
船木公民館だより  （発行  船木公民館広報部  ４１－６００３）                  平成２９年５月１日    第４４１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10日(水)14：55～○全（対面式） 

17日(水)14：55～○青○P ○シ  

24日(水)14：55～○社○連○シ  

31日(水)14：55～○長○交○女○シ  

※5/10 は児童との対面式です。全員の

参加をお願いします。 

船木かぶっと子見守り隊・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29年3月末日現在 

人 口  7,283人(-51) 

男  3,432人(-22) 

女  3,851人(-29) 

世帯数3,356 世帯(-13) 

（28年12月末日と比較） 

５
月
の
日
程 

 

七宝台自治会館 

（14：00～14：40） 

9日（火） 

２３日（火） 

豊園荘 

（9：20～10：00） 10日（水） 

24日（水） 船木小学校 

（10：20～11：00） 

 

 

  1日（月） 第一回公民館運営審議委員会 

 2日（火） 連合長寿会定例会 

3日（水） 憲法記念日（休館日） 

4日（木） みどりの日（休館日） 

 5日（金） こどもの日（休館日） 

 6日（土） 楽 ＳＰＯ船木運営委員会 

  7日（日） 船木の自然を守る会活動日 

 9日（火） 
自治会女性部 

少年補導委員会 

10日（水） かぶとっ子見守り隊対面式 

 11日（木） 社会福祉協議会 

 12日（金） 民生児童委員協議会定例会 

13日（土） 
校区住民大運動会準備(17：00～) 

交通安全協会定例会 

14日（日） 校区住民大運動会（雨天中止） 

15日（月） 池田池まちづくり実行委員会 

19日（金） 消防訓練 

20日（土） 青少年健全育成会（総会） 

25日（木）  連合自治会長会 

26日（金） 社会福祉協議会事業部会 

6月4日(日) 船木の自然を守る会活動日 

 

平成２９年度役員は次のとおりです。よろしくお願いします。 

役 職 名 氏 名 自 治 会 名 

会長 星加 勝一   林之端団地 

副会長 石川 政久   元船木団地 

副会長 鴻上 基志     上原 

会計 濱田 直    客谷 

館報編集委員 加治井 周二    桧之端 

監査 鴻上 勝美 下池田 

監査 鴻上 省象  関 

 

 

 

 理 
 

事 

（
単
位
自
治
会
長
） 

氏 名 自 治 会 名 氏  名 自 治 会 名 

鴻上 輝明 道面 戸田 洋一郎 市営 

竹田 一郎 長野 矢野 周一 元船木 

今村 高夫 坂の下 河村 武久 高祖 

高橋 照雄 上池田 玉井 文次 国領 

宇野 利弘 大久保 加藤 俊明 七宝台 

和田 重信 林下原 飯尾 功一 みどりヶ丘 

 

 

平成 29 年度、保育園や小・中学校へ入られた皆さん、おめでとうござい

ます。 

 保育園や学校生活では大勢の友達を作り、明るく楽しい生活を送られるよ

う頑張って下さい。私達も応援いたします。 

 
第４５回 船木校区住民大運動会 

 日 時  ５月１４日（日）８時３０分集合 
場 所  船木小学校グラウンド(雨天時は中止） 

※プログラムは、別途配布します。 
※ラッキー賞の抽選もありますので、当日抽選券をご持参ください。 

 

 祝！ご入園・ご入学 

★見守り活動の世話人が変わる団体は 

新しい送付先をご連絡下さい★ 
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楽 ＳＰＯ船木 ５月の予定 
●船木公民館 19:00～20:00 

ヨーガ(水)……… 10日・17日・24日 
●小学校体育館 19:00～21:30 

カローリング(金)……12日・19日・26日 
バドミントン(木)……11日・25日（19:30～） 

 

 

 

日  時  ６月１１日（日）１０時～１４時 （雨天決行） 
場 所  池田池菖蒲園駐車場 
連絡先  池田池まちづくり実行委員会 

（船木公民館内 TEL41-6003） 

※当日は、バザーやフリーマーケットが開催され、大久保の子ど
も太鼓台も出場します。みなさん、是非お越しください。 

※バザー出店希望の方は、６月 5日（月）までに、池田池まちづ

くり実行委員会にご連絡ください。（出店料 無料） 

 

 

今回は天ぷら火災の消火訓練もします。いざという時に慌

てないように、練習をしてみませんか。どなたでも参加でき

ます。当日お越し下さい。 

・日 時  ５月１９日（金）１３時 5０分集合 

１４時～１５時 

・場 所  船木公民館・船木公民館北駐車場 

（雨天時は、船木公民館内にて） 

・内  容  避難訓練・消火訓練・消火器の取り扱い 

 
● 消火器の詰め替えも受付します。 

詰め替え費用は、10型サイズで 3,500円(税抜) 

状態によっては、詰め替え不可 

廃棄費は、1本 700円（税抜） 

（買い換えの場合は、無料） 

● 消火器の新品購入の場合 

    1本 6,000円(税抜). 

