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3日(木) 楽SPO船木 推進委員会 

4日(金) 連合長寿会 定例会 

6日(日) 
船木校区総合防災訓練8：30～ 

船木の自然を守る会活動日 

8日(火) 

振込め詐欺防止講演会13:30～ 

自治会女性部 定例会 

少年補導委員会 定例会 

10日(木) 公民館運営審議会 

11日(金) 
民生児童委員会 定例会 

社会福祉協議会 役員会 

12日(土) 交通安全協会 定例会 

13日(日) 中学校体育大会 

16日(水) 金婚式表彰伝達式 

20日(日) 小学校運動会 

21日(月) 敬老の日（休館日） 

22日(火) 国民の休日（休館日） 

23日(火) 秋分の日（休館日） 

24日(木) 
子ども健康軽スポーツ教室 

社会福祉協議会事業部会 

25日(金) 連合自治会長会 

１０月4日 船木の自然を守る会活動日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えがお 

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 

七宝台自治会館 
１(火)・１５火) 

14:00～14:40 

豊園荘 
２(水)・１６(水) 

9:20～10:00 

船木小学校 
２(水)・１６(水) 

10:20～11:00 

長野太鼓台 

日程 ９月  1日（火）11：40～○全  

9日（水）14：55～○青○P  

１6日（水）14：55～○社○連  

３０日（水）14：55○長○女○交  

☆９/1(火)は２学期の始業式です。全員で児童
を見守ってあげましょう。 

船木かぶとっ子見守り隊・船木校区連合自治会 

 

 

 

 平成 29年 9月 30日から、国体が

愛媛県で開催されます。 

船木校区は「えひめ国体に向けた

花いっぱいの美しいまちづくり推進

事業」のモデル地区として参加して

います。松山自動車道新居浜ＩＣか

ら国道 11 号線に至る道路両側にプ

ランターを設置しています。 

7 月 6 日に船中生全員と船木連合

自治会、長寿会、船中 PTAの連携の

もと花植えをしました。それからの

水やりは、自治会、長寿会の方々が

交代で毎日してくださっています。 

暑い中、水やりをしてくださって

いるみなさん、ありがとうございま

す。 

 

去る 8 月 15 日(土)、船木が熱く盛り上がる一大イベン
ト「船木ふるさと夏まつり」が小学校グラウンドで開催さ
れました。沢山の見物客で賑わいました。 
 

平成27年6 月末日現在 

人 口  7,355人(-54) 

男  3,485人(-8) 

女  3,870人(-46) 

世帯数3,339 世帯(-6) 

（H26.6 と比較） 

きれいに咲い
てます✿ 

長野太鼓台の登場で、会場は一気に
盛り上がりを見せ、賑やかな夏まつりにな
りました。やっぱり、新居浜っ子は太鼓台
が大好きですね!(^^)!200 人ものかき夫
の皆さまありがとうございました。 
元気の良さに感動しました！ 

2017年に開催される、「愛顔つなぐ 
えひめ国体」のマスコットキャラクタ
ーのみきゃんも参加してくれました。 
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          かとうクリニック 院長 加藤正隆 

 これまでＡ型2株＋Ｂ型1株の3価だったワクチンが、今

シーズンからＡ型2株＋Ｂ型2株の4価になりました。これ

で、流行するインフルエンザのほとんど全てのタイプをカバー

できるようになります。主に流行するＢ型インフルエンザは

「山形系統」か「ビクトリア系統」と呼ばれる 2 つのタイプ

です。これまでは両方が同時に流行することが少なかったた

め、シーズン前に予測して一方だけをワクチンに入れていまし

た。しかし、最近は 2 株のＢ型インフルエンザが同時に流行

する傾向が増えてきたため、４価のインフルエンザワクチンが

求められていました。アメリカでは日本より先に４価ワクチン

を導入し、有効性を報告しています。今シーズンからは、両方

が入っているので、どちらのＢ型インフルエンザが流行して

も、予防効果を発揮することができます。一部のネット上など

では「インフルエンザワクチンは打たないで」という情報が出

回っていますが、古い情報と誤解による誤った情報ですのでご

注意ください。最近はタミフルなどの抗ウイルス薬に耐性を持

ったインフルエンザウイルスが出現しています。小さな子ども

の場合は、ワクチン接種をしておくことでインフルエンザ脳症

を防ぐことができるとされています。また高齢者に 

おいても、重症化を防止し入院を避ける効果が 

大きいのでワクチン接種が推奨されていますの 

で、インフルエンザの予防接種を受けること 

をお勧めします。 

 

