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3日（木） 文化の日（休館日） 

４日（金） 
連合長寿会定例会 

楽 ＳＰＯ船木運営委員会 

５日（土） 校区文化祭準備 

 ６日（日） 
校区文化祭 

船木の自然を守る会活動日 

  ８日（火） 
自治会女性部定例会 

少年補導委員会定例会 

９日（水） ふるさと探訪講座 

10日（木） 社会福祉協議会 役員会 

 11日（金） 
「韓国で出会った素晴らしい日本人」講座 

民生児童委員協議会 定例会 

12日（土） 交通安全協会 

    15日（火） 集団検診（船木公民館） 

 19日（土） 
一日敬老の家・一日里親(社協) 

青少年健全育成会 定例会 

23日（水） 勤労感謝の日 休館日 

24日（木） 社会福祉協議会 事業部会 

25日（金） 連合自治会長会 

12月4日(日) 船木の自然を守る会活動日 

七宝台自治会館 

（14：00～14：40） 

1 日(火) 

15 日(火) 

29 日(火) 

豊園荘 

（9：20～10：00） 
2日(水) 

16日(水) 

30日(水) 
船木小学校 

（10：20～11：00） 

     2日(水)14：55～○青○P ○シ  

9日(水)14：55～○社○連○シ  

16日(水)14：55～○連○交○女○シ  

30日(水)13：30～○社○連○交○長○シ  

船木かぶとっ子見守り隊 
船木校区連合自治会 
 

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。 

 

館 報 

平成28年９月末日現在 

人 口  7,328人(-14) 

男  3,452人(-7) 

女  3,876人(-7) 

世帯数3,363 世帯(+6) 

（同年６月末日と比較） 

★ 子育てサロン ふなっこ ★  11月8日(火)10時～11時 

今回は『簡単！作ってあそぼう』です。 

❤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 

・船木公民館1階和室 ・毎月第2火曜 ・問合先 瀬戸児童館 41-1983 

日日頃頃のの安安全全運運転転がが表表彰彰さされれままししたた！！ 受受賞賞おおめめででととううごござざいいまますす。。  

全日緑十字銅章 優良運転者         徳田 勝英様（元船木団地） 

全日緑十字銅章 交通安全功労者       川崎 悟様（檜の端） 

新居浜交通安全協会会長賞 優良運転者    吉武 博様（元船木団地） 

     〃          〃                       小橋 ケイ子様（みどりヶ丘） 

１１
月
の
日
程 

日暮れが早くなりました。早めのライト点灯を心がけましょう。 

夜間や早朝の散歩・お出かけは明るい服装にし、 

反射材の着用をお願いします。 

交通安全協会 船木支部 

「少子高齢化時代を生き抜く」 

船木校区連合自治会長 星 加 勝 一 

 近年「少子高齢化」と言う言葉が新聞、テレビでよく報道されていますし、それを

身近に感じている方も多いと思います。その少子高齢化が進むと、経済力が衰退した

り、年金制度が崩壊する等と言われていますが、少子高齢化に関する最近の記事を紹

介します。 

まず、出生率は 1.46 と前年より 0.40ポイント上昇し、出生数 1,005,656人で 2010

年以来 5年ぶりに前年（前年比 2,117人増）を上回った。一方死亡数は 1,290,428人

で戦後最多。死亡数から出生数を引いた人口の自然減も 284,772人で過去最大となっ

た。 

次に 14歳以下の子どもの数は前年と比べて 15万人減の 1605万人で、35年連続

の減少となり、総人口に占める割合は 12.6%で、42年連続の低下で、少子化に歯止

めがかからない現状が浮き彫りになった。一方、65 歳以上の高齢者の人口は 73 万

人増の 3461万人で、総人口占める割合は 27.3%で人数、割合とも過去最高を更新し

た。また、全国の 100歳以上の高齢者は過去最多の 65,692人で、46年連続の増加

となり、女性が 87.6%を占めている。 

こうした数字を見ていると、少子高齢化は当分進むものと思われ、新居浜市でも

2060年の人口 9万人（現在 12万人）の維持を目指している。こうした少子高齢化時

代を生き抜くために、“向こう三軒両隣”と言われているように、お互いが助け合いの

できる環境づくりを日頃から心がけおく事が大切です。 

地域活動に参加するのもよし、近所の人たちが気軽に立ち寄れるサロンの開催はい

かがでしょうか。 

 

集団検診のご案内 ・日 時：11月 15日(火) 8：30～11：00 

         ・場 所：船木公民館 

         ・問合せ：保健センター ☎35-1308 
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公民館は地域の中で生涯学習推進の中核施設であり、人づくり 

・地域づくりの拠点として重要な役割を担っています。しかし、 

少子高齢化社会の進展に伴い、家庭・地域の教育力の低下、地域 

の人間関係の希薄化などが危惧されるようになり、公民館の存在 

意義が改めて問われています。今、公民館には地域課題への対応 

地域コミュニティの再生、絆づくり等が強く求められています。 

このような中で生涯学習・社会教育及び学校教育関係者が一堂に 

会し、当面する諸課題について研究協議を行い、公民館活動の充 

実とさらなる生涯学習社会の構築を目指し、毎年この大会が開催 

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館講座のお知らせ 

 

