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「新幹線で四国はこう変わる！」

シンポジウム開催、石原良純氏もパネリスト参加

ブランド産品

「媛っこ地鶏（鶏肉）」

みきゃんも感動！

2/20（火）～3/10（土）10：00～16：00　　 砥部町七折
300円（中学生以下無料、20名以上250円・障がい者無料 
※障がい者手帳提示要）
農事組合法人ななおれ梅組合　　 089-962-3064

10：00～18：00　　 200名（超えると入場規制あり）
500円（小学生まで2時間、1時間超過ごとに200円）、中学生以上300円
　 あかがねキッズパーク（新居浜市立川町707-3
マイントピア別子4F 新居浜市観光交流施設内）
0897-43-1801

えひめ国体・えひめ大会での選手の活躍や県民の応援、ボランティ

ア活動等、記憶に残したい瞬間をおさめた写真、子どもたちの描い

た絵画の応募作品のなかから入賞者を表彰するとともに、応募全作品を展示します。

子育て女性の方、非正規雇用の方、民間専門学校などで学び直しを行い、正社

員になるためのスキルアップをしませんか？ 国家資格などを取得して正社員

就職を目指す職業訓練の受講生を募集中です。

※入校料・受講料は無料、ただしテキスト代等の自己負担あり。
※詳しくは上記の各県立高等技術専門校へお問い合わせください。

2/9（金）13：30～16：30　　 ひめぎんホールサブホール　　 参加無料
1,000名　　 電話・FAX又はメールで　 へ
愛媛県新幹線導入促進期成同盟会（事務局：交通対策課）　　 089-912-2251
089-912-2249 　　koutsu@pref.ehime.lg.jp

開催場所 問い合わせ問対象者 電話 ファクス メールアドレス料金
※特に表記のない場合は、無料

スタッフの介助あり
※事前連絡が必要日時 定休日 駐車場 多目的トイレ 食事施設 託児サービス受け付け、募集期間、応募方法

※特に表記のない場合は、申し込み不要、現地集合 Webにも掲載Webアイコンの説明

県民の便利手帖
Convenient  Notebook  

A.

お 知 ら せ し ま す

募 集 し ま す

イベ ン ト に 出 か け ま せ ん か ？

世界の優れたあそび道具を販売するボーネルンドが

プロデュースする全天候型遊戯施設。年齢に合わせ

たゾーニングにより、安心して遊べます。

寒い冬もあかがねキッズパークで元気に遊ぼう！新居浜市

リカレント教育訓練（長期高度人材育成）受講生を募集！

四国への新幹線誘致を強力に推進する四国新

幹線整備促進期成会と愛媛県新幹線導入促進

期成同盟会の設立を記念して、シンポジウム

「新幹線で四国はこう変わる！」を開催。愛媛県

出身で世界的に注目を集める都市工学研究者

であり、松山アーバンデザインセンター長とし

ても活躍中の羽藤英二氏（東京大学教授）や、祖父が愛媛県出身で芸能界屈指の

鉄道ファンとして知られる石原良純氏らに加えて大学生も参加し、新幹線のあ

る暮らしをテーマにまちづくりの夢やそこに住む人々の未来を語り合います。

カ
ハ
ク
ン

総合科学博物館 ☎0897-40-4100

新居浜市大生院2133-2　　 　
9：00～17：30（展示室への入場は17：00まで）
月曜（月曜が祝日の場合は翌日。第1月曜開館、翌日休館）
※臨時休館2/14（水）、2/15（木）

愛媛県美術館 ☎089-932-0010　

松山市堀之内　　 089-932-0511　　 
9：40～18：00（展示室への入場は17：30まで）
※県庁西駐車場が利用できます
月曜（月曜が祝日の場合は翌日。第1月曜開館、翌日休館）

