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みきゃんと解こう！

クロスワードパズル

県民の便利手帖
Conv en ie nt  Notebook  

5/12（土）・13（日）9：00～17：00　　テクスポート今治（今治市東門町5-14-3）

今治タオルフェア実行委員会事務局（今治タオル工業組合）　　0898-32-7000

防災情報や避難ルートを多言語で

視覚的に表示できる、県公式ス

マートフォンアプリが登場。県内全

市町の地震や津波・気象警報から、

避難勧告や避難所開設情報、ミサ

イルなどの国民保護情報や緊急の

お知らせまで、さまざまな情報を受

信して災害に備えましょう。

地図とGPSを使って避難場所やハ

ザードマップを事前に確認しつつ、

避難経路やご自身の避難計画を記

録するなど、自主訓練も可能。簡単

操作で安否登録や確認もでき、避

難後にも使えます。

私たちは、今年1月に東京大

学で行われた「高校生ビジ

ネスプラン・グランプリ」に

出場し、3,427プラン中2位

にあたる準グランプリに選

ばれました。現在、商品化を

目指してクリームの試作を

重ねており、来年の春には

「JELLY’S GUARD」の商品

名で店頭に並ぶ予定です。

このクリームで、多くの人に

安心して海を楽しんでいた

だきたいと思っています。

今年度の自動車税（5/10発付分）

から、パソコンやスマートフォン

を利用してクレジットカード納

付ができるようになりました。手

続きは簡単で「Yahoo！ 公金支払

い」サイトの画面の指示に従い、

納税通知書に記載してある「納付

番号」「確認番号」などの必要事

項を入力するだけです。
※Q&Aを県HPに掲載していますの

で、お手続きの前にご確認ください。

お 知 ら せ し ま す

イ ベ ン ト に で か け ま せ ん か

募 集 し ま す

※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：投稿またはクロスワードの答えを郵便・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、クロスワードの答え、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213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：5/8（火）当日消印有効