（廃棄、引取り料込み  鈴木防災）  

 

 

「池田池をわたる風とマンドリン」 
イベント終了のお知らせ 

例年 7月に開催していました「池田池をわたる風とマンド

リン」は、各関係者と話し合いを重ねてまいりましたが、平

成 28年度をもちましてイベント終了と決定致しました。 

楽しみにされていた方々には、残念な結果になってしまい

ましたが、どうかご理解いただきますようお願いいたしま

す。 

新居浜マンドリンクラブ様はじめ、長年にわたりご出演頂

いた皆様方、また開催にあたりご支援・ご協力を頂いた方々

には心よりお礼を申し上げます。本当にありがとうございま

した。 

池田池まちづくり実行委員会 

 

 

 

 

校区の皆さん「いい汗・いい顔・いい仲間」を合言葉に、

軽スポーツを楽しみませんか。 

日時：平成 29年 6月 3日(土) 19：30～21：00 

場所：船木小学校体育館 

内容：スマイルボーリング、シャフルボード 

   カローリング 

★参加賞があります★(参加費無料・申込不要です) 

たくさんの方の参加をお待ちしています！ 
 

楽 ＳＰＯ船木より 

軽スポーツ健康教室のお知らせ 

★ 子育てサロン ふなっこ ★ 

５月９日(火) １０：００～１１：００ 

『こいのぼりあそび』 

❤子育て中の親子や地域の方で集い、楽しくお話したり遊んだ

りして交流を深めませんか？事前の申し込みや参加費はいり

ません。地域の主任児童委員などのボランティアさんが皆さん

をお待ちしています。お散歩がてらあそびに来てみてね❤ 

・船木公民館 1階和室 ・毎月第 2火曜 (変更あり) 

・問合先 船木公民館 ☎41-6003 

第１８回 池田池菖蒲まつり 

募集しています！  ❤３Ｂ体操❤ 

少し運動したい方・運動が苦手な方、音楽に合わせて、一緒に

楽しく動きましょう♪ 月一回からの参加でもＯＫ。まずは、見

学・体験してみませんか！ 

・船木公民館 2階・毎週火曜日・9：30～11：00 

・持ってくる物…飲み物・敷物（バスタオル等）・上履き 

船木の少年補導委員です 
 

少年補導委員協議会船木支部 

少年補導委員を知っていますか？船木校区には１２名の委

員が活躍しています。少年補導委員は青少年センターの運営

方針に基づき、少年非行防止を目的に“見せる補導”として、

毎月４～６回校区内のパトロールを実施しています。また、

青少年健全育成や相談活動を行い、子供たちが明るく育つ地

域作りに努めています。 

青少年の問題行動は、大人社会の反映であることを認識し、

地域の方々、関係機関、団体が協力して、青少年を非行から

守り、健全に育てていかなければなりません。地域の方々の

ご協力をお願いいたします。 

４月１日付けで市長から、少年補導委員１２名が委嘱され

ましたので紹介いたします。 

 

藤田 正和 （檜之端） 河野 洋子 （高祖） 

田坂 岳人 （国領） 鈴木 順子 （下池田） 

吉田  功 （元船木） 菊池 久子 （七宝台） 

本田 清正 （高祖） 柳井 千鶴子 （七宝台） 

宇野  豊 （久保原） 山片 弘美 （元船木団地） 

塩崎 隆盛 （元船木） 稲田 陽子 （林之端団地） 
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転任のご挨拶 

川東中学校 教頭 河村 公寿 

この度の異動で、川東中学校に転任いたしました。この三年間、

地域の皆様には「花いっぱい運動」や「防災訓練」 

など、多くの学校行事にご協力いただきましたこと、 

また、子どもたちの健全育成のために、昼夜を問わ 

ずご尽力いただきましたこと、深く感謝申し上げます。 

船木校区には、池田池を核とした地域性豊かな行事や、夏祭りや

文化祭といった地域が一体となった行事が多くあり、参加させてい

ただくたびに、船木を愛する皆様の情熱と力が伝わってまいりまし

た。赴任先におきましても、船木に負けない郷土愛が育めるよう、

微力ながら努めてまいりたいと思います。 

三年間という短い期間でしたが、船木校区の皆様には、誠にお世

話になりました。ありがとうございました。 

 

 

転任のご挨拶 

今治市立乃万小学校 渡辺 務 

このたびの人事異動により、今治市立乃万小学校 

に転勤することとなりました。地域の皆様、船木小・中 

学校保護者の皆様、船木小・中学校教職員の皆様の 

温かいご支援により、３年間をたいへん有意義な時間にすることが

できました。学校に関係する様々な行事や池田池に関連する地域行

事、そして何よりも皆様方とのコミュニケーションが自分を成長さ

せてくれたと思います。また、ほんの少しですが「ひとっちゃでき

とらん。」「校舎の東側手の道路に・・。」「今日は会議があるんだろ。」

など、新居浜弁も話すようにもなりました。楽しかった思い出も、

苦しかった思い出も、すべて含めて自分の人生の中の輝かしい１ペ

ージです。本当にありがとうございました。時々は船木に顔を出し

たいと思っています。その時は、ぜひお声を掛けてください。 

 

