
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

  

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

      

 

          

 

 

 

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８月 23 日発行 

 

 

 

蓑谷交流センターだより 

第４号 

南砺市めぐり 善徳寺に行って来ました。 

蓑谷地区 納涼祭開催 

会長挨拶 

蓑谷地域づくり協議会では８月

４日午後７：００から納涼祭を交

流センター横芝生広場で開催しま

した。（参加者約１８０名） 

かき氷 

ラッキー大抽選会！！山田

涼介君が１位の豪華景品 

ホットプレートをゲット 

しました。 

７月２６日（金）善徳寺虫干し法会に行って来ました。朝１番に山門に登り絶景にびっくりし、絵解

きの面白さに沢山の物語を聞いてみたいと思いました。又、宝物殿の古文書や什器など１万点以上の宝

物の多さ美しさ豪華さ等に一段と感銘を受け善徳寺の素晴らしさを再確認致ました。皆さんも是非行っ

てみて下さい。 

地
域
食
堂
７
／
３
０ 

メニュー 

・そばずし 

・豚肉のフラワーロール 

・湯葉ロール 

・まきまきフルーツサンド 

 

綿菓子 

スーパーボールすくい 



 

蓑谷地域づくり協議会　構成員名簿

会長 谷崎　猛 事務局 監査

事務局長 北井康仁 伊川政友

梅原雅美 吉森孝志

副会長 俵　秋雄 地域指導員

佐藤律子

〇生涯学習部 リーダー　俵　秋雄
〇福祉活動 リーダー　　藤沢　將

部長  税光詩子 部長 永井利憲 部長 藤沢　將 部長 廣田正次
副部長 永井則平 副部長 上田恵美子 副部長 佐藤律子 副部長 村田信雄

蓑谷代表 平田忠詞 柳丸祐二 傍田良明 蓑谷代表 近川良男
細野代表 高澤　敏 佐々木幸春 山田恵子 細野代表 島田誠治
西明代表 嶋　文秋 山田哲弘 佐々木敏明 西明代表 前田　修
東西原代表 谷田弘志 徳田栄真 中嶋喜代志 東西原代表 下黒順一

長尾秋治 稲塚嘉輝 防犯組合

山田清志 長尾真貴子 藤渡久義 前田達夫
老人クラブ 山田絵美 中屋美恵子 交通安全協会

稲塚嘉輝 徳田　環 杉本政美 杉本孝健
女性の会 山崎幸子 中嶋美樹子 花と緑の銀行

山下朝栄 西田三晴 中島ますみ 中屋正人
児童会 松崎正志 中嶋裕子

佐々木幸春 稲塚昌樹
民生児童委員 八谷 彰

山田恵子 前田久美子
村づくり協議会 又葉金一

近川良男 藤田　恵
山本　清 富田健二郎
八谷重吉 桧木田武志

山田亮介
長尾真寿美
長尾直樹
谷田英樹

主菅

常任委員

会長 谷崎　猛 蓑谷代表 平田忠詞 部長 税光詩子 副部長 永井則平
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

事務局長 梅原雅美 西明代表 嶋　文秋 部長 藤沢　將 副部長 佐藤律子
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

消防団蓑谷分団

顧問  山田 清志 

    中川 慎一 

平成３１年4月15日

年 



９月の行事予定

細・食改　料理教室 体操教室 よろまいけ会 燃えるゴミ（全地域） 中・体育大会
交流センターＡＭ１０：３０～ 交流センターＰＭ１：３０～

小・始業式 ※蓑谷部落

資源ゴミ（プラスチック）
燃えるゴミ（全地域） ＡＭ８：００まで

中・振替休業日 中・ＰＴＡ講演会 週１サロン 燃えるゴミ（全地域） 中・地区新人陸上大会 じゃんとこいむぎや
交流センターＡＭ１１：００～

※細・西・東西部落
燃えるゴミ（全地域） 資源ゴミ（プラスチック）

ＡＭ８：００まで

中・市科学展覧会

むぎや祭り 中・朝ボランティア活動 週１サロン 燃えるゴミ（全地域） 小・校内芸術鑑賞会 女・定例会

交流センターＡＭ１１：００～

中・生徒会役員選挙 中・秋のアートワーク大会

※蓑谷部落
不燃・プラスチック以外の資源ゴミ

燃えるゴミ（全地域） ＡＭ８：００まで
参加者全員による総踊り

蓑谷部落 絵手紙教室交流センター 週１サロン 燃えるゴミ（全地域） 蓑谷部落
神明社清掃及び ＡＭ９：３０～１１：３０ 交流センターＡＭ１１：００～ 秋季例大祭及び慰霊祭
生活改善センター清掃

部長副部長会議 ※細・西・東西部落
交流センターＰＭ７：００～ 不燃・プラスチック以外の資源ゴミ

燃えるゴミ（全地域） ＡＭ８：００まで

小・ＰＴＡ親子清掃 体操教室
交流センターＡＭ１０：３０～

歌・ハンドベル教室
交流センターＰＭ２：００～

燃えるゴミ（全地域）

土

9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7

日 月 火 水 木 金

9/22 9/23（秋分の日）

9/14

9/15 9/16（敬老の日） 9/17 9/18 9/20 9/219/19

9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13

9/289/279/269/259/24

9/29 9/30

♠むぎや踊り練習会♠

日にち ９／６（金）・９（月）１３（金）

時 間 ＰＭ７：３０～

場 所 城端中学校体育館

むぎや祭りで踊れる方

を募集しています!!
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