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平成 26 年 9 月末日現在
人 口 7,436 人(＋25)
男 3,515 人(＋31)
女 3,921 人( -6)
世帯数 3,370 世帯＋96
（H25.9 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。

１日(土)
2日(日)
３日(月)
4日(火)

8日(土)
9日(日)
10日(月)

連合自治会長会
船木の自然を守る会活動日
文化の日（休館日）
楽SPO船木 推進委員会
連合長寿会 定例会
社会福祉協議会 役員会
交通安全協会 定例会
船木校区文化祭
少年補導委員会 定例会

11日(火)
11日(火)
14日(金)
15日(土)
19日(水)
23日(日)
24日(月)
27日(木)
29日(土)

自治会女性部 定例会
公民館運審研修
民生児童委員会 定例会
青少年健全育成会 定例会
集団検診
勤労感謝の日（休館日）
振替休日
社会福祉協議会事業部会
公民館駐車場ライン引き

6日(木)

１２月１日 連合自治会長会
7日 船木の自然を守る会活動日
21日 公民館大掃除

七宝台自治会館
豊園荘
船木小学校

11(火)・２5(火)
14:00～14:40
12(水)・26(水)
9:20～10:00
12(水)・26(水)
10:20～11:00

日程 １１月 ５日(水) 14：55～○
青○
P
１２日(水) 14：55～○
社○
連
１９日(水)14：55○
長○
女○
交
２６日(水)12：15～○
全
船木かぶとっ子見守り隊
船木校区連合自治会

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災以来、昨年 10 月 16 日の伊豆大島を襲った
台風災害、今年 9 月 20 日の広島の土砂災害そして 9 月 27 日の御嶽山噴火とここ
数年日本は自然災害列島となっています。
これらの自然災害が船木地域をいつ襲ってきても対応できるように日頃から防
災力を高めておいて下さい。
その一つの方法として自然災害が発生した場合どのように避難行動を起こすか
をシュミレーション（模擬動作）しておいてはいかがでしょうか。
自然災害にも地震、台風、豪雨、竜巻等色々ありその激しさもさまざまですが、
例えば地震が発生した場合、どのルートで避難するか、何を持ち出すか、どこへ
連絡をとるか等を地震の大きさや発生時間を変えて避難行動をシミュレーション
してみて下さい。更に地震を台風や豪雨に置き換えて考えてみましょう。
このシミュレーションを実施しておくとしないでは、いきなり発生する自然災
害に対する初期対応の差が命にかかわる問題にもなりかねません。
このシミュレーションを実施するに
当たり今年 4 月に配布した船木地域の
防災マップを是非活用下さい。防災マ
ップに避難ルートを書くなり、付箋紙
でコメントを入れる等して船木の防災
マップを自分の防災マップにしていた
だくようお願いします。
公民館にあります

星加 勝一さん（優良運転者）
村上 武紀さん（交通安全功労者）

と き
ところ
主 催

11 月 9 日（日）9 時～14 時 30 分
船木小学校
船木校区文化祭実行委員会

船木小学校の体育館では、公民館を利用して活動をしているサークルさんの
作品展示があります。小学校運動場では、各団体さんのバザーがにぎやかに開
催されます。船木校区の 味力 を味わってください。見て回るだけでも楽しい
はずです！いつも人気で完売続出ですから、お早めに・・・
みなさん、楽しみにお越しください。お待ちしています。
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船木連合長寿会会長
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鈴木 英次

第37 回船木長寿大運動会は10 月26 日(日)船木小学校グ
ラウンドで9 クラブ、約400 名の参加者で、開会式には石川
新居浜市長・沖 則文市老連会長・仙波、藤田市議会議員はじ
め多数の来賓にお越しいただき盛大に開催されました。
今年は、すがすがしい秋の好天に恵まれ、予定していた16種
目は熱戦に次ぐ熱戦で、熱く楽しく競技されました。
出場者最高齢 102 歳
の畑田サガノさんで
す。とってもお元気で競技
にも参加されました。

恒例 縄ない競争
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船木校区は11 クラブ、1,173 名の会員数で新居浜の中で
は一番大きな校区となっています。運動会を開催しているのは
中萩と船木の2校区のみなっており、縄ない競争があるのも船
木校区だけの競技種目です。そんなこともできているのは、連
合自治会・楽SPO船木など校区あげての協力と47社の資金協
力と深く感謝します。
今後とも校区発展のため長寿会一同頑張っていきたいと思
っております。ご協力ありがとうございました。
かぶと踊り保存会

婦人防火クラブ

開会式 長寿会勢揃い

大勢の方のご来場、
ありがとうございました。
フナキブレイカーズ
私の一芸枠での参加です。
若干 21 歳青年のブレイクダン
スに会場大いに盛り上りました

♪

琴衛なでしこ会

マヒナ

大西社中のみなさん
の和太鼓による勇壮
華麗な演奏です。
琴衛すみれ会

大西社中

千瑞会

楽 SPO 船木からのお知らせ
地震発生時による家具の転倒やガラスの飛散については、皆様
ブロック対抗大会レクバレーボール大会
にとって大きな障害となります。
日 時
11 月 16 日(日)
8：30～12：00
このような被害から少しでも身を守るため、高齢者などの世帯
場 所
中学校体育館
を対象に、家具転倒防止等推進事業を実施しています。
第 44 回新居浜市民体育祭が実施されました。
安全な住まいづくりの第１歩としてお気軽にご活用ください。
【ふれあいスポーツの部】
対象世帯
シャッフルボード
カローリング
市内に居住し、次のいずれかに該当する人のみ世帯
第3位
元船木団地
第2位
高祖
①６５歳以上の人
②介護保険法に基づく、要介護度が要支援１、２または要介護 【競技スポーツの部】
１～５の認定を受けた人
ソフトボール男子 3 部 優 勝
船木実年クラブ
③身体障害者手帳１、２級を所持している人
【市軽スポーツ大会】
④療育手帳を所持している人
ペタンク
第3位
元船木
⑤精神障害者保健福祉手帳を所持している人
☆楽 SPO 船木（船木小体育館 19：00～21：00）
内
容
カローリング
7 日・13 日・21 日
１世帯につき、家具固定器具３点及びガラス飛散防止フィルム
バドミントン
14 日・28 日
お気軽に参加ください。
４枚の施工に係る費用を市が負担します。
家具を固定する器具、ガラス飛散防止フィルムの購入に要する
費用を負担していただきます。
詳細は、防災安全課までお問い合わせください。
日
時
１１月 19 日(水) ８：３０ ～ １１：３０
新居浜市役所 市民部 防災安全課
場
所
船木公民館
TEL（０８９７）６５－１２８２
問 合 せ
保健センター（電話 ３５－１３０８）

