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館 報

平成 2８年 3 月末日現在
人 口 7,352 人(-12)
男 3,469 人(-11)
女 3,883 人(-1)
世帯数 3,364 世帯(＋20)
（H27 年 3 月と比較）

上のイラストは、郷土出身（八尾市在住）の
漫画家篠原とおる先生の寄稿作品です

1日(金)

七夕教室（船木小体育館）

3日(日)

船木の自然を守る会 活動日

4日(月)

花いっぱい事業

5日(火)

趣味講座(エコクラフト教室②)

6 月１２日(日)池田池菖蒲園で、今年
も『菖蒲まつり』が開催されました。あ
いにくの雨模様でしたが、予想を上回る
人出で賑わいました。雨にぬれるハナシ
ョウブや紫陽花はこの時期ならではの趣
があり、色とりどりの傘も花を添え、来
場の方々を楽しませました。

楽ＳＰＯ運営委員会
連合長寿会 定例会
6日(水)

伝統文化講座 (盆踊り教室)

7日(木)

社会福祉協議会

8日(金)

まちづくり校区懇談会

開催にあたり多くの方のご協力を頂き
ました。心よりお礼を申し上げます。

環境講座(花いっぱい運動)
9日(土)
12日(火)

交通安全協会 定例会
少年補導委員会
連合自治会女性部 定例会

13日(水)

伝統文化講座 (盆踊り教室)

15日(金)

民生児童委員協議会

16日(土)

池田池をわたる風とマンドリン

18日(月)

海の日（休館日）

19日(火)

「社会を明るくする運動」校区集会

20日(水)

伝統文化講座 (盆踊り教室)

21日(木)

夏祭り実行委員会

★どなたにも楽しんで
日
場

時
所

７月 1６日（土）１８時～２１時
池田池公園 中の島広場
※ 雨天の場合は中止となります。
出演者 ・新居浜マンドリンクラブ
・船木小学校金管バンド・船木中学校音楽部
・船木和太鼓クラブ・大正琴 (琴衛会なでしこ)
・フラダンス（ケアヘアカマーリエ）
・よさこい踊り（八月の風えんや）
・無礼男

頂けるコンサートで
す。ぜひご来場くださ
い.。バザーもあります。

集団検診(受付8：30～11：00)
23日(土)

青少年健全育成会定例会

25日(月)

連合自治会 定例会

28日(木)

社会福祉協議会事業部会

平成２８年

船木の自然を守る会 活動日

七宝台自治会館
（14：00～14：40）

豊園荘
（9：20～10：00）

船木小学校
（10：20～11：00）

７
月
の
日
程

14 日(火)
28 日(火)
1 日(水)
15 日(水)
29 日(水)

6 日(水)1３：３０～○
社○
連○
シ
13 日(水)14：55～○
自○
交○
女○
シ
20 日(水)11：40～全員(終業式)

船木かぶとっ子見守り隊船木校区連合自治会

８月７日（日）
今年もやります！みんなでラジオ体操！！
船木のシンボルである池田池の太鼓寄せ広場でラジオ
体操をし、池田池を一周歩きましょう！！
《みきゃん》と《まちゅり》もみんなと一緒にラジオ体
操をします ヽ(^o^)丿
船小校歌もみんなと一緒に歌いましょう∻♪

時
受け付
場 所
日

8 月７日（日） 8：00 ～10：00
7：30～
船木池田池太鼓寄せ広場

けんしんを受けましょう!! ７月２１日（木）船木公民館でがん検診等があります。
ほとんどのがん検診が無料です。予約が必要ですのでお早めにお申し込み下さい。
◆申込み・問合せ先・・・保健センター☎３５－１３０８◆
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日 時

夏休み 子ども特集

公民館に集まろう！！

★夏休み、お気に入りの講座を見つけて、お友だちみんなと
一緒に学んだり、遊んだりしましょう！
①理科教室『身近な電池』
身の周りにある材料を使って電池を作ってみましょう❢
・日 時 7 月２５日(月) ９：３0～1０：３0
・講 師 新居浜高専 桑田 茂樹先生
・費 用 無料
②銅のおりがみ教室『銅のおり鶴を作ってみましょう❢』
低学年でも大丈夫。お兄さんお姉さんが手伝ってくれます。
綺麗なケースに入れて持って帰りましょう。
・日 時 7 月２７日(水) 10：00～11：00
・講 師 南校ユネスコ部の皆さん
・費 用 ２００円
③子ども絵手紙教室『夏のお便り』
夏休みの思い出を絵手紙にしてみましょう❢
日 時 7 月２９日(金) 9：30～12：00
講 師 和田 静子先生
費 用 無料
★申込み書は、学校で配られます。
お問い合わせは、公民館へお電話ください。
親子クッキング教室
★流しソーメンをしましょう★ 場所…船木公民館
8 月 2 日(火)10:00～13:00・参加費…100 円・先着 15 人

