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平成２８年１０月１日

第４３４号

館 報

平成 28 年 6 月末日現在
人 口 7,342 人(-10)
男 3,459 人(-10)
女 3,883 人(±0)
世帯数 3,357 世帯(-7)
（同年 3 月末日と比較）

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。
船木地区太鼓台運営委員会
２日(日)
３日(月)
6日(木)
８日(土)
10日(月)
1１日(火)
14日(金)
16日(日)

船木の自然を守る会活動日
楽SPO船木 定例会
連合長寿会 定例会
社会福祉協議会 役員会
交通安全協会 定例会
体育の日（休館日）
女性部定例会
少年補導委員会 定例会
民生児童委員協議会 定例会
お祭り集会(9：00～10：00)

新居浜太鼓まつり
22日(土) 青少年健全育成会 定例会
23日(日) 長寿大運動会
25日(火)・31日(月)趣味講座(マフラー作り教室)
25日(火) 連合自治会 定例会
27日(木) 社会福祉協議会事業部会
28日(金) 趣味講座(ブリザードフラワー教室)
29日(土) 花いっぱい事業・芸能祭
16日(日)～18日(火)

11月6日

会長 宇野 豊
金木犀の香る季節になりました。
今年も郷土新居浜が誇る秋祭り、太鼓祭りが開催されます。
船木地区は、昨年に引き続き、１６日マルナカ新居浜本店において泉川地区と
合同の夜太鼓、１７日には池田池で船木地区統一夜太鼓を開催します。
１７日山根グラウンドでの上部地区太鼓台統一寄
せは、今年も全２０台による「地区別差し上げ大
会」が行なわれます。船木地区池田太鼓台、角野
地区中筋太鼓台が今年新調され、真新しい金糸銀
糸に飾られた両太鼓台が競演します。是非とも多
くの方のご観覧応援をよろしくお願いします。
また来年には、新居浜市政８０周年記念行事と
し、山根グラウンドにおいて上部地区２０台によ
る夜太鼓の開催を予定しています。勇壮華麗・豪
華絢爛な担き比べをご期待下さい。
船木地区太鼓台は今年も
「平和で安全な地域住民と共に楽しめる太鼓祭り」
をめざします。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

船木の自然を守る会活動日

七宝台自治会館
（14：00～14：40）

４日(火)
2０日(木)

豊園荘
（9：20～10：00）

船木小学校

５日(水)
１９日(水)

別紙にて【船木地区太鼓台統一よせ他一覧表】を配布します。

（10：20～11：00）

日程１０月 5 日（水）14：55～○
青○
P○
シ

11 日（火）13：30～○
社○
連○
シ
19 日（水） 14：55～○
長○
女○
交○
シ
26 日（水）14：55～○
全

船木かぶとっ子見守り隊・船木校区連合自治会
子育てサロンふなっこ
●10 月 4 日(火) 10 時～11 時
『わらべうたあそび』
・お母さん同士で楽しめるわらべうたもします。
・10 月は第１週目になっているのでお間違いなく！
(参加費無料・毎月第２火曜日・変更の場合あり）

9 月４日(日)池田池太鼓寄せ広場に於い
て校区総合防災訓練が開催されました。
約 260 名が 9 ブロックに分かれ、①土
のう作製訓練 ②市の給水車による給水
訓練 ③応急処置訓練 ④救命救急訓練
⑤初期消火訓練 ⑥炊出し訓練が行われ
ました。台風の影響で雨の中の訓練とな
りましたが、みなさん真剣に取組んでい
ました。各自治会・連合自治会女性部・
婦人防火クラブ・船木分団・自衛隊・南
消防署ほかの皆さんには大変お世話にな
りました。ありがとうございました。
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第 39 回

