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1日(月) 連合自治会長会 

4日(木) 楽SPO船木 推進委員会 

5日(金) 連合長寿会 定例会 

7日(日) 船木の自然を守る会活動日 

 9日(火) 
自治会女性部 定例会 

少年補導委員会 定例会 

１0日(水) 社会福祉協議会 役員会 

11日(木) 公民館運営審議会 

12日(金) 民生児童委員会 定例会 

13日(土) 交通安全協会 定例会 

14日(日) 中学校体育大会 

15日(月) 敬老の日（休館日） 

16日(火) 金婚式表彰伝達式 

19日(金) 道路交通法令講習会 19:00 

21日(日) 小学校運動会 

22日(月) 子どもスポーツ体験教室 

23日(火) 秋分の日（休館日） 

25日(木) 社会福祉協議会事業部会 

１０月１日 連合自治会長会 

   5日 船木の自然を守る会活動日 

１１月9日 船木校区文化祭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船木校区・学校・
家庭・地域連携事
業実行委員会発行 

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 

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） 

七宝台自治会館 
２(火)・１６火) 

14:00～14:40 

豊園荘 
３水)・１７(水) 

9:20～10:00 

船木小学校 
３(水)・１７(水) 

10:20～11:00 

（お詫び）8月3日開催予定の『池田池ラジオ体操とお池をかこむ会』は、台風の影響
により残念ながら中止となりました。来年は、みんなでラジオ体操をできることを祈っ
てます。 

勇壮・華麗な 
元船木太鼓台
でおおいに盛
り上がる! 

元船木太鼓台 

日程 ９月  1日（月）11：50～○全  

１0日（水）14：55～○青○P  

１7日（水）14：55～○社○連  

２5日（木）14：55○長○女○交  

☆９/1(月)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 

 

 

 

 

去る 8 月 15 日(金)、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。雨の心配もされましたが、
沢山の見物客で賑わいました。 

元船木太鼓台の登場で、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!(^^)!かき夫の皆さま
ありがとうございました。お疲れさま。 

当日の準備から翌日の片付けまでお
手伝いいただいた関係者のみなさまを
はじめ、ご支援・ご協力くださった方々
に、紙面をお借りしてお礼を申し上げ
ます。 

 

このコミュニティカレンダーは船木校区の学校と地域の情報をまとめ、地域全体
で子どもに関心をもち、くらしやすい地域になるようにという願いをこめて作成し
ました。ご家庭での予定も書き込みもしやすくなってます。また、所々にキャラク
ター≪かぶとくん≫が登場していますが、船木だよりに毎月寄稿してくださってい
る篠原とおる先生に作成していただきました。必要な方は公民館までご連絡下さい 

かぶとくん 
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          かとうクリニック 院長 加藤正隆 

 成人用肺炎球菌ワクチンが、一部負担や年齢制限（市政だ 

よりでご確認ください）はあるものの、今年 10月から定期接

種になる予定です。 

 肺炎球菌はのどや鼻に普通に存在する細菌ですが、ときに肺

炎や中耳炎などを起こします。成人、特に高齢者では細菌性肺

炎の大きな原因になります。肺炎は今でも日本人の死因として

大変多い病気です。抗菌薬が効かない耐性菌が多く、予防が望

まれています。健康寿命を延ばすために、是非予防接種を受け

ましょう。 

 肺炎球菌は約90種類ありますが、成人で病気を引き起こし

やすい 23 種類の菌の成分を含んだものが一般に成人用肺炎

球菌ワクチンとして使用されています。このワクチンは、他の

ワクチンのように効果は劇的ではないのですが、WHO（世界

保健機関）はその有効性をしっかり認めています。高齢者の肺

炎は、季節性および新型インフルエンザの合併症として、死亡

原因にもなります。インフルエンザワクチンとの同時接種も可

能です。多くの方が接種されることをお勧めします。特に呼吸

器・心臓・腎臓の病気や糖尿病などの免疫が低下する病気の方

は是非受けるべきです。副作用は、ときにワクチンを受けたと

ころが赤くなったり腫れたりすることはありますが、大きな問

題はほとんどないとされています。 

 毎年11月頃からは予防接種を受ける方が多いため、医療機

関での待ち時間が長くなる傾向にあります。10月からの早め

の接種をお勧めいたします。 

  