産地だからこそできる、こだ

わりの無添加加工品「レモン

の島のレモンソルト」「レモン

の島の究極のコクドレ」「まる

ごと みかんちっぷす」をセッ

トにしました。

提供／ぽんぽこらんど
■☎ 0897-75-2544

上島町 「かみじまレモンの島セット」を5名さまに

質・量ともに日本一を誇るタオル

産地の今治市。タオルメーカーが

一堂に会して、各種タオル製品を

奉仕価格で販売します。会期中は

織物・糸紡ぎ体験コーナーもあり

ます。

① 「緑の募金」に募金すると、◯◯
につながります

② お茶漬けに欠かせない、パリパ
リした黒いもの

③ 5/12（土）は「愛媛◯◯◯◯◯祭」
④ 「大洲のうかい」では、鵜が◯◯

を捕る姿が見られます
⑤ 飲んだ後に食べたくなる◯◯の

ラーメン

第40回今治タオルフェア今治市

5/5（土・祝）※雨天時は5/6（日）　　入場無料

内子町五十崎豊秋河原　　内子町町並・地域振興課　　0893-44-2118防災危機管理課　■☎ 089-912-2318

凧に仕込んだ刃物「ガガリ」で相

手の糸を切りあう勇壮な戦い「大

凧合戦」。“百畳凧”の凧揚げなど

も行われます。また五十崎凧博物

館に入館すると、いつでも凧揚げ

体験ができます（月曜休館）。

いかざき大凧合戦内子町

今すぐ始める、愛媛の防災準備！
「愛媛県避難支援アプリ ひめシェルター」

自動車税のクレジットカード納付
について教えてください。

納付期限内であれば
24時間納付手続きOKです！

詳しくは…

各地方局県税窓口
詳しくは…

税務課 税務調査グループ
    たむら   りょうすけ

田村 遼介
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タテのカギ

① 目立たないけれど、会社やクラ
スを支えてくれる人を「◯◯◯
◯◯の力持ち」

⑥ 俳句を彫った碑とは？
⑤ 5月は◯◯◯◯◯がいっぱいあ

ります
⑦ 赤ちゃんの離乳食や病人の回復

食に最適な「重湯」は「お◯◯」と
読みます

ヨコのカギ

愛顔のえひめオリジナルみきゃんの
缶バッジを5名さまに。ダークみきゃんが当たることもあるかも？

クイズ正解者のなかから抽選でプレゼント！

A賞

B賞

正解は来月の「愛顔のえひめ6月号」で発表します

A B C D E F

答え

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）

テーマ展「よろいかぶと」展

端午の節句に合わせ、江戸時代の大名家に伝わった、「よろいかぶ

と」のほか、武家に伝わった武具を展示します。展示室内にはかぶ

とを着用できる体験コーナーを設け、GW期間中はよろい着付け

体験イベントも開催します。
～6/17（日）9：00～17：30　　 常設展観覧券が必要

れきはくゴールデンウィークイベント2018

よろいの着付け体験や季節にあった楽しいイベント・ワークショッ

プが盛りだくさんです。

5/3（木・祝）～6（日）9：00～17：30
イベントにより開催時間および参加費が異なります

巡回展「ミクロライフ展」

触ったり、寝転がったりできる柔らかい繊維や布を使った森の地下

をイメージした展示。地球上の生態系を支えるたくさんの命の繋

がりを体験を通して楽しく学ぶ展示です。

～6/3（日）
巡回展のみ：高校生以上500円、65歳以上400円、小中学生350円
巡回展＋常設展：高校生以上800円、65歳以上500円、小中学生350円

GWスペシャル科学体験イベント「わくわく！ ミュージアム」

屋外で行う大迫力の実験や誰でも気軽に楽しめる科学工作、公開

天文台「太陽と金星を見よう」など、科学の楽しさを体験できます。
5/3（木・祝）～6（日）は18：30まで開館延長

あいあいフェスティバル2018「スーパーサイエンスマジックショー」

世界を笑わせた「キャラメルマシーン」がやってきます！

5/4（金･祝）11：30～、14：30～（40分程度）

あいあいフェスティバル2018「こどもの日だ！ 菓子まきだ！」

こどもの日を祝って、みんなが大好きなお菓子をいっぱいまきます！

5/5（土･祝）11：00～、14：00～

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）

は
に
坊

愛媛県美術館 ☎089-932-0010

松山市堀之内　　 
9：40～18：00（展示室への入場は17：30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）
※県庁西駐車場が利用できます

開館20周年記念 没後40年熊谷守一生きるよろこび

明治から昭和を生きた画家、熊谷守一。その画業を油彩画を中心

に、水墨画、書など190点を超える作品で四国で初めて振り返る展

覧会です。

～6/17（日）9：40～18：00　　 一般1,300円、高大生900円、小中生700円
熊谷守一展実行委員会　　089-935-2355

犬猫の譲渡会&譲渡前講習会

地域の模範飼い主となっていただける方を対象とした譲渡会およ

び譲渡前講習会を開催します。

5/12（土）9：30～11：30（猫）、13：30～15：30（犬）
5/11（金）までに専用はがきを郵送（必着）または5/10（木）までに電子申請

問題行動のある犬のしつけ方教室（4回コース）

問題行動の原因を考え、飼い主自身が犬と一緒に問題行動を修正

していく方法を学び、実践していく教室です。

講義：6/10（日）、実技：6/17（日）、24（日）、7/1（日）10：00～12：00
5組（県内在住の3歳未満の犬とその飼い主） 
※犬の登録済み、狂犬病予防注射・混合ワクチン有効期間中
5/27（日）までに、電話またはセンターにて申し込み。応募多数の場合は選考

とべ動物園写生大会

当園の動物を題材に、写生大会を実施します。入賞者には賞状と記

念品を贈呈します。

5/12（土）9：00～14：00（受付8：30～11：00）
※雨天時は5/13（日）に、13（日）が雨天の場合は19（土）に順延
県内の保育所・幼稚園児、小・中学生、高校生以上一般

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翌日）

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

パズルを解いて応募してねぇ

H30年工業統計調査の実施について

製造業の実態を明らかにする統計調査です。6月にかけて、製造業

を営む事業所を対象に、調査員証を携行した調査員がお伺いしま

すので、ご回答をお願いします。
　6/1（金）　　製造業に属する事業所　■問 統計課　■☎089-912-2269

■問 国際交流課　■☎089-912-2313

松山空港国際定期便（ソウル線・上海線）の
お得なキャンペーンについて

国際定期便利用者を対象として、旅行商品や空港駐車場料金が安

くなるお得なキャンペーンを実施しております。この機会に松山空

港から気軽に海外旅行を楽しんでみませんか？

　7/4（水）～H31.2/21（木）　　ひめぎんホール別館（松山市道後町2-9-14）ほか
　受講料8,000円、教材費［専門課程］（文芸講座2,000円、園芸講座12,000
円、陶芸講座7,000円）　　抽選60名（文芸20名、園芸20名、陶芸20名）
※県内居住の60歳以上（Ｈ30.7/1現在）の方　　5/25（金）までに所定様式
を郵送または持参で■問 へ
■問 県社会福祉協議会（松山市持田町3-8-15）　■☎089-921-5140

県高齢者大学校受講生

一般課程（全員受講必須）と専門課程（文芸、園芸、陶芸から一つ選

択）を、講義や実技を通して楽しく学んでみませんか。

　 5/19（土）～6/10（日）9：00～17：00　　大人310円、小人150円
 ■場■問 南楽園（宇和島市津島町近家甲1813）　■☎ 0895-32-3344

