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  １１月１７日(水)１４：５０～ 

船木かぶとっ子見守り隊 

船木校連合自治会  

 

館 報 

令和 3年 9月末日現在 

人 口 6,929人(-16) 

男  3,279人(-1) 

女  3,650人(-15) 

世帯数 3,366世帯(-3) 

(同年 6月末日と比較） 

★子育てサロン ふなっこ★  １１月９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 

集団検診のご案内 

・   日時・・・１１月１０日(水)８：３０～１１：００ 

場 所・・・船木公民館 

・ 問合せ・・・保健センター☎３５-１３０８ 

 

 

七宝台自治会館 
（14：00～14：40） 

９日(火) 

※２５日(木) 

豊園荘 （9：20～10：00） 

船木小学校 （10：20～11：00） 

 １０日（水） 

２４日（水） 

 

3日（水） 文化の日（休館日）  

4日（木） （船木分団 幹部会) 

6日（土） 
連合長寿会定例会 

青少年健全育成会 

7日（日） 
校区防災訓練 

船木の自然を守る会活動日 

9日（火） 少年補導委員会定例会 

10日（水） 特定検診 

1１日（木） 社会福祉協議会役員会 

12日（金） 民生児童委員協議会 

１３日（土） 交通安全協会定例会 

１7日（水） 公民館講座「船木を歩こう」 

１9日（金） 
公民館講座「二宮金次郎から学ぶ現代教育」 

楽 ＳＰＯ船木推進委員会 

22日（月） 校区別人権教育市民講座 

23日（火） 
勤労感謝の日（休館日） 

花いっぱい事業 

25日（木） 連合自治会長会 

26日（金） 社会福祉協議会 事業部会 

29日（月） 
運営審議委員会 

公民館講座「ポーセラーツ教室」 

12月5日(日) 船木の自然を守る会活動日 

 

 

 

 

 

 

  公民館講座「船木を歩こう」 

～船木を歩いて健康づくり～ 

・日時・・・令和３年１１月１７日(水) 公民館９時出発 

・行先…池田池１周 ・先着２０名・参加費・・・１００円 

※準備の都合がありますので、当日参加はお断りする場

合があります。 

※コロナ感染予防対策を各自でお願いします。 

 

感染回避行動の徹底を日常化し、 

新規陽性者数ゼロを目指しましょう !! 
 

  

  

「避難所運営マニュアル」について 
 

船木連合自治会長 星加勝一 

近年の自然災害には温暖化の影響と思われる豪雨災害があちらこちらで発生しており

ます。何点か実例を挙げると平成２５年９月の京都地方一円を襲った台風１８号による大

雨で道路や田畑が冠水しました。 平成２６年８月には広島市安佐南区、安佐北区で土

砂崩れや土石流が発生し、３９名超の方が死亡、また平成２７年９月には茨木県常総市

を流れる鬼怒川の堤防が決壊し家や田畑が冠水しました。平成３０年７月には台風７号

の影響に加え、長雨が重なり西日本一帯が被害を受け、愛媛県では宇和島市と大洲市

が大きな被害を受けました。 

そして令和元年７月には佐賀県を中心とした九州北部大雨、令和２年７月には球磨川

氾濫による熊本豪雨発生しております。 

最近では令和３年７月３日に熱海で大規模な土石流が発生し、２６名が死亡し１人は

いまだに行方不明となっており、現在被災者は損害賠償を求めて提訴している。 

こうして災害履歴を振り返ってみると、新居浜市が、又船木地域がこうした災害にいつ

襲われても不思議でない状況にあります。 

災害発生時には大なり小なりの避難所が必要で、その避難所の設営、運営面でトラブ

ルが発生していました。 

そこで新居浜市では「避難所運営マニュアル」の作成を各自治体に勧めており、「避難

所運営マニュアル」作成のためのマニュアルが作成されております。 

この新居浜市作成のマニュアルに基づいて、 

角野校区が「避難所運営マニュアル」を既に作 

成しております。船木校区でも同じ要領で作成 

を考えていますが、それには各種団体が協力 

して「マニュアル作成部」を立ち上げて取りかか 

らないと作成は困難です。 当面は「避難所運 

営マニュアル」の必要性を感じる住民の底辺を 

広げて行く事に取りかかりたいと考えていますの 

で、みなさまのご協力をよろしくお願いします。 

 

ちょっといいはなし 

 子どもが帰り道にゴミ一個拾う運動があると聞いた。毎日

大人が捨てるゴミがいっぱいあるもンだ。 

 この岡田青年、高速道路側道を散歩中、多くのポイ捨て

ゴミを見て、自分がゴミ袋を持ち拾い集める姿が、捨てる大

人の心に響けば…と、８月から運動を兼ねて土日に拾って

いるそうです。                    （Ｓ氏談） 

         

