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   6日(水)15：10～○青○P ○シ  

13日(水)15：10～○社○連○シ  

20日(水)15：10～○連○交○女○シ  

27日(水)15：10～○社○連○シ  

船木かぶとっ子見守り隊 
船木校区連合自治会     

 

館 報 

令和元年 9月末日現在 

人 口 7,094人(＋11) 

男  3,343人(＋１１) 

女  3,751人(±0) 

世帯数3,341世帯(＋20) 

(同年６月末日と比較） 

★子育てサロン ふなっこ★  11月 19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 船木公民館 41-6003 

１１月の日程 

集団検診のご案内  ・日 時：１１月１２日(火) ８：３０～１１：００ 

           ・場 所：船木公民館 

           ・問合せ：保健センター ☎３５-１３０８ 

場所・・・船木小学校体育館・グラウンド 
開催時間・・・9時～14時 

 
  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、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 

 

「自分の命は自分で守る！」 
船木校区連合自治会長  星加 勝一 

日本列島は度重なる自然災害で国民の生活が脅かされています。 

 最近の自然災害は台風のほか、地震、豪雨、猛暑、火山の噴火、竜巻と言った災害

が相次ぎ、他の地域の災害を自分の地域で起きたと想像し、身を守る心構えが大切で

す。 

 災害対策は自分の命は自分で守るという「自助」が基本で、これまで幸いなことに被

害に遭わなかった人も数々の災害を思い出して、細心の注意を払い、「自分は大丈

夫」と考えることは単なる過信であり、禁物です。 

 マグニチュード（M)８クラスの大地震が 30 年以内に 70～80%の確率で発生すると予

測される中、他人が受けた被害が自分にも起きたと考え、難を逃れる自分をイメージす

る。避難訓練のように取るべき行動を指示されるのではなく、自ら判断する能力を磨く

よう日々努めて下さい。 

 
最近日本列島を襲った自然災害 

発生年月日   災害場所・災害名 被  災  内  容 

2014/8/20 広島豪雨災害（土砂崩れ） 死者 74名 

2014/9/27 御獄山が噴火 死者 58名 水蒸気爆発 

2015/9/10 鬼怒川氾濫（堤防決壊） 救助者 265名 

2015/6/18 大阪北部地震（震度 6弱） 小学校のブロック塀が倒れ 9歳女児が犠牲 

2016/4/14 熊本地震（震度７） 
死者 41名、避難 11万人、熊本城甚大な
被害 

2017/7/6 九州（福岡・大分）豪雨災害 
死者 34名・45万人に避難指示 
24時間で 545.5 ﾐﾘの雨量 

2018/7/7 

西日本豪雨（岡山、広島、愛
媛） 
(宇和島市 1時間に 59.5 ﾐﾘの
降水量) 

全国で死者 217名、避難者は 5200人 
ダムの放流により浸水被害拡大（大洲他） 
浄水場が壊滅的被害・断水（宇和島市） 

2018/8月 熱中症（猛暑も災害！） 
4/30～8/5(3 ｹ月） 
救急搬送 71,266人、死亡者 138人 
熊谷市で 41.1度を記録（国内最高気温） 

2018/9/4 
台風 21号関西地方に被害(風
雨災害） 

死者 13名 
関空橋にタンカー衝突 

2018/9/6 北海道震度７ 
5人死亡 無数の山が崩壊（厚真町） 
全域 295万戸停電 

2019/8/28 九州北部豪雨 佐賀県豪雨被害（病院孤立） 

2019/9/9 台風 15号 
ゴルフ場練習場のポール倒壊 
千葉全域で 50万戸の大停電 

 

１１月１０日(日)  船木校区文化祭開催 

前売りバザー券の 

引き換えは１３：３０までに

お願いします。 

 

七宝台自治会館（14：00～14：40） 
12日(火) 

26日(火) 

豊園荘 （9：20～10：00） 

船木小学校 （10：20～11：00） 

13日(水) 

27日（水） 

 

2日（土） 連合長寿会定例会 

3日（日） 
文化の日（休館日）  

船木の自然を守る会活動日 

4日（月） 振替休日 

5日（火） 楽 ＳＰＯ船木運営委員会 

7日（木） 社会福祉協議会役員会 

9日（土） 
交通安全協会定例会 

校区文化祭準備 

10日（日） 校区文化祭 

12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 

15日（金） 民生児童委員協議会 定例会 

16日（土） 青少年健全育成会 定例会 

22日（金） 
運営審議委員会 

池田池まちづくり実行委員会 

23日（土） 勤労感謝の日 (休館日) 

25日（月） 連合自治会長会 

27日（水） 公民館講座「私たちが後世に遺すべきもの」 

28日（木） 社会福祉協議会 事業部会 

30日（土） 一日敬老の家・一日里親（社協） 

12月1日(日) 船木の自然を守る会活動日 
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食生活改善協議会からのお知らせ 

 