民生制度 100 周年
民生児童委員協議会 校区会長 岡田照郎
民生委員制度は、大正６年に岡山県で創設された「済世顧問制度」
に始まり、その後現在の制度に受け継がれています。
現在の民生委員制度は民生児童委員と主任児童委員から成り、民生
児童委員協議会として活動しています。
船木校区では民生児童委員１４名と、主任児童委員２名で構成され
ています。その役割は、担当する地域に暮らす人たちの身近な相談相
手であり、地域住民の生活上の心配ごとや困りごと、医療や介護、子
育ての不安などの課題が解決できるよう、必要な行政や機関への「つ
なぎ役」となることです。
また、地域の見守り役として、適宜訪問などを通じて、高齢者や障
がい者世帯、子どもたちの見守りを行っています。そのなかで主任児
童委員は子どもや子育てに関する支援を専門に担当しています。
近年では、押し売りや振り込め詐欺などの消費生活問題や災害時要
援護者の対応等が必要となり、独居高齢者見守り推進員など諸団体や
組織の応援を得て、活動をネットワークとして捉えることが大切とな
ってきています。
来年は民生制度 100 周年を迎えますが、今後益々各種機関、団体と
の協働が重要となってくると思われます。ご協力よろしくお願いいた
します。

７月６日・１３日・２０日（水曜日）
１９：３０ ～ ２１：００
場 所
船木小学校体育館
練習曲
①ちょうさじゃ ②かぶと踊り
③まりと殿様
④お座敷小唄
⑤炭坑節
⑥にっぽん花咲か音頭
＊体育館シューズ・うちわ・タオルを持参してください

日 時 ７月８日（金）19：00～20：30
場 所 船木公民館 二階大会議室
問合先 秘書広報課 ６５－１２５１
地域主体の集会として平成２８年度まちづくり校区懇談会
を開催し、市長を交えて、校区の課題等について意見交換を
行います。多くの皆さまの参加をお待ちしています。

転ばぬ先の

交通安全協会船木支部 川端 悟

自転車危険運転１.５万件
講習義務制度１年
信号無視最多６４５７件
悪質な自転車運転者に安全講習を義務付ける制度が昨年６月にスタ
ートしてから今年５月末までの１年間に、全国の警察が摘発し、警
察庁に報告した信号無視などの「危険行為」は１万５１３１件だっ
たことが１日、同庁のまとめで分かった。
都道府県別では大阪がワーストの５１２６件。東京の３５８１件、
兵庫の２０５４件が続いた。一方、福井は０件、長崎は１件、秋田
や富山など５県が２件などで、地域差が目立った。愛媛は３０件だ
った。
３年間に 2 回以上の摘発で命じられる講習を受けたのは２４人で、
男性 19 人、女性５人。大阪の 11 人が最多で、東京４人、兵庫３人
など。年齢別では２０代が１０人、３０代が６人、８０代も２人い
た。摘発内容では、ブレーキのない「ピスト自転車」による違反が
目立った。
危険行為の内訳は、信号無視が６４５７件（４２.７％）、遮断機が
下りた踏切への立ち入り３８８４件（２５.７％）、携帯電話を使い
ながら運転して事故を起こすなどの安全義務違反１９１４件（１２.
６％）
、一時不停止など１１２２件（７.４％）
、ブレーキ不良の自転
車の運転５３９件（３.６％）など。
違反者の年齢別では２０代が最多の３５４３人（２３.４％）、次い
で３０代２５０６人（１６.６％）
、４０代２２２７人（１４.７％）
。
９０代以上も１２人（０.１％）いた。

★軽スポーツ大会№１成績（6 月５日）
★スマイルボウリング
優勝…国領
2 位…団地
3 位…久保原
★シャフルボード
優勝…久保原 2 位…高祖
3 位…久保原
★新居浜カローリング大会成績（６月１９日）
優勝…船木(絆) 2 位…船木(かぶと山)
４位…船木(えんとつ山) ４位えんとつ山は最終エンドで逆
転され、表彰の船木独占を逃しました。
ラジオ体操とお池を囲む会が８月７日(日)８：００～
池田池広場であります。お楽しみ抽選会、屋台と移動販売もあり
ますので、ふるってご参加ください。（まちゅり・みきゃんも来訪）

子育てサロンふなっこ毎月第２火曜日（変更の場合あり）10 時～11 時
7 月１２日は水遊びをします（雨天時は室内遊び）
★おむつが外れてない場合は水遊び用のオムツを持ってきてね。
対象者…船木校区の未就園児親子・場所…船木公民館
事前の申し込みや参加費は不要です。

❤お散歩がてら、遊びに来てみてね❤

☆ 楽 SPO 船木 ☆（船木小体育館 19：00～21：30）
カローリング・・・・・ 1 日・7 日・15 日・21 日
バドミントン・・・・・ 8 日・22 日
ニュースポーツ・・・・ 4 日・11 日
ヨーガ（公民館）
・・・・13 日・20 日・27 日
※船木小学校体育館は照明取替工事のため、7/25～8/27 の間使用できません

