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平成２６年 ４月 １日

第 404 号

平成25年12月末日現在
人 口 7,402 人(-102)
男 3,482 人(-37)
女 3,920 人(-65)
世帯数 3,279 世帯(-20)
（H24.12 と比較）

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。

1日(火)

連合自治会長会

4日(金)

長寿会 定例会
楽SPO理事会

5日(土)
6日(日)

自治会女性部 総会
船木の自然を守る会活動日

8日(火)

小学校入学式
少年補導委員会 定例会

9日(水)
10日(木)

中学校入学式
社会福祉協議会 役員会

11日(金)
12日(土)

民生児童委員会 定例会
交通安全協会 定例会

19日(土)
24日(木)

青少年健全育成会 定例会
社会福祉協議会総会

２９日(月)

昭和の日（休館日）
連合自治会長会

5月１日
4日

船木の自然を守る会活動日

七宝台自治会館
豊園荘
船木小学校

去る３月 2 日、山根グラウンドに於いて新居浜市消防観閲式が実施されまし
た。船木分団は部隊訓練と梯子乗り操法を披露いたしました。梯子乗り操法は、
藤田昌士さん(七宝台)と竹内清高さん(高祖・親子 2 代目として活躍)が披露され
ました。船木分団の梯子の演技は圧巻で、その統率のとれた演技をするには多く
の練習時間を要し、多くのご苦労があったものと思います。
地元地域の安全・安心を守る為に活動されている消防団の皆さまには感謝と敬
意を表します。
藤田昌士さん

竹内清高さん

平成 26 年新居浜市消防観閲式 表彰者
(敬称略)
・日本消防協会長表彰
（功績章） 髙橋 眞次（新居浜消防副団長）
・消防庁長官表彰 （永年勤続功労章） 藤田 正彦（船木副分団長）(高祖)
・愛媛県消防協会長表彰（勤続章 15 年） 伊藤
律（長野）
（勤続章 10 年）近藤 剛（高祖）（親子消防団員）藤田 正彦・潤也 (高祖)
・市長表彰
（功労章） 矢野 啓仁（長野）
森
優士（桧の端）
・団長表彰
竿頭綬 機械整備優秀
船木分団
功績賞
西 昌文(高祖)・藤田 潤也(高祖)

８ (火)・２２火)
14:00～14:40
９ (水)・２３(水)
9:20～10:00
９ (水)・２３(水)
10:20～11:00

4 月からは、新たなステーション
≪豊園荘≫が新設されます。

日程 ４月 ８日(火)11:30～全員（入学式）
横断幕の作成にあたり、郷土出身の
１６日(水)14:55～○
青○
P○
シ
篠原とおる先生（毎号館報イラスト掲載）
２４日(水)14:55～○
社○
連○
シ
にかぶとくんをカラーで登場させていた
３０日(水)14:55～○
長○
女○
交○
シ
だきました。これから、船木のシンボル、
ゆるキャラとして活躍してくれることで
船木かぶとっ子見守り隊
しょう。いろんな所でかぶとくんを見つ
船木校区連合自治会
けてくださいね！

船木小５ 年生の皆さんに標語とイラス
トを募集しました。その中でイラスト(右)
は藤田実季さん、標語(中央)は岸柚葉さ
んの作品に決定しました。
左記の児童・生徒を守る日には、いつ
も掲げて、児童の安全を見守ってます。

船木公民館だより （発行 船木公民館広報部 ４１－６００３）

日時・場所
４月 ５日(土)13:00～13:40 船木公民館
４月１３日(日)10:40～1100 林の端団地運動公園
４月１３日(日)11:20～11:40 高祖自治会館
料
金
･狂犬病予防集合注射 2,850 円
･新規登録 3,000 円
問 合 せ 先市役所環境保全課(２階) ☎６５‐１５１２

スマホ(スマートフォン)を使ってみよう！
日 時
４月２１日(月) 10:00 ～11:30
場 所
公民館図書室
講 師
NTT ドコモ
参加費
無料
締 切
先着１５人（公民館まで）
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2 年前より設立準備に入り、昨年 8 月地域の皆様に意識
調査のアンケートを実施し、この 4 月から従来の船木体育
振興会を発展的に解消し、楽 SPO 船木として活動を開始す
ることとなりました。
子どもから高齢者まで気軽に楽しくスポーツにふれあい
ながら、健康と体力づくりに取り組み、笑顔あふれる心豊か
な地域づくりを目指すものであります。軌道に乗るまでは体
育振興会の行事をベースに行い、TOTO の補助事業で用具
を整え、徐々に軽スポーツ(ニュースポーツ)を中心に、底辺
の拡大に取り組んでいきたいと思っております。試行錯誤を
繰り返しながらのスタートですが、地域皆様のご意見を参考
に他地域には見られない船木ならではのスポーツ組織とし
て、育てていただければと存じます。
今後は公民館等で楽 SPO 船木だよりを掲載させていただ
き、情報発信をしていきますので、各種行事への参加等ご協
力の程お願い申し上げます。
楽 SPO 船木代表 鴻上 勝美