材料（4人分）

「愛」あ
る

ブランド
産品で

つくろう
！

参考／愛媛県発行『「愛」あるブランド産品を使ったえひめの献立』［県内書店等で販売中（750円＋税）］
1献立あたり塩分3.0g以下、カロリー600kcalを目安にした31献立を紹介

棒棒鶏

たっぷりの湯に（A）と鶏むね肉を入れて沸かし、弱火で15～20分ゆで、そのまま冷やす。
キュウリは千切り、トマトは半分に切って薄切りにする。
皿に盛り、ごまドレッシングをかける（好みでラー油も）。

1

2

3

鶏むね肉（皮なし）................ 180g
キュウリ............................. 1/2本（50g）
トマト................................ 1/2個（100g）

ごまドレッシング................. 大さじ2
ラー油 ............................... 小さじ1

長ネギ（青いところ）......1本分
ショウガ（薄切り）..........10g

（A）

※写真はイメージです。

愛顔つなぐフォト・絵画コンテスト

会員制のお見合いシステム「愛結び」については、今年1

月に新たに開設した「まつちかタウン」「東温市中央公民

館」「伊方町生涯学習センター」「松野町コミュニティセン

ター」「愛南町御荘文化センター」など県内12市町15会

場で、会員登録や情報閲覧が可能です。会場ごとに開設

日時が異なりますので、必ずえひめ結婚支

援センターのHPをご確認ください（要予

約）。なお、2年間の登録期間中、どこの会

場でも、何度でもご利用いただけます。
子育て支援課

菊池 豊美
きく　ち とよ　み

私
が

お
答
え
し
ま
す
！

あかがねキッズパーク

山の斜面が梅色に染まる七折梅園。第28回を迎える

七折梅まつりは、開花時期や花の色が違う約30品種

16,000本の梅の花が皆さんをお迎えします。

第28回七折梅まつり砥部町

昨年の様子国体総務企画課　　 089-947-5457 えひめ国体

詳しくは

えひめ結婚支援センター
089-933-5596　　 089-947-4251 愛結び

詳しくは

えひめ結婚支援センターの「愛結び」は、

どこで利用できますか。Q.

みきゃんCL
UBみきゃんCL
UB

みきゃん大好き！

CLUB
投稿やクイズ正解者のなかから

抽選でプレゼント！

クラブ

皆さんの大切な命を守ります！

愛媛県○○○○○○

プレゼント
クイズ

プレゼント
クイズ

○○には何がはいるでしょうか。※ヒントはオモテ面にあります。

みきゃんの缶バッジを5名さまにプレゼントB賞
※A賞、B賞は選べませんので、あらかじめご了承のうえ、ご応募ください。

プレゼント応募方法：投稿またはクイズの答えを郵便・メールにて受け付けています。住所、氏名、年齢、性
別、電話番号、クイズの答え、みきゃんへの質問、または今号に対するご意見・ご感想を明記のうえ、下記まで
お送りください。みきゃんへの応援メッセージもお待ちしています！（先月の応募408通）

※プレゼント当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
【個人情報の取り扱いについて】個人情報は賞品の発送と読者層の調査のために使用します。また、お寄せ
いただいたご意見は県のホームページや刊行物などに匿名で掲載させていただくことがありますが、ご本
人の承諾のない限り、前述の目的以外に使用、第三者に提供することはありません。

郵　便：

メール:

〒790-8570（住所記入不要） 愛媛県庁広報広聴課「みきゃんCLUB」宛

kohoshi@pref.ehime.lg.jp　締め切り：2/13（火）当日消印有効

みきゃんへの質問投稿時の注意：ペンネームで掲載されたい方は、氏名と一緒にペンネームもご記入ください。 
※お住まいの市町、氏名またはペンネーム、年齢が掲載されます。

