みきゃんと解こう
！

クロスワードパズル

プレゼント
付き
HPを今すぐ
チェック

松山市

光のおもてなし in 松山城2018
登城道や石垣を光の散歩道とし
て演出するとともに、
「 ひろしま
ドリミネーション」で使用されて
いるオブジェを多数展示。松山城
を幻想的に彩ります。

⑥

剣道
うま こし けい すけ

みきゃんの公式テーマソン
グ・ダンスがついに完成！ 愛
媛の美味しいものや、観光地
など愛媛の魅力がたっぷり
詰まった曲となっています。
さらに、ダンスはお子さんか
らお年寄りまで、幅広い世代
が楽しみながら体を動かせ

大洲市

日本三大鵜飼の一つに数えられ
る大洲のうかい。鵜船と屋形船が
並んで肱川を下りながら鵜匠の
妙技に酔いしれる、大洲ならでは
の夏の風物詩をご覧ください。

先月の答えは
「えひめのもり」
やけん

D
④

⑤E

啓輔さん／1978年生まれ。愛媛
県出身。新田高、松山大卒。現在
は、大洲警察署剣道南予地区師
範として指導にあたる。
千里さん／1982年生まれ。福島
県出身。東海大、同大学院卒。松
山市役所勤務。
主に愛媛県警剣道部にて稽古。
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タテのカギ
①伝統的な刺繍の一つで、幾何
学模様の図柄が特徴。
人気ア
イドルの愛称でもあります。
②これからの季節、おいしくな
るニガウリ。
別名
「◯◯◯ー」
③食後は
「◯◯◯◯」
を心がけ、
健康寿命を延ばしましょう。
④今治市伯方町の「ドルフィン
ファームしまなみ」では、◯
◯◯とふれあえます。

啓輔さん 2014年 長崎国体 剣道成年男子 2位
2017年 愛媛国体 剣道成年男子 優勝
千里さん 2015年 和歌山国体 剣道成年女子 2位
2017年 愛媛国体 剣道成年女子 優勝

6/1（金）
～9/20（木）
6,000円（プランにより異なる）
大洲市肱川（乗船場所はプランにより異なる）
大洲観光総合案内所
0893-57-6655
http://www.kurarinet.jp/ozu-ukai/

☎ 089-912-2241 みきゃんのかんづめ
■

③

や

プロフィール

馬越ご夫妻はこんなに強い！

目の前でうかいを楽しめます

詳しくは…

広報広聴課

大洲のうかい

②

し

⑦

剣道が縁で夫婦となり、えひ
め国体では剣道団体で見事ア
ベック優勝！ 育児、仕事、剣道
に全力投球の二人のパワーの
源は愛娘の真那ちゃん。
「競技
を続けられたのは支えてくだ
さった皆さんのおかげ。感謝
を胸に、剣道の素晴らしさを
伝えていきたい」
と話します。

7/13（金）
～8/15（水）18：30～21：30
松山城東雲口登城道～山頂本丸広場
松山市観光・国際交流課
089-948-6557

る振り付けですので、
ご家族
はもちろん、幼稚園や学校、
介 護 施 設 、町 内 会 な ど で
踊ってみてはいかがでしょ
う。曲・歌詞・動画は県のHP
から視聴・ダウンロードでき
ます。
ぜひご覧ください。

C

ち さと

馬越 啓輔・千里選手
（愛媛県警） （松山市役所）

昨年の様子

みきゃん公式テーマソング・ダンス
「みきゃんと愛媛のいーよかん！」
完成

①

F

⑤ぜひ覚えてね！「元気歯つらつ
愛顔のえひめ！ ～ みんなで目
指そう お◯◯の健康 ～」
ヨコのカギ
⑥1日の始まりは野菜たっぷり
な
「◯◯◯◯◯」
から！
⑦宇和海では真珠の母貝とな
る「◯◯◯◯◯」をたくさん
養殖しています。
⑧正岡子規は「◯◯◯」を詠んだ
辞世の句を3つ、詠みました。

正解は来月の
「愛顔のえひめ」
で発表します
え がお

Q

「愛顔ケアねっと」の
リニューアルした点を教えてください。

クロスワード正解者のなかから抽選でプレゼント！

ギルディング
（金属箔装飾）
和紙

（河内晩柑）
」
を5名さまに
A賞 愛南町「愛南ゴールド

校
松山東高等学
）
Tetra（テトラ

黄 金 色 に 輝 く「 愛 南 ゴ ー ル
ド」は文旦系のかんきつで果
汁が多く、爽やかな味わいが
特徴。かんきつの少ない時期
に食べられるため、人気が高
まっています。

