愛と笑顔あふれる愛媛を目指して！
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えひめこどもの城
えがおで20周年！

えがお

節電にご協力お願いします。
暑さが厳しくなる7月以降は電気の使用量が特に多くなりま
す。ご家庭や職場での効率的な電気の使用や、無理のない範
囲での節電をお願いします。

2018

の

ご家庭や職場で実践できる節電事例
エアコン 設定温度は28℃を目安にしましょう。
「すだれ」や「よしず」などで窓からの日差しを和ら
げると効果的です。
照
明 不要な灯りはこまめに消しましょう。
テ レ ビ 省エネモードを活用し、見ない時は電源をOFFに
しましょう。
問 産業政策課 ■
☎ 089-912-2475
■

愛媛県民だより
第264号2018年7月1日発行（8月号は7/29（日）
発行） 編集／愛媛県企画振興部広報広聴課 〒790-8570

節電のお願い 愛媛県

スマホやタブレットで

愛媛県民だより
が読める！
「愛顔のえひめ」
え

がお

アプリ「マチイロ」では、ダウンロード後、簡単
な地域設定をしていただくと、お手持ちのス
マートフォンやタブレットに定期的に広報紙
が配信されます！
※アプリのダウンロードは無料で行えますが、通信費は
利用者のご負担となります。 ※アプリは、広告代理店
（株）ホープ（福岡市中央区）が作成したもので、表示さ
れる広告の内容に愛媛県は一切責任を負いません。

ダウンロード
はこちら

点字版・音声版も作成しています ご希望の方は、
広報広聴課までお問い合わせください。 ホームページでもご覧になれます http://www.pref.ehime.jp/

愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 TEL：089-912-2241

「えひめこどもの城」
は開園20周年！
！

楽しいイベントが
いっぱい！ ぜひ
遊びに来てね !!

平成10年10月に開園した「えひめこどもの城」
は今年、20周年を迎えます。
メモリアルイヤーを記念して、子どもたちはもちろん、大人も楽しめるイベントをたくさん企画しています。ぜひこの機会に遊びに行きませんか？

くまがい みず ほ

県では、
こどもの城と連携して地域が一体となって子どもたちや子育て家族を
応援する社会の実現に向けた事業を展開中です。つながる ことから始まる
愛顔あふれる地域づくりに、
ぜひご参加ください。

イベント詳細は
webをチェック！

H30年度地域子育て助け合い事業

自転車リレー事業

安全に使用
できるよう整備
いたします！

整備した自転車を無償で譲渡します

お譲りいただいた自転車を安全に乗れるよう整備し
て、応募のあった中学生や高校生にお渡しします。

中学生や高校生で通学に自転車を使用する方を優先し、
無償
で自転車をお譲りします。

▶対象自転車
●26インチ、
もしくは27インチの自転車
●故障や劣化など、
自転車の状態は問わない
●防犯登録をしている自転車であること

▶譲渡対象者

平成31年4月1日時点で
中学校・高校に通学
（予定）
の生徒
※防犯登録（600円）、自転車
保険加入費用などは譲り受け
される方の負担となります。

▶譲渡時期

自転車のお渡しは
平成31年3月頃を予定

応募方法
えひめこどもの城まで
お問い合わせください。

地域で子育てリレーセミナー
所］松山市総合コミュニティセンター 企画展示ホール

午前の部

午後の部

●講義「こども食堂の現状と課題について」
（一社）
全国食支援活動協力会 専務理事
平野 覚治氏

●講演①「すべての子ども」
を大切にする子どもの貧困対策
日本大学文理学部 教授 末冨 芳氏

●活動発表
県内各地で活動している各団体が活動発表
●模擬こども食堂の開設
ポスターセッション、
情報交換なども実施

●講演②「困りごとに寄り添う 〜地域に愛されるお店づくり〜」
（株）
サンクラッド 代表取締役 馬場 加奈子氏
●パネルディスカッション
【パネリスト】
（一社）全国食支援活動協力会 専務理事 平野 覚治氏
（株）
サンクラッド 代表取締役 馬場 加奈子氏
ＮＰＯ法人えひめ子どもチャレンジ支援機構 事務局長 仙波 英徳氏
愛媛県児童館連絡協議会 会長 敷村 一元氏
【ファシリテーター】日本大学文理学部 教授 末冨 芳氏
【コメンテーター 】FC今治 オーナー 岡田 武史氏