みきゃんとダークみきゃんに
5,000枚以上の年賀状が届いてとってもうれしいけん！

1枚1枚大切に読んだけんねぇ～！ みんなありがとう～♥

みきゃんは何枚年賀状をもらったの？
（いちご・松山市・23歳）

みきゃんへの質問を募集しとるけん！そのなかから、毎月数点の
質問に答えるよ～。 ※すべての質問に答えるものではありません。

みんなのお便り待っとるけん！

おしえて
みきゃん！

化学調味料不使用！安心・安全にこだわった

ソーセージをお届けします。素材の味そのも

のを楽しめる肉々しいジューシーなソー

セージをどうぞ。

提供／ゆうぼくの里
■☎ 0894-62-5877

プレゼント A賞

西予市 「ゆうぼく無添加ソーセージセット」を5名さまに

絵柄は
届いてからの

お楽しみ！

動物愛護センター ☎089-977-9200

松山市東川町乙44-7
9：00～17：00（ふれあい動物舎は16：00まで）
月曜（月曜が祝日の場合は翌日） あい＆愛

歴史文化博物館 ☎0894-62-6222

西予市宇和町卯之町4-11-2　
9：00～17：30（展示室への入場は17：00まで）
月曜（月曜が祝日の場合は翌日。第1月曜開館、翌日休館） 坊

に
は

ドッグトレーナー体験

実際に犬を飼っているご家庭や、これから飼育を検討しているご

家庭に向け、家族で犬のしつけ方を学ぶ教室です。講師にNPO法

人日本ケアドッグ協会の公認トレーナーをお招きします。
2/24（土）①10：30～12：00、②13：00～14：30
各回先着親子7組（小学生～中学生までの児童・生徒とその保護者）
～2/16（金）に電話またはセンターで直接申し込み

思い出お便り・写真募集

H30年4月に開園30周年を迎えるにあたり開催する「とべ動物

園・思い出お便り・写真展」の写真およびコメントを募集します。

2/28（水）までに、とべ動物園思い出写真係まで持参または郵送・メールにて提出

ねこ歩き

2/22（木）のネコの日にちなみ、ネコ科動物の魅力を感じてもら

うためのガイドツアーを行います。

2/22（木）14：00～15：30　　 14：00にジャガー舎集合

企画展「生誕200年 沖冠岳と江戸絵画展」

江戸時代後期～明治初期にかけて、江戸東京で活動した今治出身の画

家、沖冠岳。H29年度は生誕200年にあたります。本展では冠岳のさまざ

まな作品と活動の舞台となった江戸の書画壇についてもご紹介します。

～3/25（日）　　 大人1,200円、高大生900円、小中学生700円
「沖冠岳展」実行委員会　　 089-921-2192

一日講座「墨で遊ぼう」

墨を使って、絵を描いたり、模様をつくったり、いろいろ遊んでみま

しょう。両日とも同じ内容です。汚れてもよい服装でご参加ください。

2/11（日・祝）、18（日）13：30～15：00　　 200円　　 各15名（先着）
事前申し込み　　 美術館学芸課普及グループ　　 089-932-0010