ふるさと探訪講座
船木校区には、数々の貴重な郷土遺産が残されています。
その史跡を探訪してみませんか！４回シリーズで企画しま
す。まずは、打ち合わせ会を開きます。
期 間
４月６日（日） ～ ４月１５日（火）
ウォーキングとして楽しむもよし、歴史を紐解くもよし、 スローガン 『ゆずりあい そのやさしさも おもてなし』
いろいろな形で集まってみませんか！
①自転車の安全利用の推進
日 時
４月２５日(金) 10:00 ～11:30
自転車安全利用五則
場 所
公民館図書室
１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外
締 切
当日 OK（公民館まで）
２ 車道は左側を通行
３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４ 安全ルールを守る
○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
交通安全協会
去る平成 2６年３月１日（土）に新居浜市市民文化センタ
○夜間はライトを点灯
船木支部
ー中ホールにおいて、第５４回新居浜市公民館研究大会が開
○交差点での信号遵守と一時停止・安全
催されました。大会の中で、公民館活動に長年携わり支えて
確認
くださった方々に表彰があり、感謝状が贈呈されました。
５ 子どもはヘルメットを着用
おめでとうございます。
②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
『公民館活動功労者表彰』
③飲酒運転の根絶
守ってね。交通ルール！！
公民館運営審議会委員
元民生児童委員協議会会長
曽根 正夫さん（左）
公民館運営審議会委員
少年補導船木支部長
藤田 正和さん（右）

鴻上和子さん(下池田)は、昨年 11 月
30 日をもって民生委員・児童委員を退任
されましたが、この度多年にわたり社会
福祉の増進に貢献された功績により表彰
されました。おめでとうございました。
今後とも地域でのご活躍お願いします。

４月１１日（金）は新居浜市公民館連絡協議会総会のた
め、１５時から公民館事務室を閉めさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、お急ぎの方は教育委員会
社会教育課（電話 ６５－１３００）にお願いいたします。
退職にあたって
３月末をもちまして退職することになりました。２年間とい
う短い間でいたが、温かい人達に囲まれながら仕事をさせても
らった事を幸せに思います。皆様のご多幸をお祈り申し上げ、
御礼のご挨拶と致します。
主事補 河野晶子

船木校区の代表として４月19日(土 )中 ホ ー ル に 大 正 琴
運動の基本
≪琴衛会≫さんが 9 番目に出演します。是非ご来場ください。
☆子どもと高齢者の交通事故防止
【芸能の部】
１)新入園児・新入学児童及び高齢者の交通安全意識の高揚
※入場料無料
開催日
４月１３日～４月２７日
を図る。
２)子どもと高齢者に対する保護
※入場無料（整理券は公民館・市役所(スポーツ文化課)にあります。）
意識の高揚を図る。
【美術の部】
☆
飲酒運転の根絶
期
間・前期 ４月１０日（木）～１５日（火）
１) 飲酒運転は家庭の崩壊、身の破滅
洋画・書道・版画・工芸
☆夕暮れ時・夜間の交通事故防止
・後期
４月１７日（木）～２２日（火）
１)早めの点灯、相手に知らせ事故防止。
日本画・写真・デザイン・絵手紙・文芸・華道
２)夜間、早朝の散歩は反射材の着用を。相手に知らせ身を
守る。
ロビー茶会 4 月 12 日(土 10：30～15：00
呈茶料 250 円
“そのマナーとなりの子供が見て育つ”
『 みんなで目指そう
アンダー５０』
場 所 新居浜市立郷土美術館ロビー
問合せ先：スポーツ文化課(５階) 電話 ６５‐１３０３

船木郵便局では、重度の身体障害者(１級・２級の身体障害
者手帳被交付者)の方に、｢青い鳥郵便はがき｣をお一人につき
２０枚を無償配布の受付をします。
4/1～6/2 までに、身体障害者手帳をご持参の上、船木郵
便局窓口に申請をしてください。
問合せ：船木郵便局 電話４３－７９４８