愛媛県地震被害調査では、南海トラフ巨大地震による屋内転倒落

下物等による死者は、家具等の転倒防止対策の実施により約７分の

２に軽減されると想定されます。このようなことから、高齢者など

の世帯を対象に、家具転倒防止等推進事業を実施しています。安全

な住まいづくりの第１歩として、是非ご活用ください。 

対象世帯 

市内に居住し、次のいずれかに該当する人のみの世帯 

① 6５歳以上の人 

② 介護保険法に基づく、要介護度が要支援１、２または要介護

１～５の認定を受けた人 

③ 身体障害者手帳１、２級を所持している人 

④ 療育手帳を所持している人 

⑤ 精神障害者保健福祉手帳を所持している人 

内  容 

 １世帯につき、家具固定器具３点及びガラス飛散防止フィルム４

枚の施工に係る費用を市が負担します。但し、家具を固定する器具、

ガラス飛散防止フィルムの購入に要する費用はお申し込みの方に負

担していただきます。 

申  込 

家具転倒防止等推進事業申請書に必要事項を記入し、防災安全課

へ提出をしてください。（郵送可） 詳細は、防災安全課までお問い

合わせください。 

 

FAX（０８９７）３３－５１８０ 

E-mail：bousai@city.niihama.ehime.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 「船木のマチュピチュ 大多羅
お お だ ら

を歩こう」 

日 時：平成28年11月9日(水) 
参加費：無料 
申込・問合先：船木公民館 

9:00  公民館に集合⇒乗り合わせて登山口へ 

12:00  解散予定 

※ちょっと山の中を歩きます。山道を歩ける服装と運動靴（トレッ

キングシューズ等）、持っている人はステッキ、飲み物持参でご参

加ください。天候等による予備日は11 月11日(金)の予定です。 

 

 

楽 ＳＰＯ船木 11月の予定 
 

●船木公民館19:00～20:00 

ヨーガ(水)……… …‥9日・ 16日・30日 

●小学校体育館 19:00～21:30 

カローリング(金)……4 日・11日・18日・25日 

バドミントン(木)……10日・24日（19:30～） 

★市民体育祭ふれあい競技大会  船木校区の結果 

・カローリング・・優勝、準優勝 

・シャッフルボード・・３位 

・ソフトボール男子・・準優勝 

★ブロック対抗レクバレー大会 （船木中学校体育館） 

11月13日(日) 9：00～  

★楽 ＳＰＯ船木スポーツフェスタ（山根体育館） 

    11月23日(祝・水) 10：00～  

  

ふふるるささとと探探訪訪講講座座ののおお知知ららせせ  

 
 

「韓国で出会った素晴らしい日本人」 
この夏訪れた韓国の旅の様子と、「木浦共生園」創始者であ

り、3,000 人もの孤児を育てた高知県出身の田内 千鶴子さ

んの人生についてお話をします。 

・日 時：11月11日（金）19:30～21:00 
・場 所：公民館2階大会議室 
・講 師：橿樹舎舎主 小野 晋也さん 
・申込先：船木公民館 
・当日参加ＯＫ 無料 

 

 

 

11月に、船木校区の一部において、漏水調査を行います。 

各ご家庭のメーター確認等立ち入り調査を行いますので、ご協力 

をお願いします。 

１． 調査内容 

・戸別音聴調査：各ご家庭のメーターから漏水音を調査し

ます。 

    ・路面音聴調査：道路上の漏水を夜間調査します。 

２． 調査時間 

戸別音聴調査：午前8時から午後５時まで 

路面音聴調査：午後10時から午前4 時まで 

３． 調査会社 

 新居浜市管工業協同組合 

【お問い合わせ】水道局 工務課 漏水対策係 ☎６５－１３３２ 

水道管の漏水調査について（お知らせ） 

平成 28年度愛媛県公民館研究大会において 
県教育長・県公連会長連名で優良公民館として 
船木公民館が表彰されました。 

 

楽 SPO 船木からのお知らせ 

「ふれあいサロン小野」の先進地研修 

 

社会福祉協議会船木支部 支部長 星加 勝一 

 先日、松山市の小野地区社会福祉協議会「ふれあいサロン小野」の

先進地研修に行ってまいりました。ふれあいサロン小野は一昨年（平成

27年 12月）開設 10周年を迎えると言う息の長い活動を続けており、

このように長く続けられる秘訣はどこにあるのかと、県内外からの視察

は 150回を超えているそうです。 

 ふれあいサロン開設のきっかけは、地域の高齢者が気軽に立ち寄り、

みなさんとお話ができる場所があればいいと言う声を聞いた有志が空

き店舗を借りて始めたそうで、ここまでくるまでには並々ならぬ苦労が

あったようです。今は日曜日を除く毎日開設しており、囲碁・将棋・編

み物・手芸・コーラス・書道・カラオケ・パソコン教室等メニューも豊

富であり、自慢の喫茶コーナーではプロから教わった一杯 200 円のコ

ーヒーを味わえます。 

また、児童とのふれあい活動、文化祭や体育祭への参加、商店街との

交流活動等サロン以外での交流活動も盛んに実施しています。 

 こうした説明をお聞きして、会長はじめお世話する方々は地域の人が

来たくなるような仕掛けを常に考えて実践している事が、こんなに長く

続いている秘訣だと感じました。 

 船木にもこんな所があればいいですね！ ！  

 

家具を固定し地震被害を防ぎましょう       

ＴＥＬ: ６５－１２８２ 

FAX :  ３３－５１８０ 

 E-mail：bousai@city.niihama.ehime.jp 
 