長寿大運動会
時：１０月２３日（日）
ご ざ い ま す

日
８時３０分 集合
９時 競技開始
場 所：船木小学校グラウンド
小雨決行 ※大雨の場合は中止いたします。

今年は競技内容に工夫をしました。グラウンドゴルフ
等、おもしろく楽しめる競技がいっぱいあります。秋空
の下、グラウンドで大いにスポーツを楽しみましょう！
大勢の方の参加をお待ちしています。

船木校区文化祭
プログラムは
ご～地元を楽しもう！！～
ざ い ま す後日配布します。
日時…１１月６日（日）
９時～１４時３０分
場 所…船木小学校グラウンド・体育館
公民館講座
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船木校区

芸能祭
日 時
場 所

１０月２９日（土）
１７時～２０時
船木小学校体育館

公民館を利用して活動をしているサークルさん
の発表会です。

第 66 回新居浜市美術展覧会のご案内
会期：10 月 27 日(木)～11 月 6 日(日)9:30～17:00
場所：あかがねミュージアム
ロビーコンサート:11 月 5 日(土)11:00～11:20（屋内ステージ）
※入場無料・最終日 11 月 6 日(日)は 15 時まで
問合せ先…教育委員会スポーツ文化課 ℡65-1303

楽 SPO 船木からのお知らせ

マフラー教室のご案内

日 時：10 月 25 日(火)と 31 日(月)の 2 回
９：30～12：00
場 所：船木公民館 １階和室
講 師：鈴木 操先生
参加費：1,500 円位(材料費含)
締 切：10 月 14 日(金)
申込先：船木公民館
（今年の新作も含めて見本があります）

公民館講座
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和風アレンジ教室のご案内

日 時：10 月 2８日(金)
10：00～12：00
場 所：船木公民館
１階図書室
講 師：田中 尚子先生
参加費：1,500 円(材料費含)
締 切：10 月 11 日(火)
申込先：船木公民館（見本があります）
❤ブリザードフラワーを使って作りましょう

☆ミニバス大会成績
6/26、7/3 両日の会長旗東予大会予選会で
準優勝し、10 年ぶりに愛媛県大会に出場！！
県大会では 1 回戦で強豪に惜敗しましたが、
悔しさをバネに日々の練習を頑張っています。
★市民体育祭ふれあい競技大会 10/２(日)山根体育館
校区対抗戦となっております。カローリング、
シャッフルボード、スマイルボーリングで船木の
名誉をかけて頑張ってきて下さい！ヽ(^。^)ノ
★第 10 回媛カロ大会 １０/３０(日)9：00～
場所：船木中学校体育館
主催：愛媛県カローリング協会
共催：楽 ＳＰＯ船木・楽スポ GO やわたはま
※参加希望の方は協会事務局 41-6735 までご連絡下さい

★楽 SPO 船木（船木小学校体育館 19：00～21：00）
カローリング
7 日・14 日・21 日・28 日
バドミントン 13 日・27 日(19:30～)
ヨガ（公民館） ５日・12 日・26 日（19:00～）
♪ お気軽にご参加ください ♪

［芸能祭］１０月２６日（土）１８時～２１時
新居浜市社会福祉協議会 船木支部
船木小学校体育館
9 月 14 日(水)船木公民館に於いて,金婚式表彰状伝達式が行われました。結
婚 50 周年を迎えられ誠におめでとうございます。50 年間苦楽を共にしたご夫
［文化祭］１１月３日（日）９時～１４時３０分
婦を称える栄えある表彰です。式典には
5 組のご夫婦をお迎えし、星加支部長
船木小学校
の挨拶と来賓の祝辞に続き、表彰状と記念品が授与されました。アトラクショ
ンでは金栄支部の友情出演で銭太鼓と南京玉すだれを実演して頂きました。
これからも助け合い素晴らしい人生を共に歩まれることをお祈りいたしま
す。

記念写真は写真たてに入れて贈呈されました。

玉すだれ金ちゃん栄クラブの皆さん

金栄 銭太鼓の皆さん

どちらもプロ級でした！ありがとうございました！