南楽園花菖蒲まつり

3万株約25万本の花菖蒲が咲き競い、初夏の庭園を彩ります。郷土

芸能の披露や茶会、餅まきなどの催しや夜間のライトアップ

（5/26（土）～6/3（日）17：00～21：00）も実施します。

　 5/24（木）12：00～15：00　■場 県生涯学習センター（松山市上野町甲650） 
■問 林業政策課　■☎ 089-912-2587

しいたけ祭

「県産原木乾しいたけ」の品評会に合わせ、展示・試食等を行います。

　5/12（土）10：00～15：00　■場 いよてつ髙島屋（松山市湊町5-1-1）
 ■問 （公社）県看護協会事務局　■☎ 089-923-1287

「看護の日」記念のつどい

「未来に繋げよう 看護のこころ」をテーマに、ナースのお仕事体験

（白衣試着など）、血管年齢測定、健康、子育て、介護、進路相談など

を実施します。

　5/3（木・祝）9：00～17：00、4（金・祝）9：00～16：00　■場 県農林水産研
究所花き研究指導室（東温市下林2210-1）　 ■問 農産園芸課野菜・花き係
 ■☎ 089-912-2570

えひめ花まつり

県産花きの展示・即売、園芸バザール、趣味の園芸展、体験講座を

開催。両日で先着500名様にポット苗や花の種をプレゼント。

　消費生活センター：5/1（火）～31（木）、県庁：5/21（月）～25（金）　
 ■問 消費生活センター　■☎ 089-926-2603

「消費者月間」ロビー展開催

5月は消費者月間です。消費者トラブルについてのパネル展示やパ

ンフレット、グッズを配布しますので、ぜひお越しください。

　 5/19（土）14：00～15：30　　30組（H26.4月生まれ～小学生のお子さ
んと保護者）　　 電話・メール等で、 ■問 へ（詳しくはHPをご覧ください）
■場  ■問 県武道館（松山市市坪西町551）　■☎ 089-965-3111

県武道館 第1回親子健康づくり講座

あなたの体力をチェック！ あなたの生活習慣をチェック（栄養・休

養）!! 親子で楽しく体力づくり（運動）しませんか。

　 6/29（金）までに、作品および所定様式を郵送（当日消印有効）またはメー
ルで■問 まで　■問 文化振興課　■☎ 089-947-5581
　bunkashinko@pref.ehime.lg.jp

県民総合文化祭 文化事業企画の募集

県民総合文化祭に新風を吹きこむ文化事業企画を募集します。採

択された企画に対し、実施経費の一部を助成します。

　6/20（水）13：30～15：30　■場 ひめぎんホールサブホール（松山市道後町
2-5-1）　　800名　　電話・ハガキ・FAXまたはメールにて■問 へ（定員に達す
るまで）　■問 男女参画・県民協働課　■☎089-912-2332　　089-912-2444
　danjokyodo@pref.ehime.lg.jp

第23回男女共同参画社会づくり推進
県民大会参加者

基調講演に連続テレビ小説「あさが来た」脚本家の大森美香さんを

お招きし、多様性のある生き方、働き方について考えます。

試験区分 受付期間 第1次試験 試験案内の入手方法 申込方法

上級 5/14（月）
～

6/1（金）民間企業等経験者

6/24（日）
松山・東京・大阪

書類選考

インターネットにより、
受験申込システムへ

アクセスして
申し込んでください。

5/11（金）から、
県職員採用情報HPから

ダウンロード可能

■問 人事委員会事務局　■☎089-912-2826

県職員採用候補者（上級）試験および
県職員採用候補者（民間企業等経験者）試験の案内

※上級試験と民間企業等経験者試験の併願はできません。

※募集職種、受験資格など詳細については、各試験案内でご確認ください。

　ハローワークに求職申し込みを行っている方で、ハローワークの受講指示、
受講推薦または支援指示が受けられる方　　 無料（テキスト代等は自己負担）
　募集期間内に願書を最寄りのハローワークに提出
 ■問 松山高等技術専門校（松山市本町7-2）　■☎ 089-924-5768

離職者等対象職業訓練生募集

専門学校などでの座学と事業所での実習により、多様な職種での

就職を目指します。

コース名 募集期間 訓練期間 定員・選考日

5/15（火）～
6/14（木）

15名
6/19（火）

15名
7/6（金）

医療事務実践コース① 7/3（火）～11/2（金）
※4カ月間

7/13（金）～11/12（月）
※4カ月間

5/29（火）～
6/28（木）

OA総務実践コース①

　6/3（日）13：00～17：00　■場 ひめぎんホール（松山市道後町2-5-1）
　福祉・介護の分野に就職を希望する学生やその保護者、一般の求職者等
　5/25（金）までにメール・FAX等で■問 へ　■問 県福祉人材センター
■☎ 089-921-5344　　089-921-3398　　jinzai@ehime-shakyo.or.jp