  

 新居浜交通安全協会 船木支部 

日 時  ９月 19日(金)  19:00～21:00 

場 所  船木公民館 ２階大会議室 

内 容  新居浜警察署による法令講習 

       交通安全に関するビデオ上映、特別優良運転者表彰

等を予定しています。 

   愛媛県警察本部長・愛媛県交通安全協会長連名表彰 

   交通安全功労賞    川端  悟 様（桧の端） 

   交通安全優良運転者  徳田 勝英 様（元船木団地） 

 

 

 

期  間     ９月２１日(日)～９月３０日(火) 

スローガン    『光ります ルールとマナーと 反射材』 

運動の基本   子供と高齢者の交通事故防止 

運動の重点 

ア.夕暮れ時と夜間の走行中・自転車乗用中の交通事故防止 

   ★特に反射材用品等の着用の推進 

   ★自転車前照灯の点灯の徹底 

   ★夕暮れ時における自動車の前照灯の早め点灯の励行 

イ.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 

ウ.飲酒運転の根絶 

 ★地域、職場、家庭等における飲酒運転を絶対に許さない環境 

  づくりの促進 

 ★ハンドルキーパー運動の推進 

 ★飲酒運動の悪質性・危険性を理解させるなど、飲酒運転行為 

  を是正させるための運転者教育の推進 

 ★職場での点呼時におけるアルコール検知器の使用等、飲酒運転 

  の根絶に向けた取り組みの実施 

エ.シェア・ザ・ロード精神の普及促進、自転車安全利用条例の普及 

 

陶芸教室 
日  時  9月 2６日(金) 10:00 ～12:00  

講 師  青葉 太一 先生（青葉窯） 

コース  ①お皿 ②コップ ③干支の羊 

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1９日（公民館まで） 

やきものづくりは、手で土の感触を楽しみながら形を作っ

ていくことや、器の形に合わせて筆で絵付けをすることなど、

普段の生活の中で忘れがちな感覚を思い出させてくれる体験

となることでしょう。初めての方はもちろん経験者の方でも

自分だけの器を作ってみませんか？ 

 

                              

９月から１２月にかけて、船木校区の一部地域において、 

漏水調査を行います。各ご家庭の立ち入り調査や夜間路上にお

ける調査を行いますので、ご協力をお願いします。 

１．調査内容 

 戸別音   戸別音聴調査：各ご家庭のメーターから漏水音を調査します。 

 路面音聴調査：道路上の漏水音を調査します。 

２．調査時間 

 戸別音聴調査：午前８時から午後５時まで 

 路面音聴調査：午後１０時から午前３時まで 

３．調査会社 

 新居浜市管工事業協同組合 TEL0897-33-1642 

〔問合せ先〕水道局工務課漏水対策係 電話６５－１３３２  

 

 

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てます。

第3回目は、坂ノ下・長野・道面・関・長川」方面を歩きます。 

ウォーキングとして楽しむもよし、歴史を紐解くもよし、 

いろいろな形で集まってみませんか！ 

日  時  ９月２２日(月) ９:00 ～1２:０0  

場 所  公民館集合（雨天時は、25日） 

締 切  必ず予約してください(9/19まで) 

 

ふるさと探訪講座 
 

「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  9月 26日(金) 19:30 ～21:00  

場 所  公民館2階大会議室 

講 師  橿樹舎舎主 小野 晋也さん（船木大久保） 

当日参加 OK 無料 

締 切  当日OK（公民館まで） 

 

司馬遼太郎著『空海の風景』を読む 

ブロック対抗ラージボール大会（卓球） 

9月 7日(日) 小学校体育館 8：30～ 

子どもスポーツ体験教室 

小学校体育館に、集まろう！！（当日、体育館集合OK） 

運動会の振替休日に、みんなでスポーツしましょう！ 

9月 22日(月) 9：00～12：00  小学校体育館 

     用意するもの・・・上ばき・タオル 

これまでの新居浜市スポーツ大会船木校区の成績 

スマイルボウリング 3位（七宝台） 

カローリング    優勝（高祖） 

シャッフルボード  等外 

 


