みきゃんと解こう
！

クロスワードパズル

プレゼント
付き
いよいよ開催！ いきいき茨城ゆめ国体

サンセット・ナイトクルーズ＆
スペシャルディナー

第74回国民体育大会
（いきいき茨
城ゆめ国体）が、茨城県内全域で
開催されます。愛媛県代表選手た
ちの活躍にご期待ください。熱い
エールを、
愛媛から茨城へ！
第73回国民体育大会（福井しあわせ元
気国体）
の様子

愛媛県イメージアップキャラクター

平 成 3 0 年７月 豪 雨により
被災された方々を支援する
ため、全国各地から心温ま
る義援金をいただき、心よ
り感謝申し上げます。皆さ
んからお寄せいただいた義
援金は、市町を通じて被災
された方にお届けし、生活

再 建に役 立てられていま
す。愛媛県、愛媛県共同募金
会、日本赤十字社愛媛県支
部では、R2.６/30（火）まで
義援金を受け付けています
ので、引き続き皆さんの温
かいご支援をよろしくお願
いします。

詳しくは…

新居浜市のマリンパーク新
居浜で、瀬戸内らしい静か
な海が広がる燧灘のサン
セットや、新居浜の工場夜
景を眺めるクルージング、
ライトアップしたヨットハー

9・10月の毎週土曜18：00～
（ランチは11：00～）
各回10人、先着順
メール
（info@niihama-marina.com）、
または 0897-46 -5636まで

☎ 089-912-2770 愛媛県豪雨災害義援金
出納局会計課 ■

☎ 0897-56-1300
東予東部圏域振興イベント実行委員会 ■

④

8月号の答えは

「うちぬき」
⑥B

C

やけん

⑦

ぽ

いきいき茨城ゆめ国体
⑨

A

愛媛県障がい者サイクリング大会
しまなみ海道を2人乗り自転車などで走行するサ
イクリング大会を開催します。後席の障がいのあ
る方が前席でハンドルを握るパイロットと息を合
わせ、
風を感じながらサイクリングを楽しめます。
毎年人気の大会ですので、
申し込みはお早めに。
10/27（日）

今治市サンライズ糸山（集合場所）

※詳細は
「愛媛県障がい者スポーツ協会」
HPをご覧ください。

詳しくは…
☎ 089-924-2101
県障がい者スポーツ協会 ■

詳しくは…

C

⑤

⑥F

バーの夜景を見ながら、地
元食材を使ったフレンチス
ペシャルディナーを楽しめ
ます 。デイクルーズ＆ラン
チも同日開催！ お申し込み
はお早めに。

③

⑧D

☎ 089-947-5453
競技スポーツ課 ■

豪雨災害の義援金を引き続き受け付けています

②

9/28（土）～10/8（火）

詳しくは…

みきゃん

①

愛媛県障がい者サイクリング大会

ぽ

答え
A

B

C

D

タテのカギ

ヨコのカギ

① 暑くなると、体の表面からに
じみ出てくる水分。冷や○○、
○○だく、手に○○を握る
② 物の長さ「◯◯ぽ◯」。段取
りや計画などの意味もある
③ 有利な点、便利な点、好都合な点
④ 神社の入り口に立つ門
⑦ 歩いたり走ったりする速度。
○○○メーカー、マイ○○○
⑧ ロシアの文豪ドストエフス
キーの長編小説
「○○と罰」

①「えひめ愛顔のジュニア○○○○○発掘
事業」
第5期生募集開始！
また、
前もって
⑤ 物事を人より先に行うこと。
備えること。
「○○○必勝」
「○○○を打つ」
⑥ イタリア南部ナポリ近郊にあった古代都
市。火山の大噴火により埋没したが、後に
発掘された世界文化遺産
⑧ ある事柄について精通していること。ま
たはその人
⑨ H29年にオープンした「道後温泉別館○○○乃湯
泉」。愛媛の伝統工芸品が随所に用いられています

正解は来月の
「愛顔のえひめ」
で発表します

伊方町

Renewal Open!

クロスワード正解者のなかから抽選でプレゼント！

佐田岬マラソン2019

を5名さまに
A賞 久万高原町「久万高原産リンゴ」

日本で一番細くて長い佐田岬半
島を走りませんか。宇和海を一望
めい
でき、遠く九州も見渡せる風光明
び
媚なロケーションを楽しめます。

最
優
秀
賞

11/10（日）受け付け8：00、スタート10：30
1,000名
瀬戸総合体育館
（受け付け・開会式、
西宇和郡伊方町三机） 大人4,000円、高校生以下2,000円
～10/4（金）
までに郵便振替口座への払込取扱票またはJTBスポーツス
テーション、
スポーツエントリーから申し込み
佐田岬マラソン2019実行委員会
0894-38-2661

窯業技術センターが
新しく生まれ変わります！

鬼北町

鬼北町最大のイベント「でちこんか2019」

愛媛県産業技術研究所窯業
産地協力の下、砥部焼の絵
技術センターが新築移転し、 付け体験や、粘土を使った
9/6（金）にオープンします。 菊間瓦づくり体験イベント
翌7（土）、8（日）はセンター （有料）
も開催します。
見学会のほか、砥部・菊間両

前夜祭は邦楽ライブを実施。当日
は恒例のジャンボきじ鍋の無料
提供や魚のつかみどりのほか、
びっくり市では多種多様な店が
出店。歌やダンスなどの多彩なス
テージも披露されます。