新居浜交通安全協会 船木支部 

期  間   ９月２１日（月）～９月３０日（水） 

スローガン   『 渡りきる 老いの歩幅に 待つゆとり 』 

運動の基本  子供と高齢者の交通事故防止 

運動の重点 

・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止 

・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい 

                     着用の徹底 

・飲酒運転の根絶 

  ・「シェア・ザ・ロード」の精神の普及促進 

平成２７年６月１日から  

改正道路交通法の施行に伴い 

 自転車運転中に危険なルール違反をくりかえすと 

                 受けることになります。 

 

陶芸教室 
日  時  9月 28日(月) 10:00 ～12:00  

講 師  青葉 太一 先生（青葉窯） 

コース  干支のさる 

参加費  各1,000円 

持参物  エプロン・タオル（粘土の乾燥を防ぐ） 

締 切  9月24日（公民館まで） 

今回は、来年の干支の≪サル≫を作ります。手で土の感触

を楽しみながら形を作っていく感覚を体験してみませんか！ 

毎年作って干支を揃えることも楽しいですよ(*^_^*) 

                              

新居浜市では、子育て中の方、これから子育てが始まる方を対

象に「子育て応援パスポート」を交付します。このパスポートは、

登録店舗（ポスターが目印です）に提示することで、そのお店独

自のサービス（例えば割引、ワンドリンクサービスなど）を受け

ることができるものです。 

■対象 （１）妊娠中の方（２）１５歳以下の方（１５歳になっ

てから最初の３月３１日を迎えるまでの方）がいる家庭 

■交付枚数 対象家庭に１枚 

■申込方法 平成２８年３月３１日まで子育て支援課窓口で受

付中。（１）母子健康手帳、印鑑（シャチハタ不可）（２）対象

となる子どもの生年月日がわかるもの（保険証など）、印鑑（シ

ャチハタ不可）をお持ちください。 

■パスポート有効期限 平成２８年３月３１日 

■問い合わせ 子育て支援課 ６５－１２４２ 

 

 

今年度のテーマは、別子銅山です。日本の近代化産業を支え

た、また新居浜市の発展の礎となった別子銅山。 

 その歴史とロマンを垣間見る歴史ある探索に出かけてみま

せんか！ 

 中持道・下部鉄道後 → 雨天時 広瀬歴史記念館 

内宮神社～下部鉄道跡～中宿～中持道～内宮神社 

日  時  9月 29日(火) 9:00 ～12:00  

場 所  山根グラウンド東屋バス停付近（各自） 

   締 切  9月25日（参加希望者は公民館まで連絡ください） 

 山田社宅群・選鉱場跡 

日  時  10月6日(火) ９:00 ～1２:０0  

場 所  滝宮公園駐車場集合（各自） 

 

ふるさと探訪講座 
 

ヨガ教室開講          9/9、9/17 

9月は公民館で行います（19時から約 1時間ほど） 

子ども健康軽スポーツ教室 

9月 24日(木)   9：30～  小学校体育館 

     用意するもの・・・上ばき・タオル・飲み物 

ノウディックウォーク 

9月 27日(日) 池田池公園10:00～ 

  用具は準備しています。 

☆楽 SPO船木（船木小体育館 19：00～21：30） 

カローリング          4日・10日・18日・24日 

バドミントン    11日・25日 

 

メンズキッチン教室 

包丁を握った事が無い「初心者でも安心」 

 必ず家で実践できる「男性用の特製レシピ」 

 サークル感覚で気軽に楽しめる  

キッチンで男性が料理づくりを楽しむと、家族が友人が集ま
り、会話や笑顔が増え、「料理」を通してお互いの理解と感謝
の気持ちがきっと生まれてきます！！ 

男子料理には、《人を笑顔と笑顔で結ぶ》魅力があるのです。 
是非、参加して楽しんでみませんか！今回で 3回目です。  

日  時  9月 30日(水) 9:30 ～13:00  
場 所  公民館調理室・和室 

講 師  伊藤 桂子 先生（七宝台） 

準備物  エプロン・三角巾 

参加費  800円 

締 切  先着１2人（公民館まで） 

メニュー  米飯（お米も研いでみましょう） 

      チンジャオロース・こんにゃくのピクルス 

      白菜とちりめんのナムル・ワインゼリー     

常備菜（きゅうりの佃煮） 

 

 

 

 

 

                              

参加お待ち
しています 

自転車運転者講習 
 
 

日時 10月 20日 19：30～21：00   講師 小野 晋也さん 


