みきゃんと解こう
！

クロスワードパズル

プレゼント
付き
①

呼
ん
で
ね
♥

11月号の答えは

コ
ミ
ー
っ
て

ボート
おかもと

変お得なものとなっており
ます。
ぜひご利用ください。
【利用期間】12/2・8・9・15・16
【発売期間】
～12/16
【発売額】1,000円 ※小児同額
【発売枚数】
1日限定50枚
発売箇所など詳しくはHPを
ご覧ください。

詳しくは…

https://www.iyokannet.jp/news/103

④D

こうせい

「そうるせん」

⑤B

やけん

岡本 康聖選手

（愛媛県立宇和島東高等学校）

『がんばってます！南予“南予観光きっぷ”』発売中！
平成30年7月豪雨からの復
興に向け、
「がんばってます！
南予“南予観光きっぷ”」を
1,000円で発売しています！
こちらは、松山～宇和島間の
特急および普通列車の普通
車自由席が乗り降り自由の
フリータイプのきっぷで大

③C

②

「こみきゃん」
愛媛県の新キャラクター
誕生！
子どもたちの愛顔から誕生
しくお願いします！
した「こみきゃん」が10/20、
えひめこどもの城でお披露 （こみきゃんからのメッセージ）
これから、みきゃんしゃん・
目されました。チャームポイ
ダークしゃんと一緒に、
トリ
ントは、
うるうるした瞳に赤
いほっぺ、頭に生えた若葉。 オで愛媛県をもっと盛り上
げていくきゃん♥
お友達の愛顔をみるのが大
応援よろしくきゃん♥
好きな「こみきゃん」を、
よろ

2年連続で国体出場を果たし、
見事3連覇に貢献！ 自分の力で
ボートを進める感覚に楽しさ
を感じ、
スピードと持久力を磨
いた3年間。
「高校で培ったシン
グルスカルの技術を軸に、
大学
ではさらに上を目指したい」。
五輪出場の夢を目標とすべく、
彼は新たな船出を迎えます。

⑥A

⑦

ぼ

プロフィール
2001年生まれ、鬼北町出身の
高校3年生。父親の勧めもあり、
宇和島東高校ボート部で高校1
年から競技を始める。ストロー
クの大きさと持久力を活かし、
中 盤から後 半に勝 負をかける
レース運びが持ち味。

岡本選手はこんなに強い！
2017年 えひめ国体 少年男子舵手つきクォドルプル 優勝
2018年 全国高校選抜ボート大会 男子シングルスカル 2位
全日本ジュニアオリンピックカップ 男子シングルスカル 6位入賞
アジアジュニア選手権大会 男子舵手なしクォドルプル優勝
福井国体 少年男子舵手つきクォドルプル 優勝

⑧

答え
A

B

C

D

タテのカギ

ヨコのカギ

① 愛媛の農林水産物統一キャッ
チフレーズ
「愛媛県産には、
○
○がある」
② 愛媛県避難支援アプリ
「ひめ
○○○○○」
③ 個人名などに付ける敬称。
⑤ 上○○○郡久万高原町。
⑦ 甘いものは○○腹。

① 今日の次の日。
④ ○○ス・キリスト
⑤ 竹○○、
のま○○、
当て○○
⑥ 猪の肉を使った鍋料理。
⑧ とべ動物園の人気者。12月
2日が誕生日のしろくま。

正解は来月の
「愛顔のえひめ」
で発表します

Q

風しんが流行していると
聞きました。

A

H30年の全国の患者報告数は1,884例（11/4時点）と、
昨年の約20倍で急増中（県内においては3例）です。

風しんは、免疫のない女性が妊娠初期に
感染すると、生まれてくる子どもが先天
性風しん症候群を発症することがありま
す。県内在住の方は、妊娠を希望する女
性やその配偶者などの同居者に限り、免
疫状態を調べる抗体検査を無料で受け
ることができますので、気になる方は県
内各保健所へご相談ください。また、予防
にはワクチン接種が有効ですので、この
機会に予防接種（有料）を受けましょう。

クロスワード正解者のなかから抽選でプレゼント！

スノーカーニバル in 石鎚

を5名さまに
A賞 伊方町「特産品詰め合せ」

標高1,300ｍ、石鎚登山ロープ
ウェイ山頂成就駅の近くで開催
する雪遊びの祭典。
ソリ競争や雪
玉ダーツ、大抽選大会などを実施
する予定です。

伊方の海でとれたちりめんや
太 刀 魚 の お せ ん べ い（ 無 添
加）などの「海の幸」、伊方産
柑橘のゼリーやジャム、つわ
のかす漬けなどの「 山の幸 」
が満載です！