テーマ展「おひなさま」

西条藩9代藩主松平頼学の夫人、通子の雛飾りを中心に享保雛、

古今雛、次郎左衛門雛など、多彩なおひなさまの姿を紹介します。
2/17（土）～4/8（日）　　 常設展観覧券が必要

特別展「研究最前線 四国遍路と愛媛の霊場」

当館がこれまで収集・研究した四国遍路資料とともに、愛媛の札所の文化財調

査の成果を展示し、四国遍路の歴史や愛媛の霊場の特色について紹介します。

2/17（土）～4/8（日）　　 高校生以上320円、65歳以上・小中学生160円

おひなさまイベント

おひなさまにちなんだ着物の着付けなど、華やかなイベントなどを開催。

3/3（土）～3/4（日）　　 別途実費が必要

講演会「骨に見る5億年の進化」

からだの芯棒、骨。形が美しいとともに、動物の命を支える大切な

役割を担っています。5億年の時をかけてつくられてきた骨の進

化に迫ってみましょう。出発点は、私たち自身のからだです。講師

は東京大学総合研究博物館の遠藤秀紀教授です。
2/25（日）　　 300名（事前申し込み不要）

企画展「案外すんでる！ 身近な生き物」

博物館周辺に広がる山地・山里で観察できる動物や昆虫につい

て、標本や写真を用いて紹介します。
2/24（土）～4/8（日）　　 常設展観覧券が必要

県立中央病院がん治療センター
市民公開講座 「今届けたい、いのちの言葉」

～いのちの現場に向き合った小児科医からのメッセージ～

講演1「小児がん治療後の小児がん経験者の何が問題なの？」

講師：県立中央病院小児医療センター長 石田 也寸志

講演2「小児がんが治らなかった時代から治る時代までに私達が学んだこと」

講師：聖路加国際病院特別顧問 細谷醫院院長 細谷 亮太
3/3（土）14：00～15：30　　 200名（申し込み不要）
　 県立中央病院総務医事課（松山市春日町83）
089-947-1111（内線2170）

企画展「愛媛のすごモノ～紙製品編～」

「愛媛のすごモノ」認定品の紙製品に関するものを特集し、高い

技術力による優れた商品の魅力を紹介します。

5月まで展示予定 ※月曜（月曜が祝日の場合は翌日）および祝日の翌日は休館
※GW期間5/3（木・祝）～6（日）は開館
　 紙産業技術センター（四国中央市妻鳥町乙127）　　 0896-58-2144

しいたけ植菌・採取・試食体験教室参加者募集

しいたけの植菌から試食までを体験してみませんか。

（全3回開催。3月植菌、7月原木管理、12月採取・試食予定）
第1回3/11（日）10：00～12：00※第2回以降は、参加者に後日連絡
60名（抽選、小学生とその保護者）
2/23（金）までに住所、氏名、電話番号を電話・FAX・往復はがきで　 へ
　 えひめ森林公園（伊予市上三谷）　　 　 089-983-3069

「地域猫活動セミナー」参加者募集

野良猫問題にお困りの方、「地域猫活動」で解決してみませんか？

2/10（土）14：00～16：30 
県歴史文化博物館（西予市宇和町卯之町4-11-2）
80名（先着）　　 薬務衛生課　　 089-912-2390

詐欺の電話に注意！

こんな電話は詐欺です！ ご注意ください！

 •オレオレ詐欺：「携帯電話の番号が変わった」「不倫相手が妊娠し、示談金が必要」

 •架空請求詐欺：「動画閲覧料未納」「コンビニで電子マネーを購入しろ」

 •還付金等詐欺：「医療費の払い戻しがある」「手続きのためATMへ行って」
警察相談専用電話　　 ♯9110

えひめ農林漁業就業相談会

県内で農業・林業・漁業への就業を考えている方、興味のある方

を対象に個別相談会、就業ガイダンスを開催します。
2/11（日・祝）13：00～16：30
松山市総合コミュニティセンター（松山市湊町7-5）
愛媛県で新たに農林漁業への就業を考えている方、農林漁業に興味のある方
※当日は直接ご来場ください（申し込み不要、相談無料）。

（公財）えひめ農林漁業振興機構　　 089-945-1542

県武道館で開催している教室を2種目体験できます。

時間 種目（会場）

受付（エントランス）9：30～

開会式・発表の部・ハワイアンフラ・太極拳（主道場）10：00～

休憩・移動11：15～11：30

前半種目
10：30～11：15

バドミントン
（主道場）

卓球
（主道場）

レクバレー
（主道場）

太極拳
（副道場）

ストレッチ・体操
（柔道場）

ハワイアンフラ
（剣道場）

バドミントン
（主道場）

卓球
（主道場）

レクバレー
（主道場）

太極拳
（副道場）

ストレッチ・体操
（柔道場）

ハワイアンフラ
（剣道場）

後半種目
11：30～12：15

H29年度 県武道館 教室生発表・体験会

2/12（月・振休）10：00～13：00（予定）　　 スポーツや健康づくりに興味のある方
申込書に必要事項を記入の上　 へ
　 県武道館（松山市市坪西町551）　　 089-965-3111