福祉就職セミナー2018＆福祉・介護の
お仕事説明会参加者

県プロスポーツ地域振興協議会（地域スポーツ課）　　 089-947-5564

※試合に関する問い合わせ先　　 ㈱愛媛FC　　 089-970-0700

※試合に関する問い合わせ先　　 愛媛県民球団㈱　　 089-914-8102

愛媛FCホームゲーム ニンジニアスタジアム

愛媛マンダリンパイレーツホームゲーム

日時 対戦相手 開始
5/6（日） 栃木 16:00

日時 対戦相手 開始
5/20（日） 京都 17:00

球場日時 対戦相手 開始
4/30（月・振休）

5/2（水）
5/5（土・祝）

5/6（日）
5/10（木）
5/12（土）

高知
高知
福岡
福岡
徳島
香川

13:00
18:00
13:00
13:00
18:00
13:00

川之江
坊っちゃん

今治
今治

坊っちゃん
坊っちゃん

球場日時 対戦相手 開始
5/13（日）
5/17（木）
5/24（木）
5/26（土）
5/31（木）

香川
高知
徳島
香川
高知

13:00
18:00
18:00
13:00
18:00

新居浜
坊っちゃん

東予
八幡浜・大洲
坊っちゃん

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

5/4（金・祝）

5/5（土・祝）

開始

14：00

14：00
松山市総合コミュニティセンター

対戦相手

仙台

県議会事務局総務課　■☎ 089-912-2835
http://www.pref.ehime.jp/gikai/index.html

議長／鈴木 俊広

詳しくは…

委員会名 委員長 副委員長
西田　洋一
宇髙　英治
松下　行吉
大西　　誠
兵頭　　竜
古川　拓哉
黒川　洋介

高橋　英行
大石　　豪
塩出　　崇
帽子　大輔
松井　宏治
逢坂　節子
西田　洋一

総務企画
環境保健福祉

農林水産
経済企業
建　　設

スポーツ文教警察
議会運営

各委員会の正副委員長をお知らせします。

県議会本会議の模様は、県議会HP内でライブ中継・録画中継
によりご覧いただけます。

H30.3/19付で第106代愛媛県

議会議長に就任いたしました。

村上要副議長とともに皆さんの

ご期待に応えるよう努めてまいり

ます。

新議長からのごあいさつ

重松 楽々、梶岡 萌伽
しげ  まつ ら　  ら ほの    かかじ  おか

　各50名　　住所、氏名、希望会場を郵便・電話・FAXまたはメールで■問 へ
 ■問 広報広聴課　■☎089-912-2243　　089-912-2248　
　kohokocho@pref.ehime.lg.jp

「知事とみんなの愛顔でトーク」傍聴者募集
え  がお

知事が地域の皆様と意見交換を行う「知事とみんなの愛顔でトー

ク」の傍聴者を募集します。

え  がお

日 時 募集締切場 所

伊予市役所

今治市総合福祉センター「愛らんど今治」

鬼北町近永公民館

5/21（月）

6/8（金）

6/19（火）

14：30～17：00

14：30～17：00

14：30～17：00

5/16（水）

6/5（火）

6/14（木）

ひめシェルター

愛媛県 自動車税 クレジットカード

昨年の様子

五月晴れの下で

ぜひ今すぐ
ダウンロードを！

クラゲ予防

クリームの開発で

準グランプリ獲得！

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

　主たる事務所が県内にあるNPO法人　　5/31（木）までに所定の書類をメー
ル・郵送または持参で■問 へ　■問 男女参画・県民協働課　■☎089-912-2305
　danjokyodo@pref.ehime.lg.jp

県NPO法人活動助成事業【協働事業助成】

県内で活動するNPO法人を対象に、NPO法人が多様な主体と協働し

て実施する事業について1団体50万円以内で活動経費を助成します。

郷選手はこんなに強い！

2017・2018年
ワールドカップ 500メートルで4度の3位

2018年
平昌冬季五輪 スピードスケート女子500メートル8位入賞 

熱戦が繰り広げられた平昌五

輪。スピードスケート女子500

メートルで8位入賞を果たした

郷亜里砂選手。メダルには0秒

33届かなかったが、前回王者・

李相花と同組で滑り、気迫の

レースを見せてくれた。今後は

県内に残り、若手の育成にも携

わっていく予定だという。

 ごう あ り さ

郷 亜里砂選手

（イヨテツスピードクラブ）

プロフィール

1987年生まれ、北海道出身。白

樺学園高、山梨学院大学卒。国体

強化選手として山口県のクラブ

などで競技を続け、2014年より

イヨテツスピードクラブ所属。自

己ベストは500メートル37秒

05、1000メートル1分14秒07。

スピードスケート


