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第４０８号

館 報

平成 26 年 6 月末日現在
人 口 7,409 人(-18)
男 3,493 人(＋12)
女 3,916 人(-30)
世帯数 3,345 世帯(＋66)

（H25.6 と比較）

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。
船木連合自治会会長

１日(金)

連合自治会長会

2日(土)

楽ＳＰＯ船木 推進委員会

3日(日)

池田池ラジオ体操
船木の自然を守る会 活動日

5日(火)

連合長寿会 定例会
サバメシに挑戦しよう！

7日(木)
8日(金)

社会福祉協議会 役員会
交通安全協会 定例会

12日(火)

自治会女性部 定例会
少年補導委員会 定例会

15日(金)
18日(月)
20日(水)
21日(木)
９月１日
7日

船木ふるさと夏まつり
民生児童委員会 定例会
社会福祉協議会事業部会
特定健診結果説明会 9：00～

星加 勝一

新居浜市政策懇談会のコミュニティ再生ワーキンググループの提言に対する新
居浜市の対応が発表されましたが、船木校区に関する状況を説明させていただきま
す。
１．新しい交付金の創設
1) 花いっぱい運動（船木校区への交付金は 10 万円）
池田池のトイレ付近へプランターに植え付けて設置します。
2) 意欲ある地域で取り組むソフト事業（船木校区への交付金は 31 万円）
船木校区で既に実施している行事の援助金に充当します。
3) 校区防災事業（船木校区への交付金は 60 万円）
船木校区の防災訓練の援助金と自治会員等に「非常持出袋」を配布し、
防災訓練時にも活用していただく。
4) 敬老地域ふれあい事業（各自治会で実施して下さい）
人数割：1,000 円×参加人数（70 歳以上）
会場割：20 人未満（1 万円）
、20～50 人（2 万円）
、50 人以上（3 万円）
5) 防犯灯 LED 化等の推進
①現在設置している自治会所有の防犯灯を市の費用負担により LED へ更新
する。
②防犯灯維持管理事業交付金として防犯灯電気料金の 10 割相当分を交付する。

連合自治会長会
船木の自然を守る会 活動日

平成２６年

８月３日

七宝台自治会館
豊園荘
船木小学校

５(火)・１９火)
14:00～14:40
６(水)・２０(水)
9:20～10:00
６(水)・２０(水)
10:20～11:00

８月下旬頃に池田池公園の菖蒲の株分
けいたします。９月下旬まで池田池公園菖
蒲園の通路に置いておきますので、菖蒲を
希望される方は、ご自由にお持ち帰りくだ
さい。株が無くなり次第終了とさせていた
だきます。
お問合せ
都市計画課６５－１２７０

日

時

場 所

8 月 3 日（日） 7： 30～ 受 付
8:〇〇 ～10:00
船木池田池太鼓寄せ広場

当日は、新居浜市のゆるキャラ
≪まちゅりちゃん》も一緒に
ラジオ体操をするよ∻♪∻♪∻♪∻♪∻♪

お茶の参加賞
抽選賞品あり
ます❤

今年で 21 回目の開催となる『船木ふるさと夏まつり』に元船木太鼓台が出場
し、夏まつりを盛り上げます。お盆の時期に帰省されるご親戚やお知り合いの皆
さん多数お誘いあわせの上、ぜひご来場ください。
＊詳しくは、船木だよりと同時配布の「夏まつりのちらし」をご覧ください。
☆日 時

平成２6 年８月１５日（金）
17:00 ～ 21:00（雨天中止）

☆場 所

船木小学校グラウンド
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7 月 19 日開催

司会は船木中学校 3 年生
の池田将隆くんと石川結菜
さんです。
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３年ぶりに
開催したよ！！

ブレーメン
ナウでヤングな
ロックおやじ３匹！

大正琴（琴衛会）

新居浜マンドリンクラブ
会場全体が楽しくもはか
なげな独特の音色に聴き
入り、マンドリンの音色に
酔いしれました。
浜舞風和蔵楽
南国土佐の情熱を舞
うよさこい踊り～
初出演に会場大いに
楽しみました♪

船木中学校音楽部

船木小学校金管バンド

グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ 大 会 (６ 月 30 日 )
1 位 七宝台 A
2 位 七宝台 C
3 位 上池田
（上位 3 チームは市の大会に出場します。
）
雨も上がり、くもり空の中でのグラウンドゴルフ大会が開
催されました。今年は 13 チームの参加がありました。
グラウンドの状態もたいへん良く、ボランティアさんのお蔭
で芝もきれいにされていて、ホールインワン続出で 21 個も
出ました!(^^)!
一人で 3 回の方も居ましたし、特にロングホールでのホー
ルインワンは見ていても気持ちいい！！ギャラリーも楽しく
見物、応援することができたと思います。次回はもっとたく
さんのチームとお会いできるのを楽しみにしています。
関係者のご協力ありがとうございました。
（ｂｙ芝原）
ブロック対抗ラージボール大会

☆楽 SPO 船木（船木小体育館 19：00～21：30）
8 日・14 日・22 日・28 日
1 日・15 日・29 日

防犯功労賞
個人の部

篠原美和子さん（高祖）
西森 藤江さん（高祖）

個人の部

高嶋 正博さん（客谷）

「今年は、空海が四国八十八箇所霊場を開いて 1200 年の記
念年とされています。その年にあたり、空海の人生や思想に
ついて学び、また考え合ってみたいと思います。
日 時
場 所
講 師
当日参加
締 切

9 月 26 日(金) 19:30 ～21:00
公民館 2 階大会議室
橿樹舎舎主 小野 晋也さん（船木大久保）
OK 無料
当日 OK（公民館まで）

船木少年補導委員

9 月 7 日(日)小学校体育館 8：30～

カローリング
バドミントン

司馬遼太郎著『空海の風景』を読む

おめでとう
ございます。

基本的な生活習慣や、
「他人に迷惑をかけない」
、
「社会のル
ールを守る」など、人として身に着けなければならない「しつ
け」は、子供の一生の財産です。それには、言葉だけでなく、
親が模範となるよう心がけましょう。
子供を、学校の成績だけで「良い子、悪い子」と決めつけて
いませんか。それが子供の能力を奪うこともあります。色々な
視点で子供を見て、それぞれの個性にあった目標を持たせるこ
とで、子供はその能力を発揮できるのではないでしょうか。
また、スマートフォンやパソコンなどを使って「出会い系サ
イト」を利用し、犯罪に巻き込まれる青少年が後をたちません。
スマートフォンの利用ルールを決めたり、年相応の金銭感覚を
身につけることについて、家庭でも話し合ってみましょう。

