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七宝台自治会館 

（14：00～14：40） 

14日(火) 

28日(火) 

豊園荘 

（9：20～10：00） 
1日(水) 

15日(水) 

29日(水) 
船木小学校 

（10：20～11：00） 

2日（木） 楽 ＳＰＯ船木運営委員会 

3日（金） 文化の日（休館日） 

4日（土） 校区文化祭準備 

5日（日） 
校区文化祭 

船木の自然を守る会活動日 

7日（火） 連合長寿会定例会 

9日（木） 社会福祉協議会役員会 

10日（金） 民生児童委員協議会 定例会 

11日（土） 
一日敬老の家・一日里親 

交通安全協会定例会 

14日（火） 

集団検診（船木公民館） 

自治会女性部定例会 

少年補導委員会定例会 

17日（金） 公民館講座「日中戦争と歴史問題」 

18日（土） 青少年健全育成会 定例会 

23日（木） 勤労感謝の日 (休館日) 

27日（月） 連合自治会長会 

30日（木） 社会福祉協議会 事業部会 

12月3日(日) 船木の自然を守る会活動日 

     1日(水)15：05～○青○P ○シ  

8日(水)15：05～○社○連○シ  

15日(水)15：05～○連○交○女○シ  

22日(水)15：05～○社○連○シ  

29日(水)15：05～○連○交○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９ 月末日現在 

人 口  7,261人(-2) 

男  3,410人(-3) 

女  3,851人(+1) 

世帯数 3,366世帯(-1) 

(同年６ 月末日と比較） 

★ 子育てサロン ふなっこ ★  11月７日(火)10時～11時 

今回は『おもちゃあそび』 

❤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 

未就園児親子対象。警報発令時は安全のため中止します。 

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

１１
月
の
日
程 

「少子高齢化時代の波紋」 

船木校区連合自治会長 星 加 勝 一 

 2015年10月に実施された国勢調査によると、日本の総人口は1億2709万4745

人でした。 

このうち 65歳以上は 3346万人に上り、総人口に占める割合を表す「高齢化

率」は、26.6%と過去最高に達しました。つまり 4人に 1人超が高齢者となり、

65 歳以上の比率は世界で最も高い水準にあります。逆に 15～64 歳の「生産年

齢人口」は 7656万 2千人です。全体に占める割合は 60.3%で、第２次世界大戦

の影響が残る 1951年（60.0%）に続く低さでした。 

これに伴い、税金や保険料でまかなった年金、医療、介護などの社会保障の

給付は毎年 1兆円規模で増加し、17年度予算案では、社会保障費は 32兆 4,735

億円です。一般会計の歳出のちょうど 3分の 1に当たります。 

少子高齢化は社会保障以外でも、労働人口の減少が経済成長の阻害要因とし

て懸念され、人工知能（AI）を活用した成長戦略が急ピッチで進められており、

コンビニでは 2025年までに、買い物かごを置くだけで瞬時に自分で会計ができ

る「セルフレジ」の導入を目指しています。 

また、西予市で今年 2月に住宅 11棟が全焼した火災は、少子高齢化が進む地

域の平日昼間の消防力の空洞化が大火災を招いたとし、その対策が急がれてい

ます。 

新居浜市でも少子高齢化の進行を見据えたコンパクトなまちづくりを目指し

て、医療・福祉・公共交通等がどうあるべきかの協議が始まっています。 

船木校区でも、過去のしがらみにとらわれず、少子高齢化に見合った持続可

能な地域活動にして行かねばなりません。 

 

 

集団検診のご案内  ・日 時：11月 14日(火) 8：30～11：00 

           ・場 所：船木公民館 

           ・問合せ：保健センター ☎35-1308 

第 65回愛媛県社会福祉大会において表彰されました! 
おめでとうございます！ 

愛媛県知事表彰         浅井 憲子様（七宝台） 

愛媛県民生児童委員会会長表彰    佐々木 つや子様（大久保） 

                         安葉 誠司様（国領） 



船木公民館だより  （発行  船木公民館広報部  ４１－６００３）                  平成２９年１１月１日    第４４７号 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「日中戦争と歴史問題」 
       ～この夏中国を旅して～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日 時：11月 17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 

公民館講座のお知らせ 

 

楽 ＳＰＯ船木 11月の予定 
 

●船木公民館 19:00～20:00 

ヨーガ(水)……… …‥8日・15日・22日 

●小学校体育館 19:00～21:30 

カローリング(金)……10日・17日 

バドミントン(木)……23日（19：30～） 

★ふれあい軽スポーツ大会 №3 （バレーボール大会） 
開催日：11月 12日(日) 
場 所：船木中学校体育館 
時 間：8：30～ 

 

全日緑十字銅章 交通安全功労賞     渡辺 明夫様（客谷） 

地区優良運転者協会長賞     薦田 敬子様（大久保）  

   〃               坪内 美恵子様（元船木） 

〃          昇  裕美様（国領） 

楽 SPO 船木からのお知らせ 

受賞 おめでとうございます!! 
 