出会いイベントの立会いや交際フォローにご協力いただく「ボラ

ンティア推進員」の説明会を開催します。※要事前申し込み。

日程 場所

①13：00～15：00

②18：00～20：00

③10：00～12：00

④14：00～16：00

⑤18：30～20：30

⑥10：30～12：30 松山市男女共同参画推進センター
コムズ

宇和島市役所 701会議室 

大洲喜多法人会

今治市近見公民館

新居浜ウイメンズプラザ 視聴覚室

西条公民館 研修室2

＜南予＞
2/22（木）

＜東予＞
2/23（金）

＜中予＞
2/24（土）

えひめ結婚支援センター「ボランティア推進員」の募集について

各開催日の2日前までに、氏名・電話番号・参加希望会場番号をメールまたは電話で　  へ
えひめ結婚支援センター　　 089-933-5596　　 office@msc-ehime.jp

案件名（仮称） 実施機関（照会先）

愛媛県地域公共交通網形成計画（案）

愛媛県スポーツ推進計画（仮称）（案）

愛媛県バイオマス活用
推進計画（改定）（案）

第3期愛媛県医療費適正化計画（案）

第7次愛媛県地域保健医療計画（案）

愛媛県アルコール健康障害
対策推進計画（案）

愛媛県がん対策推進計画（案）

H30年度愛媛県食品衛生
監視指導計画（案）

第5期愛媛県障がい福祉計画および
第1期愛媛県障がい児福祉計画（案）

愛媛県発達障がい者
支援指針（仮称）（案）

愛媛県高齢者保健福祉計画・
介護保険事業支援計画（案）

交通対策課　 　　 089-912-2251

文化・スポーツ振興課 　　 089-912-2983

環境政策課　 　　 089-912-2349

保健福祉課医療保健室　   089-912-2438

医療対策課　 　　 089-912-2449

健康増進課　 　　 089-912-2403

健康増進課　 　　 089-912-2401

薬務衛生課　 　　 089-912-2395

障がい福祉課  　　089-912-2422

障がい福祉課  　　089-912-2423

長寿介護課　 　　 089-912-2446

パブリック・コメント（意見公募）実施予定案件

とべ動物園 ☎089-962-6000　   

伊予郡砥部町上原町240
 9：00～17：00（入園は16：30まで）
月曜（月曜が祝日の場合は開園）

県総合運動公園「ペタンク教室」
「ラケットテニス教室」参加者募集

初心者から経験者まで、どなたでもご参加いただけます。

ペタンク教室：2/12（月・振休）10：00～12：00
ラケットテニス教室：2/24（土）10：00～12：00
500円　　 30名（小学生から大人まで ※ラケットテニスは小学4年生以上）
氏名、電話番号を電話・FAX・メール・ハガキで　 へ
　 県総合運動公園振興課（松山市上野町乙46）
089-963-2216　　 089-963-4104　　 info@eco-spo.com

企画展「ホネホネミュージアム」

体内にあり普段は観察の困難な骨格について、さ

まざまな動物の骨格標本を用いて、その仕組みや

働きについて紹介します。

2/24（土）～4/8（日）　　 常設展観覧券が必要

県プロスポーツ地域振興協議会（文化・スポーツ振興課）　　 089-912-2983

愛媛オレンジバイキングスホームゲーム

※試合に関する問い合わせ先　　 ㈱エヒメスポーツエンターテイメント
　　　　　　　　　　　　　　　 089-934-2355

会場日時

2/4（日）

3/2（金）

3/3（土）

開始

14：00

19：00

14：00

対戦相手

奈良

広島

伊予三島運動公園体育館

松山市総合
コミュニティセンター

犬ねこの移動譲渡会＆譲渡前講習会 in 松山市保健所

地域の模範飼主となっていただける方を対象とした、犬ねこの移

動譲渡会と譲渡前講習会を開催。開催場所にご注意ください。

2/10（土）13：30～15：30（犬・ねこ）　　 松山市保健所（松山市萱町6-30-5）
前日までに県動物愛護センターへ専用はがきを郵送（必着）、または前々日
までに電子申請