12/23（日・祝）10：00～15：00
石鎚ピクニック園地（西条市西之川） ピクニック園地内リフト無料開放、
石鎚登山ロープウェイの往復運賃割引（小人は無料） イベントによって参
加定員あり
（当日受付、先着順） 西条市観光振興課
0897-52-1446

八幡浜市 「みかんと魚のまち八幡浜」のシンボル“みかんオブジェ”
約2万個の温州みかんでつくる、
高さ2.8ｍ、直径7ｍの巨大みか
んオブジェが登場。夜間にはライ
トアップも実施します！
健康増進課

おかもと てつや

岡本 哲也 技師

詳しくは…

西条市

各保健所健康増進（保健）課または県健康増進課 愛媛県 風しん

12/15（土）
～H31.1/4（金）
道の駅・みなとオアシス 八幡浜みなっと 緑地公園内（八幡浜市沖新田1581-23）
八幡浜市農林課
0894-22-3117

高等学校
情報科学部

愛媛県立土居

第10回全国高等学校
観光選手権 訪日部門
グランプリ受賞

提供／NPO法人 佐田岬

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。

私たちは、今年8月に神戸市で
石五葉松」を中心に、紙やお茶
行われた「第10回全国高等学
などの地域資源を取り入れた
校観光選手権（観光甲子園）」 訪日外国人向けの体験ツアー
決勝大会に出場し、訪日部門
を提案。今後も地域の魅力を
80校180プランからグランプ
発信していきたいです。
まえ だ
りく や
お ち
み やび
リ（観光庁長官賞）に選ばれま （前田 陸也さん、越智 未雅さん、
え ぐち ま り あ
やま うち り な
江口 舞麗綾さん、山内 莉奈さん）
した。大会では地元特産の「赤

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379通）
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：12/11（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。

え がお

障がい者を対象とした県職員採用試験等の実施
身体、知的または精神に障がいのある方を対象とした採用試験等
を行います。
試験日

お知らせします
愛媛県エイズ予防週間
今年のテーマは「UPDATE！ エイズ治療のこと HIV検査のこと」。
期間中、県内各保健所では無料・匿名による時間外HIV抗体検査を
実施します。
詳しくは県HPをご覧ください。
12/1（土）
～7（金）

各保健所健康増進
（保健）
課または県健康増進課

差押不動産合同公売会
滞納整理の一環として、愛媛地方税滞納整理機構、高松国税局と
合同で差押不動産の公売会を実施します。
12/5（水）
13：00～
中予地方局
（松山市北持田町132）
国税徴収法第92条または第108条に抵触しない方
特別滞納整理班
（中予地方局税務管理課内）
089-909-8390

被災地支援年末ジャンボ宝くじ発売中！
1等前後賞合わせて10億円の年末ジャンボ宝くじが発売されてい
ます。
この宝くじの収益金の一部は、愛媛県をはじめとする平成30
年7月豪雨災害などの被災地へ支援され、
復興に役立てられます。
～12／21（金）

財政課

089-912-2190

「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
について
12/10～16は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。拉致問題の
解決には、県民一人ひとりの声が何よりも強い力となります。県民
の皆様の温かい支援をお願いします。
12/10（月）
～16（日）

長寿介護課

089-912-2434

募集します
忘年会・新年会はおいしく残さず食べきろう！ 宣言事業所募集中

宴会の開始後30分と終了前10分は自席で料理をおいしく食べきる
「3010運動」、宴会をおいしく楽しむ「宴会5箇条」を実践して、食品ロスを
削減しましょう。
「おいしい食べきり宣言事業所」のご登録をお願いします。
循環型社会推進課

089-912-2356

介護力強化セミナー受講者募集
介護による離職ゼロを目指して、仕事と介護の両立について学ぶ
セミナーを開催します。
12/18（火）13：30～15：30
八幡浜商工会議所
（八幡浜市北浜1-3-25）
20名
電話またはFAX、郵送にて へ
県法人会連合会（松山市大手
町2-5-7）
089-933-5596
089-947-4251

H30.7月豪雨により被災した中小企業などが
クラウドファンディングを実施中
H30.7月豪雨により被災した県内の中小企業などの皆さんが、クラウド
ファンディングを活用して復旧活動を行っていますので、支援をお願い
します。詳しくは県HPにてクラウドファンディングで検索ください。
経営支援課