食改料理 11月のテーマ 

「非常時こそ地域の力 
～これからの災害食に求められるものは？～」 

避難時のお話を聞いたり、簡単な料理を作ります。 

・日 時：11月 9日（木）9：00～12：00 

・場 所：船木公民館 調理室 
・受講料：500円 

 
 

食生活改善協議会からのお知らせ 

場所：船木小学校体育館・グラウンド 

開催時間：9時～14時 30分 

 

※バザー引き換えは 14時までとなっております。 

 

  スポーツの秋、味覚の秋、そして芸術の秋となりました。 

今年度も地域の皆様のご支援・ご協力をいただき、平成 29年

度船木校区文化祭を開催いたします。学校・ＰＴＡ・地域が一丸

となり、工夫を凝らした作品展示やバザーをしております。即売

コーナーは毎年大人気で、早々と売り切れになります。 

皆様、どうぞお誘いあわせの上、会場へ足をお運びください。

お待ちしております。 

船木校区文化祭実行委員会一同 

 今年は、盧
ろ

溝
こ う

橋
きょう

事件が起こり日中戦争が始まって、80

年という節目の年です。そこで私は、全国各地の仲間たち

と共に、日中戦争の激戦地であった上海
しゃんはい

・南京
なんきん

・徐州
じょしゅう

を

巡り、その戦跡を訪ねるとともに、日中双方の犠牲者達に

祈りを捧げてきました。 

 今回の講演では、その旅の様子をご紹介するとともに、

日中戦争について、共に皆様と考えあってみたいと思いま

す。 

小野 晋也 

★愛顔フェスタ 2017 カローリング大会開催 ★ 

開催日：11月 23日(木・祝) 

場 所：山根体育館 

時 間：9：00～ 

会 費：会員 500円・非会員 800円 

※初心者大歓迎です。当日練習できます。 

お気軽にご参加下さい。 

詳細は別途配布のちらしをご覧ください 

今年は民生委員制度創設 100周年の年です。 

12月 8日(金)から 17日(日)まで、記念式典講演会、地域の活

動写真展示等が、記念行事として、あかがねミュージアムで行わ

れます。ぜひ、会場へお越しください。 

民生児童委員 

車の運転 あなたは大丈夫？ 
～３つ以上該当したら専門医へ～ 

社会福祉協議会船木支部  

支部長 星加 勝一 

最近、車の運転が以前のようにスムーズに出来なくなっ

たと思いませんか？そう思う人は、下記の「認知症機能低

下の早期発見チェックリスト」で試してみて下さい。 

このチェックリストの15項目のうち3つ以上当てはまる

と、軽度認知障害や認知症の恐れがあり、専門医の受診を

お勧めします。 

 

□ 車のキーや免許証を探し回った 

□ 道路標識の意味が思い出せなかった 

□ 駐車場で車を止めた位置が分からなくなった 

□ よく通る道なのに曲がる場所を間違える 

□ 車で出かけたのに他の交通手段で帰ってきた 

□ アクセルとブレーキを間違えた 

□ 曲がる際にはウインカーを出し忘れた 

□ 反対車線を走ってしまった（走りそうになった） 

□ 右折時に対向車の速度と距離の感覚がつかみにくく

なった 

□ 車間距離を一定に保つことが苦手になった 

□ 合流が怖くなった（苦手になった） 

□ まだ駐車場所の線や枠内に車を止めるのが難しくな

った 

□ 右左折時に歩行者らが急に現れて驚くことが多くな

った 

□ ミスや危険な目に遭うことで頭の中が真っ白になった 

□ 同乗者と会話しながらの運転がしづらくなった 

【愛媛新聞(H29.3.12)より】 

 

「命を守る 早めのライトと反射材」 

見える 目立つを意識して交通事故防止 に努めましょう。 

 