介護事業者・介護従事者向けの
専用コンテンツを設けました。

A

長寿介護課
いのうえ かずよし

井上 一善

「愛顔ケアねっと」
は、介護に携わる、
すべての方に役立つ介護情報を提供
するアプリです。今回、さらなる充実
を図るため、介護事業者・介護従事者
向けの専用コンテンツを設けました。
制度や届け出に関する情報、スキル
アップのための研修情報、その他、動
画解説、介護従事者向けのレシピ集
など充実した内容を掲載していま
す。介護サービスを担う方々もぜひ
ご活用ください。

提供／JAえひめ南城辺支所
☎ 0895-72-1121
■

B賞 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？
※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。

内子町五十崎の伝統技術、手漉き和紙とギルディング（金属
箔）加工技術のコラボレーションにより誕生。フランス人デ
ザイナーの指導を受け、日本で唯一となる技術を修得、世界
初となる和紙との融合を実現しました。手漉き和紙のやさし
く、柔らかな素材感と、ギルディング箔の力強い存在感を併
せもち、
雑貨や壁紙など多彩な商品を展開しています。
すごモノに関する問い合わせは…

詳しくは…

☎ 089-912-2563
問 愛のくに えひめ営業本部 ■
■

☎ 089-912-2430
長寿介護課 ■

え

がお

えひめ愛顔のジュニアアスリート発掘事業は4年目を迎えました。
えひめから世界をめざすスポーツが大好きな小学4年生から中学２
年生を募集します。詳しくは
「えひめ ジュニアアスリート」
で検索。

Convenient Notebook

小学4年生から中学2年生まで
7/9（月）までに学級担任の先生に提出
☎ 089-960-8850
■

お知らせします

問 実行委員会事務局
■

梅毒の報告数が増えています

小学生県庁見学デー参加者募集

梅毒は主に性的接触により感染する感染症で、県内の患者報告数
が急増しています。早期発見のため、各保健所で実施している電話
相談や、
無料・匿名検査をご利用ください。
（保健）課または県健康増進課
問 各保健所健康増進
■

小学生の皆さん、県庁を見学してみませんか。
7/24（火）①9：20～12：00、②14：00～16：40
県庁
各50名（小学5・6年生）※応募多数の場合、抽選
6/26（火）までに申込書またはハガキに必要事項を記入して
広報広聴課
089-912-2243

6月は土砂災害防止月間です。
大雨警報発表後、
土砂災害のおそれがある時に、
県と松山地方気象
台が共同で、土砂災害警戒情報を発表しています。避難の際は目安
にしてください。
問 砂防課 ■
☎ 089-912-2700
■

「豊予海峡横断きっぷ」
好評販売中です!
松山駅～八幡浜駅もしくは宇和島駅～八幡浜駅のJR四国乗車券及
び自由席特急券と、八幡浜港～別府港間のフェリー乗船券（2等）が
セットになった
「豊予海峡横断きっぷ」
を好評販売中です。ぜひこの
機会にお得な切符を活用して、大分観光を満喫してください。
問 交通対策課 ■
☎ 089-912-2250
■

募集します

へ

え

身のまわりの放射線測定体験教室参加者募集
体験教室では、自然のなかにある放射線を測定したり、放射線観測
器（霧箱）
を作製したりするなど、
楽しく学べる内容となっています。
日 時

場所・募集期間
県総合科学博物館
（新居浜市大生院2133-2）
7/21
（土）
募集期間／6/12
（火）
～7/12
（木）
県原子力センター
（八幡浜市保内町宮内1-485-1）
7/28
（土）9：30～15：00
募集期間／6/12
（火）
～7/12
（木）
県武道館
（松山市市坪西町551）
8/18
（土）
募集期間／6/12
（火）
～8/8
（水）
各50名（小学4～6年生 ※保護者もしくは引率者同伴、中学生、高校生およ
びその保護者・先着順）
各募集期間に電話、FAX、メールにて■
問へ
089-931-0888
問 原子力安全対策課 ■
☎ 089-912-2352
■
genshiryokuanzen@pref.ehime.lg.jp

県立病院等職員採用試験実施
県立病院等の職員（看護師、診療放射線技師、理学療法士、作業療
法士、視能訓練士）
の採用試験を実施します。詳しくはHPをご覧く
ださい。
「愛媛県立病院 採用」
を検索。
7/7（土）
・8（日）※募集期間：６/26（火）まで ■
場 愛媛県庁
問 公営企業管理局総務課 ■
☎ 089-912-2790
■

離職者や未就職者の方を対象に、民間の専門学校などに委託して
職業訓練を実施します。受講料は各コースとも無料（テキスト代な
どは自己負担）で、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。