「愛顔感動ものがたり」表彰式イベントについて

全国の皆さんから多数の応募をいただいた「感動のエピソード」「愛顔の写真」

の表彰式イベントを開催。今回も、ご参加の皆さんにたくさんの笑顔と感動を

お届けする内容となっております。

2/25（日）14：30～17：00　　 ひめぎんホール（松山市道後町2-5-1）
3,000名　　 電話またはメールで　 へ ※メールは〒、住所、氏名、電話番号、枚数を記載。
文化・スポーツ振興課　　 089-912-2972　　 bunkasports@pref.ehime.lg.jp

え  がお

担当校名 コース内容（取得目標資格等）訓練期間

①IT技術者

①保育士

①介護福祉士／②保育士
③調理師／④栄養士
⑤准看護師

①介護福祉士／②保育士
③ＩＴ技術者／④栄養士
⑤歯科技工士／⑥二級建築士

0897-43-4123
新居浜高等技術専門校

2年

1～2年

2年

2年

0898-48-0525
今治高等技術専門校

089-924-5768
松山高等技術専門校

0895-22-3410
宇和島高等技術専門校

え   がお

バン バン ジー

【表彰式】
【展覧会】

◆フォトコンテスト◆
●最優秀賞1名 ●優秀賞3名 ●知事特別賞3名 ●河原学園特別賞3名

◆絵画コンテスト◆
「小学生の部」「中学生の部」「高校生の部」「特別支援の部」
●最優秀賞 各部門1名 ●優秀賞 各部門1名 ●知事特別賞 各部門1名

南楽園梅まつり

園内の梅園（約160本）の梅が次々に咲き、1カ月にわたって花見

が楽しめます。期間中、園内管理棟休憩所において豪華絢爛な

「座敷雛」を展示します。
～3/4（日）9：00～17：00　　 大人310円、小人150円
　 南楽園（宇和島市津島町近家甲1813）　　 0895-32-3344

けん     らん

えひめこどもの城 ☎089-963-3300

松山市西野町乙108-1　
9：00～17：00
水曜（水曜が祝日の場合は翌日） コシロちゃん

レッツ☆ひなまつり

折り紙でひな飾りや、幸せになれる水引ストラップをつくり、ひ

なまつりをお祝いしましょう！

2/25（日）10：30～12：00、13：30～15：30　　 各ブース無料～200円

委員会等の名称 募集期間 人数

～2/21（水） 1名愛媛県男女共同参画会議

委員会・審議会などの委員を募集

男女参画・県民協働課　　 089-912-2332
※詳細については　 または県HPでご確認ください。

在宅介護研修センター研修受講者募集
「親の逝き方 子の生き方」～介護施設で死ぬということ～

やがて迎える親の看取り。病院か、生活の場で自然にまかせるの

が良いかは、誰しも迷うところ。講師が数多くの体験から語る

ターミナルケアを、ぜひ参考にしてください。講師は介護老人保

健施設 星のしずくの高口光子さんです。
2/20（火）10：00～15：00（県民一般）
テクノプラザ愛媛（松山市久米窪田町337-1）　　 600円　　 100名
電話・FAX・HPから　 へ　　 県在宅介護研修センター
089-914-0721　　 089-914-0732

2/8（木）15：15～　　 愛媛県美術館南館
2/9（金）～18（日）9：40～18：00（入場は17：00まで）　　 同上
※最終日は15：00で終了　　 入場無料


