東西原部落

交流センターＰＭ２：００～ 不燃コミ・資源ゴミ（その他） 資源ゴミ（プラスチック）
ＡＭ８：００まで ＡＭ８：００まで

小五年生登校日
燃えるゴミ（全地域） 中学校始業式 燃えるゴミ（全地域）

土

7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3

日 月 火 水 木 金

8/18 8/19

8/10

8/11（山の日） 8/12（振替休日） 8/13 8/14 8/16 8/178/15

8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9

8/248/238/228/218/20

8/31(野菜の日）8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30

蓑谷地区子供会

お泊り会

小六年生

立山登山
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