 
青
年
発
見
！ 

いい話、嬉しい話が

あったら、どしどし公

民館にお知らせくだ

さいね♪ 
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１１月の予定 

●アダプテッドスポーツ教室・・・小学校体育館 

９日（火） １９：００～  １３日(土)１３：００～１５：００  

   ２７日（土）１３：００～１５：００ ※２７日は雨天中止です。 

●ヨーガ教室（水）・・・船木公民館 

     １０日・１７日・２４日 １９：００～ 

●カローリング(金)・・・小学校体育館  

５日・１２日・２６日 １９：００～ 

★楽 ＳＰＯ船木では会員を常時募集しております★ 

楽 SPO船木だより 

おめでとうございます！ 
 

 

 

 

・「二宮金次郎に学ぶ現代教育」 
※日にちが変更になりました。 
  

・日  時・・・１１月１９日（金）  

１３：３０～１４：４５ 

・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） 

 船木小学校には、二宮金次郎の銅像があります。柴を
背負い、歩きながら本を読む金次郎の少年時代の像で
す。 
 しかし、二宮金次郎がその生涯で何を為したのか、そし
てどのような教えを持っていたのかなどを知る人はほとん
どおられないと思います。 
 今回の船木公民館での教養講座では、この金次郎の
人生や教えを基にして、今の時代の教育問題を話し合っ
てみたいと思います。 

１１月公民館講座のお知らせ 

 

 
多年にわたり地域の犯罪防止及

び青少年の非行防止活動に積極

的に貢献し、その多大な功績が認

められ、新居浜地区防犯協会・新

居浜警察署より表彰されました。 
 
 
これからもよろしく 

お願いいたします。 

 

 

第７０回秋季県展彫刻部門 特選を受賞されました！ 

元船木自治会長 仙波 力男 

『孟宗竹根彫刻 蛙の四つ相撲』が

特選を戴きました。筍を掘っている

時に、石や木の根っこに挟まり、曲が

り歪んだ竹根の生命力を○○像に

表現できないかと、彫り始めました。

竹根をスコップやツルハシで掘り出し

て、谷川で小石や土を除去し、熱湯

で炊き油抜き乾燥に１年…。節で穴

開き失敗と破棄が、掘り出す苦労報

われず泣いた事も…。山の竹林を地

下の竹根の形を想像し探し歩くが体

力がいる。 

これからも、異端な孟宗竹根にこだ

わり続けて、蚤と彫刻刀で彫っていき

たいです。（寄稿） 

県展新居浜移動展が11/11～11/23の間、あかがねミュージア

ムで開かれます。ぜひ会場に足をお運びください。 

第４７回新居浜市民歩け歩け大会が開催されます 
 

○日   時  令和３年１１月２８日（日） 受付８：３０～ 開会式９：００～ 

          ※雨天の場合は中止とします。 

○場   所  山根公園芝生広場 

○順   路  ①山根公園～滝の宮公園（往復約８km、所要時間約３時間） 

          ②山根公園～広瀬公園 （往復約 4.6km、所要時間約２時間） 

○申 込 み  事前申込制 窓口、電話、FAXのいずれかで①氏名②住所 

③電話番号④希望 

○申込期間  令和３年１０月２５日（月）～１１月１９日（金） 

○そ の 他  雨天等で中止となる場合は、市のホームページ、SNSでお知らせい 

たします。 

 

 

【申込先】  

スポーツ振興課    TEL：65-1303  FAX：65-1306 

（市役所５階）       

市 民 体 育 館    TEL：34-1888 FAX：32-4044 

山 根 体 育 館    TEL：43-2905 FAX：39-0123 

 

【問合せ先】  

新居浜市教育委員会事務局スポーツ振興課   

TEL：65-1303 
 

佐々木 つや子様（大久保） 
 

趣味講座「ポーセラーツ教室」 

真っ白な磁器に、お好きな色や柄の転写紙(特殊なシール)を貼り、

焼き上げます。世界にたったひとつのカップやお皿を作りましょう。お

気に入りのカップやお皿で素敵な時間をどうぞ♪  
 
・日 時：１１月２９日(月) ※日にちが変わりました！ 

１０：００～１２：００ 

・場 所・船木公民館２階 

・講 師：眞鍋 慶子先生 

・受 講 料：１．０００円程度 

（器、シール、焼成代、すべて含む） 

・申 込 先：船木公民館 

(℡41-6003) 

 

 

 

 
やっとできました！今年初めての「船木を歩こう」 

 

 


