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交通安全協会 船木支部 

期 間：平成 29年 9月 21日(木)～9月 30日(土) 

スローガン：『命を守る 早めのライトと 反射材』 

重点目標：①子どもと高齢者の安全通行 高齢者の交通事故防止 

   ②夕暮れ時と夜間歩行中 自転車事故 

      早めのライト点灯と反射材の着用 

③シートベルト着用とチャイルドシートの装着 

      出発前に同乗者のベルト確認 

   ④飲酒運転の根絶（秋祭り対策） 

      飲んだら乗るな、乗るなら飲むな 

※家族と話し合おう、交通安全について 

交通事故死ゼロをめざす日  9月 30日は交通死亡事故ゼロ 
6日(水)15：05～○青○P ○シ  

13日(水)15：05～○社○連○シ  

20日(水)15：05～○長○女○交○シ  

27日(水)15：05～○社○連○長○女○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 29年 6月末日現在 

人 口  7,263人(-20) 

男  3,413人(-19) 

女  3,850人(-1) 

世帯数 3,367世帯(+11) 

（29年 6月末日と比較） 

 

 

★ 子育てサロン ふなっこ ★  ９ 月１２日(火)１０：００～１１：００ 

『 お も ち ゃ 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料は不要です。 

・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 

９
月
の
日
程 

 

七宝台自治会館 

（14：00～14：40） 

12日(火) 

26日(火) 

豊園荘 

（9：20～10：00） 13日(水) 

27日(水) 船木小学校 

（10：20～11：00） 

 

平成 29年度 秋の全国交通安全運動が始まります 
 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：平成 29年 9月 10日 

 

  3日（日） 船木の自然を守る会活動日 

  4日（月） 趣味講座 エコクラフト② 

  5日（火）   
船木連合長寿会・交通安全協会 

楽 ＳＰＯ船木運営委員会 

7日（木） 社会福祉協議会役員会 

8日（金） 運営審議会 

9日（土） 交通安全協会 

10日（日） 校区防災訓練 

 11日（月） 趣味講座 エコクラフト③ 

12日（火） 
自治会女性部 

少年補導委員会定例会 

 15日（金） 
民生児童委員会 

金婚式表彰状伝達式 

18日（月） 敬老の日（休館日） 

19日（火） 趣味講座 陶芸教室 

23日（土） 秋分の日（休館日） 

25日（月） 連合自治会長会 

26日（火） こども講座 子どもスポーツ教室 

28日（木） 社会福祉協議会事業部会 

10月1日(日) 船木の自然を守る会活動日 

  

 

8月 15日(火)、恒例の「船木ふるさと夏まつり」が、船木小学校グラウンドで 

盛大に開催されました。前日からの台風の影響が心配されましたが、当日の朝に

は雨も上がり、絶好のまつり日和となりました。今年は久保原太鼓台が出場。秋

祭り本番さながらの見事な差し上げを何度も披露し、会場は拍手喝采に包まれま

した。太鼓台を囲んでの盆踊りは、練習の成果をいかんなく発揮し夕闇に浮かぶ

太鼓台と共に祭りを盛り上げていました。 

大サービスの出店で楽しむ子ども達や、お盆に帰省した人との再会を 

喜ぶ人達、家族連れでまつりは多くの人で賑わい、無事 

終了しました。 

 

 

開催にあたりましては、多くの方のご協力を頂き、

心より感謝申しあげます。ありがとうございました。 

船木夏まつり実行委員会 
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手足口病について 

かとうクリニック院長 加藤 正隆 

 手足口病は発疹が出るウイルス感染症です。夏に流行し、90％

が 5歳以下の乳幼児です。飛沫・接触感染で広がるため注意が必

要です。感染 3～5日後に、手足口などに 2～3mmの水疱性発疹が

出ます。熱は高くならないのがほとんどで、数日間で治ります。

有効なワクチンはありません。長期間 

便などからウイルスが排泄されたり、 

発病せずウイルスを排泄したりする場 

合があり、長期間隔離しても有効でな 

く、現実的でありません。 

感染してはいけない病気ではなく、 

ほとんどが子どもの間にかかって免疫 

をつけてきた病気です。手洗いは流水と石けんで十分に行い、タ

オルの共用はしてはいけません。特効薬はなく、症状に応じた治

療となります。しかし、高熱、2 日以上続く発熱、嘔吐、頭痛、

視線が合わない、呼びかけに答えない、呼吸が速く息苦しそう、

水分が取れない、ぐったりしているなどの症状がみられた場合は、

すぐに医療機関を受診しましょう。 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

楽 ＳＰＯ船木よりお知らせ 

 