遊びに行こう！

〜8 20 募集中！

あなたの笑顔がテレビで流れるかも！
えひめこどもの城で撮影した写真を募集

in
えひめ

岡田 武史氏
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遊具フリーパス入園＆アニバーサリーパーティー
Little Glee Monster ＆ 向井 浩二

レストランリニューアルオープン

幅広い年齢層のお客さまにご満
足いただきたい。そんな願いを
込めて店内、メニューを大幅リ
ニューアルして、特別な日を素
敵 な 日 に 。特 別 コ ー ス 料 理 の
カップルデー、
スペシャルバイキ
ングのファミリーデーなど新企
画盛りだくさん。今までとはひと味違ったえひめこど
もの城レストランにご期待ください！

ゲスト
決定！

●遊具フリーパス入園 開園時間12：00〜21：30
開園時間中、遊具乗り放題！

応募いただいた写真は20周年記念
CM素材として活用し、10月からえひ
めこどもの城にて展示する予定です。
応募方法など詳し
くは右 上の二 次 元
コードへアクセス！
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「広がれ、
こども食堂の輪！」
全国ツアーinえひめ
［開催日］7/28（土）10：30〜16：00 ［場

子育て支援課

熊谷 瑞穂

子どもたちの愛顔を支える
さまざまな事業に取り組んでいます

※本事業は各種法令等を遵守して実施します。
※本事業に使用する際、事前に警察署に盗難届の提出の有無を確
認します。

楽しいイベント
を
続々開催します

思いっきり遊ぼう！
いっぱい思い出を
作ろう !!

がお

使わなくなった自転車を譲ってください

えひめこどもの城は︑開園以来７４０

万 人 を 超 える 皆 さんにご来 園いた だい

ています︒

自 然 豊かな敷 地は東 京ドーム約 ７ 個

分に相 当 し︑四 季の花 や 緑 を 楽 しめま

す︒開園当初から大人気のてんとう虫の

モノレールやボートに加え︑プロジェク

ションマッピングの技術を取り入れたデ

ジタルアートミュージアムなど︑新しい

アトラクションも仲間入りしました︒子

え

どもも大人も楽しめる施設に進化して︑

インスタグラムもしよるんよ。フォ
トコンテストもしよるけん、こども
の城で撮ったベストショットを投稿
してね。
「 いいね！」が多
い写 真はホームページ
で紹介するけんね。

待ちしています︒

みきゃん

コシロちゃん

かわら ない笑 顔 で 皆 さんのお 越 しをお

愛顔の子育て応援アプリ
「きらきらナビ」
で情報発信
しているので、
ダウンロード
してねぇ〜♪

さあ！ この夏は︑えひめこどもの城で

忘れられない一日を！

えひめこどもの城のイベント情報を
もっと詳しく知りたいダーク！

ダークみきゃん

マスコットキャラクター
「コシロちゃん」

※この日は入園券（フリーパス付：有料）が必要です。
（当日販売）

●アニバーサリーパーティー
特設会場開場14：00 開演15：30 終演17：00

スペシャルゲストによるミニライブ開催！

※アニバーサリーパーティーはホームページより事前申し
込みが必要です。
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くわがたのステージ新壁面披露、
感謝状贈呈
記念イベント
「祝20周年 大画面で
スペースインベーダーの世界を体験しよう」

20周年メインイベントDAY！ 記念式典の
ほか、大画面に映し出されたインベーダー
ゲームを多人数で遊べるスペースインベー
ダーギガマックスなど、家族みんなで楽し
めるさまざまなイベントを実施します。
「SPACE INVADERS GIGAMAX
（スペースインベーダーギガマックス）
」
は
（株）
スクウェア・エニックスのプロジェク
ト
「ライブインタラクティブワークス」
の開発です。
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
© TAITO CORPORATION 1978, 2018 ALL RIGHTS RESERVED.

20周年のえひめこどもの城はイベントがいっぱい！ホームページで確認してね！

問 まで
問■
☎ 089-947-3800
7/23
（月）
までに、FAXもしくはメールで■
（定員400名） ■
（伊予鉄総合企画（株）経営企画室 地域で子
応募方法 育てリレーセミナー担当）
089-947-7300
kosodate2018@iyoplan.jp

※広告は、広告主の責任において掲載しています。

えひめこどもの城

089-963-3300

子育て支援課

089-912-2410