県総合科学博物館協議会、県歴史文化博物館協議会、県美術館協
議会の各委員を募集します。
各1名
6/20（水）までに■
問 へ※応募資格等詳細については■
問 または
HPでご確認ください。 ■
問 まなび推進課 ■
☎ 089-947-5490

無料（テキスト代などは自己負担） 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
募集期間内に願書を最寄りのハローワークに提出
（松山市本町7-2） ■
場■
問 松山高等技術専門校
☎ 089-924-5768
■

知的障がい者対象職業訓練
（販売実務科）H30年度後期訓練生募集
知的障がい者の方を対象とした職業訓練のH30年度後期訓練生
を募集します。
【販売実務科
（後期）
】
訓練期間 10/15
（月）
～H31.3/19
（火）※6カ月間 定 員 10名
知的障がいのある方（療育手帳を取得している方または公的機関の
対象者 判定を受けた方）
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
選考日 7/20
（金）
7/12（木）までに願書などを最寄りのハローワークに提出
（松山市本町7-2） ■
場■
問 松山高等技術専門校
☎ 089-924-5768
■

日時

開催場所

料金
※特に表記のない場合は、無料

7/2（月）～26（木）の間の土・日曜を除く12日 10：00～16：00
※全日程出席必須 ■
（松山市湊町3-4-6）
場 GET！ セミナー会場
15名（正社員としての就職を目指している15～39歳までの方
※学生を除く）
6/22（金）までに電話にて■
問へ
問 ジョブカフェ愛work ■
☎ 089-913-8686
■

郵 便： 〒790-8570
（住所記入不要）愛媛県庁広報広聴課「みきゃんCLUB」宛
メール: kohoshi@pref.ehime.lg.jp 締め切り：6/12（火）当日消印有効
※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。

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

特別展
「誕生40周年 こえだちゃんの世界展」
1977年に誕生したミニドールつきハウス玩具シリーズの
「こえだ
ちゃん」。本展では、初代から8代目までの
「こえだちゃん」
が大集合
するとともに、
キャラクターをデザインした桜井勇氏のイラスト原
画も展示。
ダンボールでできた大きな木のおうちも登場。
～6/17（日）9：00～17：30

高校生以上550円、小中学生・65歳以上280円

博物館燻蒸に伴う臨時休館のお知らせ

がお

「愛顔感動ものがたり発信事業」
受賞作品巡回展

委員会・審議会などの委員を募集

定員・選考日
15名
7/24
（火）
20名
7/26
（木）

グループワークや企業訪問など、実践的な活動に取り組む講座を
実施します。仲間と一緒に自信を高め､企業との面接会では自己
PRもプレゼンし、
マッチングを目指します！

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、
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488通）

くん じょう

離職者等対象職業訓練生募集

コース名
募集期間
訓練期間
OAビジネス
8/7
（火）
～11/6
（火）
6/20
（水）
～7/19
（木）
初級コース②
※3カ月間
介護職員初任者
8/9
（木）
～11/8
（木）
6/21
（木）
～7/20
（金）
研修コース①
※3カ月間

（生徒氏名：左から渡部千紗、
三好由里子、
今村誠宏、只信伊織）

イベントにでかけませんか

特殊詐欺に遭わないためのポイント！
①心当たりのないハガキに書かれてある連絡先に電話しない。
②知らない番号の電話には出ない。または在宅時も留守番電話に
設定しておく。
③不審な電話があったら、
一人で悩まず家族・警察に相談。
問 警察相談専用電話 ♯9110
■

宇宙ビジネスの発展性をレ
ポートにまとめました。地元
の企業訪問では、働くという
こと、社会にアンテナを張る
ことが大切だと学びました。

愛work人気セミナー｢就活道場｣の受講生募集

「愛顔のジュニアアスリート」
4期生の募集

県民の便利手帖

アイコンの説明

私たちは中・高・大学生、全18
32チームが参加した株式学
習コンテスト「日経STOCK
リーグ」で最優秀賞に選ばれ
ました。昨年愛媛県で開催さ
れた
「宇宙技術および科学の
シンポジウム」をきっかけに

収蔵品等の保存のため、館内を燻蒸します。下記の期間、臨時休館
します。

昨年度全国から応募のあった
「感動のエピソード」
と
「愛顔の写真」
受賞作品の展示会と朗読イベントを開催します。
6/30（土）展示9：00～、朗読イベント①13：00～、②15：00～（予定）
（伊予郡松前町筒井850）グリーンコート
（展示・朗読イ
場 エミフルMASAKI
■