前日の雨もすっきりと上がり、爽やかな秋晴れの朝、長寿会の会員

はじめ総勢約５５０人が船木小学校グラウンドに集まりました。開会式

では石川市長から笑いを交えたユーモラスな挨拶を頂き、皆さん笑

顔で聞いておられました。続いてラジオ体操で身体をほぐし、プログラ

ムにそって競技を楽しみました。 

応援の言葉は「走らんでえーよ～ !(^^)!」です。美味しい昼食や、お

楽しみ抽選など、皆さん和気あいあいと元気に一日を過ごしました。       

この運動会にも船木中学校からボランティアの参加があり、一日お

手伝いをして頂きました。本当にありがとうございました。 

令和元年１０月２０日 

石川市長より挨拶を頂きました 

名　　　　　目
被害者の

年齢・性別
被害場所 被害金額

ゲーム使用料金名目 60代女性 松山市 53万円

有料動画の利用料名目 50代主婦 新居浜市 30万円

架空当せん金(1億円）受渡し名目 30代土木作業員 愛南町 134万円

消費料金の訴訟装う脅迫はがき 70代無職女性 内子町 110万円

架空請求名目 80代女性 伊予市 1385万円

架空請求名目 70代女性 松山市 400万円

手数料名目(800万円当り馬券） 60代男性 西条市 175万円

有料サイト未納料金名目 20代男性 西条市 240万円

検察庁偽サイト詐欺 30代女性 八幡浜市 100万円

融資保証金名目 50代男性 新居浜市 202万円

名義貸しトラブル解決名目 70代女性 伊予市 2000万円

架空請求名目 60代女性 松山市 810万円

サイト退会費名目 40代男性 四国中央市 126万円  

 

 

 

「私たちが後世に遺すべきもの」 
 ～新一万円札の肖像に決まった渋沢栄一の人生と思想に学ぶ～ 

・日  時・・・１１月２７日（水）１０：００～１１：１５ 

・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・・・不要（無料） 

公民館講座のお知らせ 

2024年に発行される新一万円札の肖像には、生涯に500

社もの会社設立と関与して、「日本資本主義の父」と呼ばれた

渋沢栄一が選ばれました。彼の人生と思想を通して、人が後

世に遺すべきものが何かについて論じてみたいと思います。

ふるってご参加ください。          小野 晋也 

 

 １１月の予定 

●アダプテッドスポーツ教室・・・小学校体育館 

  お気軽にご参加ください (^^♪ 

・２日（土）１３：００～  ・１２日（火）１９：００～ 

・１６日（土）１３：００～  

●ヨーガ教室（木）・・・船木公民館 

     ７日・１４日・２１日・２８日 １９：００～２０：００ 

●カローリング(金)・・・小学校体育館  

１日・１５日・２９日 １９：００～２１：００ 

 

楽  S P O  船 木 だ よ り 

★５０回記念市民体育祭関係成績(１０月２０日把握分) 

・ふれあい競技部門 カローリング大会 

  優勝…えんとつ山(楽 ＳＰＯ船木) 

  ３位・・・愛顔の愛媛(楽 ＳＰＯ船木) 

・スポーツ競技部門 バドミントン優勝（連覇！） 

  剣道団体高学年の部３位・・・船木Ａ 

★愛顔フェスタ２０１９の開催 １１月４日(月・振替休日) 

山根体育館 ９時～ カローリング競技他…参加費用・競技方

法・申込等については、自治会回覧チラシを参照ください。 

 風船バレー 
囲碁ボール  
ボッチャ 他 

 

 

特殊詐欺被害３５６億円(２０１８年度) 
 

 社会福祉協議会船木支部 支部長 星加 勝一 

「おれおれ詐欺」などの特殊詐欺の昨年 1 年間の被害額は３５６億８千

万円と４年連続で減少しているものの、依然として深刻な情勢となってい

る。 類型別では、オレオレ詐欺、有料サイト利用料金名目の「架空請求

詐欺」は高止まりでこの２つで認知件数全体の８４.８%を占めている。 

 ６５歳以上の高齢者の被害は７８%で、高齢者の被害対策が重要さを増

している。 

  特殊詐欺の名目も多様化し、オレオレ詐欺の他に 

架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺、 

金融商品等取引名目、ギャンブル必勝法情報名目、 

異性との交際あっせん名目等がありますので、くれぐ 

れも甘い話には乗らないように気をつけましょう。 

  参考に最近の県内の特殊詐欺をリストアップしてみました。 

 

 

 平成２５年より船木公民館に務めてこられました藁谷 

七恵さんが令和元年９月末をもって退職されました。 

長きにわたり、四季折々の綺麗な花壇や館内の維持・

管理をして頂き、本当にありがとうございました。 
 

 

 

船木公民館職員についてお知らせ 
 

初めまして。令和元年１０月１日から、新しく

公民館管理人になりました小武 美鈴です。 

 初めてのことで不安一杯でしたが、地域の皆

様が優しく声をかけて下さり、感謝しておりま

す。これからどうぞよろしくお願い致します。 

 

食改料理 11月のテーマ 

「災害時の食事を考えよう」 

～備蓄の缶詰や乾物を使って～ 

※災害時に役立つポリ袋を使ったパッククッキングです 

・日 時…１１月１４日（木）９：００～１２：００ 

・場 所…船木公民館 調理室 

 

 

 

 

ボール送り 

玉入れ 

堂々の選手宣誓！ 