船木校区の皆様のご協力に感謝！ 

          前 船木小学校校長 長瀨 陽子 

 私はこの度、船木小学校を最後に定年退職いた 

しました。船木小学校には教頭・校長として五年 

間、勤務させていただきました。その間、船木校 

区の皆様には、大変お世話になりました。 

 皆様は「子どもは船木の宝」であるとおっしゃられ、地域で一

体となって子どもたちを温かく見守り、育ててくださいました。

毎日の見守り活動をはじめ、花いっぱい運動や米づくり、読み語

り活動、各種行事等へ惜しみないご協力とご支援を賜り、誠にあ

りがとうございました。お陰様で船木っ子が心身共に大きく、た

くましく成長しました。心より感謝申し上げます。 

 私は船木の豊かな自然、温かい地域の皆様、そして、何と言っ

ても明るく素直な子どもたちが大好きでした。教職の最後を、校

長として大好きな船木っ子と共に船木小学校で過ごすことがで

きましたことは、心からうれしく胸がいっぱいです。本当にあり

がとうございました。船木っ子のますますの成長と船木校区の皆

様のご健勝をお祈りして、お礼のご挨拶といたします。 

 

着任のご挨拶 

船木中学校教頭 古見 総一郎 

この度の移動で、船木中学校教頭として着任いた 

しました古見（こみ）総一郎です。 

緑に和み、自然豊かな船木で仕事ができることを大 

変うれしく思っております。また、船木が歴史ある 

場所であることを、「ふるさと学習」を通じて学んだ船中生の発表

を通して知りました。船木校区は、華道、陶芸、工芸、茶道、音

楽、哲学など様々な分野で活躍されている方々がおられる文化あ

ふれる校区です。そんな素晴らしい環境の中、地域の皆様が地域

の子を大切に思っておられると同時に、大きな期待を寄せている

ということを感じております。子どもたちの成長と地域の発展に

お役に立てるよう、全力で頑張る所存です。どうかよろしくお願

いいたします。 

 

よろしくお願いいたします。 

 船木保育園 林美和子 

 今年度より船木保育園でお世話になります。私は 

以前平成 6・7・8年度と 3年間、船木保育園で勤務 

させていただきました。平成 9年 3月の異動以来 20 

年ぶりのご縁にうれしい気持ちでいっぱいです。 

また、時代が変わり、当時の子供たちが保護者となり、保護者の方

々が祖父母世代になっていると思うと、懐かしくもあり、嬉しさとと

もに改めて身の引き締まる思いです。 

地域の皆様に支えていただきながら、保護者の方々と手を携え、子

供たちが元気いっぱい「おはよう。今日も一緒にあそぼうね」で始ま

り、「さよなら、また明日ね」と元気に送り出せるよう、職員一同力

を合わせて頑張りますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 

着任のご挨拶 
船木小学校校長 菅 知子 

満開の桜とともに、伝統ある船木小学校の校長とし 

て、この度赴任してまいりました菅知子です。どうぞ 

よろしくお願い申し上げます。船木小学校には３度目 

の赴任となり、地域の方と懐かしくお会いできること 

ができ大変うれしく思っております。地域の皆様には子どもたちが、

安心して楽しい学校生活が送れるよう様々な面でご支援・ご協力くだ

さり本当にありがとうございます。 

本年度、船木小学校は児童数３６２名でスタートを切りました。伝

統ある船木小学校の教育理念「自ら学ぶ」を大切にしながら、『思い

を豊かに伝え合い、心身ともに活力のある「船木の子」を育てる』た

め、教職員が力を合わせ「チーム船木小」として頑張ってまいりたい

と思います。地域の方々とのふれあいや豊かな自然とのかかわりを通

して、「考える子」「やさしい子」「がんばる子」を育てていきたいと

思っております。地域の方々のお声やお力添えをいただきながら、温

かい学校、そして、子どもたちの明るい笑顔や挨拶の声があふれる船

木校区になりますよう、本年度もよろしくお願いいたします。 

 

着任のご挨拶 

船木小学校教頭 青野 俊児 

本年度、４月１日より船木小学校の教頭として赴任 

いたしました青野俊児です。子どもの前に初めて教師 

として立ったのが、ここ新居浜の地でした。教師とし 

てのスタートも、教頭としてのスタートも新居浜市で 

あったことに、私自身とても縁があると思っています。今後、この縁

をよりよいものとしていきたいと思います。 

 入学式から約１か月が過ぎ、学校では菅知子校長先生を中心に、「す

べては子どもたちのために」の信念のもと、『思いを豊かに伝え合い、

心身ともに活力のある「船木の子」を育てる』ために、日々全教職員

が団結して教育活動を行っております。 

船木小学校区の皆さま、子どもたちの笑顔と活力のために、今後と

もご支援・ご協力を願いいたします。教頭として、全力を尽くします

ので、よろしくお願いいたします。 

 