089-912-2464

①正規職員

1/20（日） 人事委員会

②臨時職員（事務補助）

1/27（日）

③非常勤職員（県研修所など出
先機関における作業補助）

随時

人事課、東予地方局総務県民課、
南予地方局総務県民課
お近くのハローワーク

①②受験資格、応募方法など詳細については、
県のHPでご確認ください。
③募集している出先機関の照会や申込みなどについては、お近くのハローワー
クにご確認ください。

県臨時職員採用試験
受験資格

満18歳以上（H31.4/1現在）

職務内容

事務補助

試験方法

筆記試験および面接試験（障がい者対象の採用試験も実施）

試験日

1/27（日）

試験実施場所 県庁、中予地方局以外の地方局、支局
H31.1/7（月）までにHPまたは郵送により申し込み。詳細は県のHPでご確
認ください
（応募期間の初日から試験案内を配付）
人事課
089-912-2177
0897-56-1300
東予地方局総務県民課
南予地方局総務県民課
0895-22-5211

全国から応募のあった「愛顔あふれる感動のエピソード」の受賞作
品について、表彰式イベント当日に朗読いただける方を募集。12/20
（木）に県庁において選考会を実施し、朗読者を4名程度決定します。
表彰式イベントはH31.2/23（土）
14：00～
（予定）
ひめぎんホール メインホール
先着15名
12/12（水）17：00まで
に、郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、職業を電話またはFAX、
メール
文化振興課
にて へ 電話での受付は平日8：30～17：15
089-947-5581
089-913-2617
bunkashinko@pref.ehime.lg.jp

清掃、接客、販売実務、情報の各サービス業務について、技能検定を
実施します。特別支援学校の生徒のやる気と力を見に来てください。
H31.1/12（土）9：30～15：30
ポリテクセンター愛媛（松山市西垣生町2184）
特別支援教育課
089-912-2965

県、愛媛弁護士会、愛媛県司法書士会と共催で、無料相談会を開催
します。
債務問題でお悩みの方、
法律専門家に相談してみませんか。
12/10（月）13：30～16：30
債務問題でお悩みの方
～12/7（金）
までに電話にて へ
県消費生活センター
（松山市山越町450）
089-926-2603

森林環境保全基金公募事業の提案募集
県が森林環境税を財源として実施すべき事業提案および同税の趣
旨に即し、県民の皆さん自らが森林林業に関連した企画・立案・実
行する事業提案を募集します。
愛媛県の森林環境保全などに関心があるNPO法人、
ボランティア団体、
個人
～1/31（木）
までに所定様式を郵送で所管する地方局森林林業課へ
森の交流センター
089-990-7017

委員会・審議会などの委員を募集
委員会等の名称：愛媛県動物愛護推進懇談会
1名
12/12（水）～26（水）
に応募。詳細は
薬務衛生課
089-912-2396

またはHPでご確認ください

愛媛人物博物館冬季企画展「実業家×芸術家 人間・三浦保」
生誕90周年を記念し、実業家として類いまれなる経営手腕を発揮
する一方で芸術家としても才能を発揮した「人間・三浦保」
の素顔
に迫ります。
12/8
（土）
～H31.3/10
（日）
9：00～17：30（博物館への入館は17：00まで）
※12/8（土）
はオープニングセレモニーのため10：30開館
県生涯学習センター内 愛媛人物博物館
県生涯学習センター
（松山市上野町甲650）
089-963-2111
え がお

愛顔ひろがる えひめの障がい者アート展
県内にお住まいの障がいのある方が制作したアート作品（絵画・デ
ザイン、書、陶芸、
その他立体作品）を展示。
ご来場いただいた方か
らの投票で観客賞を決定します。
12/6
（木）
～16（日）※12/10（月）
は休館日
県美術館南館
障がい福祉課
089-912-2424

イベントにでかけませんか
県の仕事の魅力発見セミナー
さまざまな部署で活躍中の先輩職員との座談会や職場見学会を開催しま
す。セミナーをとおして、県の仕事の“今”を発見・体験してみませんか。
県の仕事の魅力発見セミナー（技術部門座談会は12/16（日）までに事前申込みが必要）
12/25（火）13：00～17：00 県庁第二別館6F 大会議室ほか
職場見学会（県庁・技術部門・教育・警察）
（12/16（日）
までに事前申込みが必要）
12/26（水）開催時間等は職種によって異なります。
※詳細は
「愛媛県職員採用情報」
で検索または右の二次元コード
でご確認ください。
人事委員会事務局
089-912-2826