ベント）、オレンジコート
（展示のみ）
問 文化振興課 ■
☎ 089-947-5581
■

県埋蔵文化財センター共同企画展
「湯築城跡 ～発掘調査開始から30年を迎えて～」
湯築城跡の発掘調査開始から今年で30年を迎えます。
これまでの
調査で解明した湯築城の文化財としての価値を再評価します。
6/9（土）～7/16（月・祝）9：00～17：30（入館は17：00まで）
※月曜休館（6/11、18、25、7/2、9）※6/10（日）、24（日）、7/15（日）に関連
講座を開講 ■
（松山市上野町甲650）
場 県生涯学習センター内 愛媛人物博物館
問 県生涯学習センター ■
☎ 089-963-2111
■

臨時休館日 6/19
（火）
・20（水）

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）

サイエンスショー
「ふしぎな音のマジックショー！」
音のふしぎな実験を楽しみながら、みんなで音の正体や音の聞こ
える仕組みを探りましょう。
～7/1（日）金曜13：00～、土・日曜、祝日13：00～／15：00～
常設展観覧券が必要

えひめこどもの城

☎089-963-3300
コ
シ
ロ
ち
ゃ
ん

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）

産業技術研究所研究成果展示会および
普及講習会の開催について
県産業技術研究所がH29年度に行った研究成果や、県・財団補助
事業などを実施した企業の研究成果を紹介する
「研究成果展示会」
を開催します。
日 時
場 所
6/15
（金）
テクノプラザ愛媛
（松山市久米窪田町337-1）
10：00～17：00
6/21
（木）
、
22
（金） 繊維産業技術センター
10：00～16：00 （今治市クリエイティブヒルズ4-1）
6/26
（火）
紙産業技術センター
10：00～15：00 （四国中央市妻鳥町乙127）
問 県産業技術研究所 ■
☎ 089-976-7612
■

カ
ハ
ク
ン

人形げきや おたこ組 公演
地元えひめのプロの人形劇の、
愉快で楽しい公演です。
6/17（日）14：00～

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）

「世界キリンの日」
イベント
「世界キリンの日」
にちなみ、
キリンのガイドイベントを行います。

在宅介護研修センター 研修受講者募集
NPO法人 メイアイヘルプユー理事の鳥海房枝さんによる講座「身体
拘束・虐待を防ぐケア ～より良い介護を目指して～」
を開催します。
6/19（火）18：30～20：30 ■
（松山市道
場 ひめぎんホール本館 多目的室
後町2-5-1）
100名
400円
電話、FAX、HPから■
問へ
089-914-0732
問 県在宅介護研修センター ■
☎ 089-914-0721
■

県武道館
ボール de 運動神経がUPする体操講座
ボールを使って楽しく身体を動かし、
運動神経UPを目指そう！
6/30（土）
14：00～15：00
50円（施設利用料として）
電話にて■
（詳しくはHPをご覧ください）
問へ
（松山市市坪西町551） ■
場■
問 県武道館
☎ 089-965-3111
■

愛媛県美術館

県介護支援専門員実務研修受講試験

申し込み期間
（木）
～7/13
（金）
（特定記録郵便）
（受験案内配布期間）6/14
※受験資格など詳細については、受験案内をご確認ください。

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

問 問い合わせ

電話

動物愛護センター

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。

メールアドレス

☎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

地域の模範飼い主となっていただける方を対象とした移動譲渡会
および譲渡前講習会を開催します。
開催場所にご注意ください。
6/9（土）13：30～15：30 ■
（松山市勝山町2-1）
場 愛媛銀行本店
6/8（金）までに専用はがきを郵送（必着）、または6/7（木）までに電子申請

愛媛FCホームゲーム

開館20周年記念 没後40年 熊谷守一 生きるよろこび

ファクス

各日先着10名（9時から事務所にて受付）

犬の移動譲渡会＆譲渡前講習会 in 愛媛銀行本店
☎089-932-0010

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

問 県社会福祉協議会福祉研修課 ■
☎ 089-921-8359
■

対象者

小学校低学年

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。

6/14（木）
から、受験案内を県社会福祉協議会、各市町社会福祉協
議会、
県庁長寿介護課、
各地方局地域福祉課で配布します。
試験日 10/14
（日）
10：00～
受験料 8,700円
試験の実施場所 松山大学
医師、
保健師、
看護師、
介護福祉士等で、
当該業務に5年・
受験資格
900日以上従事した方等

6/21（木）、23（土）11：30～

定休日

駐車場

多目的トイレ

ニンジニアスタジアム

日時

対戦相手

開始

6/10（日）
6/23（土）

大分
水戸

16：00
19：00

※試合に関する問い合わせ先

㈱愛媛FC

089-970-0700

県プロスポーツ地域振興協議会（地域スポーツ課）

スタッフの介助あり
※事前連絡が必要

食事施設

089-947-5564

託児サービス Web Webにも掲載