 

日  時：平成 29年 9月 10日(日) 9：00～11：30 

場  所：池田池太鼓寄せ広場 

訓練内容：初期消火訓練・土のうづくり訓練・地震体験訓練 

     応急処置訓練・救急救命訓練・避難訓練 

     非常食試食 

 

 

 

 

楽 ＳＰＯ船木 ９月の予定 
●船木公民館 19:00～20:00 

ヨーガ(水)……… 6日・13日・20日 
●小学校体育館 19:00～21:30 

カローリング(金)……8日・15日・22日・29日 
バドミントン(木)……14日・28日（19:30～） 

公民館講座「陶芸教室」 

★国体デモスポ カローリング競技大会 

絆(宝利夫妻・藤田とも子さん)が優勝し、4位まで船木が

独占。ジュニアの部も優勝しました。 

★新居浜市軽スポーツ大会 

  3種目目の優勝ならず。シャッフルボード競技は団地が準

優勝、スマイルボーリング競技は予選リーグで惜敗しました。 

★全国大会出場のパイレーツ(学童軟式野球)及び、愛媛マドン

ナ(女子軟式野球)は１回戦は勝利しましたが、いずれも２

回戦で惜敗しました。 

 
 

 

 

訂正のお知らせ 8月号でお知らせした 9月 3日(日)のノルデ

ィックウォーキングの開催時間に間違いがありました。正し

くは 10時開始です。よろしくお願いします。 

船木校区防災訓練のお知らせ 

 

 

食生活改善協議会からのお知らせ 

食改料理 9月のテーマ 

「糖尿病に気をつけてＣＫＤを予防しよう」 

みんなで減塩チャレンジをしましょう。 

血圧が心配なあなた！参加しませんか？ 

・日 時：9月 14日（木）9：00～12：00 

・場 所：船木公民館 調理室 

 

 

来年の干支 戌(いぬ)を作ります。土の感触を楽しみなが

ら形を作っていきましょう 

（問合せ 船木公民館 41-6003） 

 

・日 時：9月 19日（火）10：00～12：00 

・場 所：船木公民館 和室 

・講 師：青葉 太一先生(青葉窯) 

・受講料：1,000円(材料代含む) 

・持参物：エプロン・粘土の乾燥を防ぐためのタオル 

・締 切：9月 12日(火) 

 

 

 

船木校区では、昨年度から「2017愛顔つなぐえひめ国体」

の開催に向けて「花いっぱいのまちづくり」事業に取り組ん

でいます。これは、みんなで花いっぱいにして、選手や関係

者の皆さんを迎えようというものです。 

8月 20日(日)、船木中学校の生徒さんやその保護者約 130

名と地域の有志の方約 50名が、800個のプランターに 2,400

株のマリーゴールドと日日草の苗を植えつけ、新居浜インタ

ーから国道 11 号線までの県道沿いに設置しました。毎朝、

有志の方が水やりをして下さっています。今はまだ小さいで

すが、10月の本番に向けて大きく花を咲かせ、道を彩ってく

れることと思います。通りかかったら、ぜひ見て下さい。 

暑い中、作業をして頂いた方々、本当にありがとうござい

ました。 

地震や自然災害は、いつ、どこで発生するか分かりませ

ん。いざという時のためにも日頃からの備えが必要です。 

地域のみんなで助け合って災害を乗り切るためにも、防

災訓練に、進んで参加しましょう。 

自
治
会
や
市
の 

防
災
訓
練
に
は 

進
ん
で
参
加
し
ま 

し
ょ
う
。 

「花いっぱいのまちづくり」 
 

第 67回新居浜市美術展覧会作品募集 

11月 3日から 11月 12日までの間、あかがねミュージアムにお
いて開催される第 67 回新居浜市美術展覧会に出品する作品を募
集します。奮ってご応募ください。 
 
募集部門：日本画、洋画、書道、版画、デザイン、写真、工

芸（陶芸・美術工芸・彫塑立体） 
応募資格：市内在住者、市内出身又は市内で勤務、学習して

いる者および市内中・高校生。 
申し込み・搬入：10月 19日（木）9：45～17：00 

（あかがねミュージアム多目的ホール） 
 応募方法：市役所、あかがねミュージアム、公民館、文化協会

においてある募集要項をご覧になり、所定の申
込書に必要事項を記入の上ご応募ください。 

     
問い合わせは・・・文化振興課（65－1554） 

 

 