県職員等の業務内容等に関する保護者説明会
お子さんの職業として、県職員や警察官に関心をお持ちの保護者
の方等を対象とした説明会を開催します。
南予会場（南予地方局7F 第1会議室）12/4（火）13：30～15：00
東予会場（東予地方局7F 中会議室）12/6（木）13：30～15：00
中予会場（県庁第二別館6F 大会議室）12/9（日）13：30～15：00
人事委員会事務局
089-912-2826
089-912-2819
jinjisaiyou@pref.ehime.lg.jp
氏名、参加人数を記載のうえ、
メールまたは （当日参加も可）

12/23（日・祝）
10：00～11：00
先着30名
（小学生からH27.3月生まれ
（初心者）
のお子さんと保護者）
子ども50円
（施設利用料として）※大人は無料
電話などで へ。詳しくはHPでご確認ください
県武道館
089-965-3111

12/19（水）
～H31.3/24
（日）
9：40～18：00
一般1,300円、
高大生900円、小中生700円（前売券あり）
バレル・コレクション展愛媛展実行委員会
089-921-2192

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（ただし祝日の場合は開園）

とべZOOイルミネーション
さまざまな色・形のイルミネーションが園内各地を照らし、幻想的
な雰囲気をお楽しみいただけます。

☎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

トラノコ パフォーミングアーツカンパニー公演
「世界が舞台の虎の子」。何色にも染まらない独特で幅広いショー
をご覧ください。
12/8
（土）
16：00～17：00

トミカ博 in EHIME

動物愛護センター

トミカ博が3年ぶりに愛媛へ帰ってくる！ 夢がいっぱいにつまった
展示物ジオラマの数々。見るだけではなく
「触ったり」
「動かしたり」
「乗ったり」
と、
参加しながら楽しめます。
H31.1/2（水）
・3（木）、
5（土）
・6（日）、12
（土）
～14
（月・祝）10：00～16：30
幼児～小学生低学年
大人900円、子ども700円（前売券あり）
アイテムえひめ 大展示場・FAZプラザ（松山市大可賀2-1-28）
トミカ博 in EHIME 実行委員会
089-915-8889

☎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

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。
12/8
（土）
9：30～11：30（猫）、
13：30～15：30（犬）
12/7
（金）
までに専用はがきを郵送
（必着）、
または12/6
（木）
までに電子申請

☎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）
12/4、10、17、26～H31.1/1

愛媛オレンジバイキングスホームゲーム

サイエンスナイトミュージアム2018
開館時間を延長し、
いつもとは違う夜の博物館をお楽しみいただけま
す。
ワークショップではLEDで光るクリスマスランタンが作れます。
12/22（土）
～24
（月・振休）
は21:00まで開館延長予定
（入館は20：30まで）
有料（各ワークショップなどにより異なる）

☎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）

英国スコットランドの美術館、バレル・コレクションより西洋近代
絵画80点（うち日本初公開76点）
を、
「身の回りの情景」
「戸外に目
を向けて」
「川から港、
そして外洋へ」
という構成で紹介します。

えひめこどもの城

一緒に楽しく、空手道を遊びながら体験しませんか。子どもだけで
も参加できます。

歴史文化博物館

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

12/8（土）～H31.2/11（月・祝）
の間の毎週土曜（12/29は除く）
およびクリ
スマス、
バレンタイン

県武道館 親子武道入門講座
（空手道編）

総合科学博物館

☎089-932-0010

印象派への旅 海運王の夢 バレル・コレクション

多重債務無料相談会の開催について

え がお

「愛顔あふれる感動のエピソード」
朗読者募集

愛媛県美術館

愛顔のえひめ特別支援学校技能検定

は
に
坊

日時
対戦相手
12/8
（土）
山形
12/9
（日）
12/21（金）
島根
12/22（土）
12/29（土）
八王子
12/30（日）

開始
14：00
14：00
19：00
15：00
15：00
15：00

※試合に関する問い合わせ先

会場
宇和島市総合体育館
松山市総合コミュニティセンター
伊予市民体育館

㈱エヒメスポーツエンターテイメント
089-934-2355

主な施設の年末年始の休館・休園日のご案内

テーマ展「発掘・整備・活用 国史跡松野町河後森城跡」

歴史文化博物館・総合科学博物館・えひめこどもの城

松野町教育委員会と連携した展覧会。河後森城跡における発掘調
査、保存整備、活用についてや、
これまで南予地域で発掘調査が行
われた中世城郭および中世集落を紹介します。

生涯学習センター

～12/16
（日）9：00～17：30
高校生以上510円、
65歳以上260円、
中学生以下無料

休館・休園

12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1
1/2
1/3
（火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）（火・祝）（水） （木）

美術館
南楽園
図書館
とべ動物園