場 伊予郡砥部町大南337-6
9/7（土）
・8
（日）10：00～16：00 ■

10/12（土）18：00～21：00、13（日）9：00～15：00
前夜祭は鬼北総合体育館（北宇和郡鬼北町永野市1290）、当日は
鬼北町役場裏奈良川河川敷
鬼北町教育課
0895-45-1111

詳しくは…
☎ 089-962-2076
窯業技術センター ■

県立産業技術専門校訓練生の募集

農林水産参観デーの開催
研究成果の発表や施設・ほ場の公開のほか、農業機械や鳥獣害対
策等農業資材の展示、果樹・野菜・花苗や農産物・加工食品の販売
を行います。
場所
農林水産研究所
（松山市上難波甲311）

089-993-2020

果樹研究センター
（松山市下伊台町1618）

089-977-2100

西日本豪雨や台風などで被害を受けた県内の遍路道（国史跡）の
環境整備などのために寄附金を募ります。
～10/31（木）
四国遍路を巡ったことのある方や、
これから四国遍路に
行ってみようという方、
四国遍路に興味のある方など
「ふるさとチョイス」
HPから寄附
（目標金額100万円に到達次第終了）
まなび推進課
089-947-5622

2019年全国家計構造調査
（調査期間10～11月）
家計における消費や所得、資産などの実態を明らかにすることを
目的とする、5年に一度の調査です。
インターネットでも回答可能。
調査へのご協力をお願いします。
全国から無作為抽出された世帯（県内では約1,300世帯）、調査員が調査対
象世帯に訪問のうえ調査票を配布
統計課
089-912-2266

募集します

1年
2年

＜募集期間＞
9/24（火）
～
10/18（金）
必着
＜試験＞
10/25（金）
＜合格発表＞
11/1（金）

大学生・大学院生の県内定着および U I Jターン就職促進のため、
県と企業が協力して、在学中に貸与を受けた奨学金の返還を支援
する制度を創設しました。事業の趣旨にご賛同いただける登録企
業を募集しています。
①県内に主たる事業所を有する企業、
または制度の対象となる者を県内の事
業所などで勤務させることを条件に採用する企業、②「ものづくり産業分野」
「IT
関連分野」
「観光分野」
に属する事業を営む企業 ※詳しくはHP参照
～R2.3/31（火）
までに所定様式を郵送または持参で へ
産業人材室
089-912-2509

「令和元年度21世紀えひめの伝統工芸大賞」
応募作品の募集

介護の仕事に興味がある方や介護の経験がない方などを対象に、
介護に関する基本的な知識や技術が学べる「介護の入門的研修」
を開催します。
研修修了者には修了証明書を交付します。
9月～12月（5日間程度）
県内10か所（四国中央市・西条市・今治市・松山
受講料無料
愛媛県内の16歳以上で介護に関心のある方
市・西予市）
など（1会場10名程度）
各開催日の10日前までにFAXまたはメールにて
へ（詳しくはＨＰをご覧ください）
県社会福祉協議会
089-921-5344
089-921-3398
jinzai@ehime-shakyo.or.jp

県庁本館に関連した自由研究および絵画の募集
竣工90周年を迎えた県庁本館にまつわる作品（自由研究・絵画）を募
集します。応募者には特製みきゃん＆こみきゃんグッズをプレゼント。
へ

愛顔の食べきりアイデアレシピの募集
食べ残しを別の料理につくり替えるリメイクレシピや、食材を無駄
なく利用する使いきりレシピなど、食品ロスの削減につながる
「ア
イデアレシピ」
を募集。
優秀なアイデアには賞金3万円などを贈呈。
～9/24（火）
までに所定の応募用紙に記入し、
メールまたは郵送、持参で
循環型社会推進課
089-912-2356
junkan-shakai@pref.ehime.lg.jp

へ

JICA海外協力隊の募集
あなたの技術・経験を開発途上国で生かしてみませんか？ JICA海
外協力隊2019年秋募集を実施中です。

を実感し、納得のいく研究結
果が得られました。
最優秀賞
をいただいたことが自信に
なり、今後も向上心を持っ
て、
さまざまなことに挑戦し
やま ぐち ゆう せい
たいと思います。
（山口 右城､
う つの みや
ち ひろ
まつ ね あおい
宇都宮 千尋､松根 葵）

9/6
（金）
～23（月・祝）18：00～21：00 ※期間中無休
日本庭園 南楽園
（宇和島市津島町近家甲1813）
お月見セット2,180円
0895-32-3344
（いもたき＋月見弁当）※入園料は別途必要

愛媛労働局委託事業 55歳以上対象
合同就職相談会・面接会 in 新居浜

9/19
（木）
11：00～16：00
イオンモール新居浜 イオンホール
（新居浜市前田町8-8）
定員30名、55歳以上で就労を希望する方や、
マネープランに関心のある方
電話またはFAXで へ
県生涯現役促進地域連携事業推進協議会
089-913-6339
089-915-1421

さまざまな福祉用具を目的ごとに展示・紹介する「展示ブース」
と、福
祉用具や介護に関する知識を学ぶ５つの「セミナー」などを行います。

2
3
4

県指定の伝統的特産品およびこれに準ずる工芸品で、H30年6月以降に製造
されたもの
～10/31（木）
までに県HPに掲載されている出品申込書に必要
事項を記入し、 へ。詳細はHPを参照。
21世紀えひめの伝統工芸大賞実行委員会事務局
089-912-2493

5

県総合運動公園
「全国統一かけっこ
チャレンジ2019 in ニンジニアスタジアム」
かけっこタイムトライアルを行います。かけっこ教室、世界記録体験
コーナーなどもあります。申し込み、詳細は特設HPをご覧ください。
10/14（月・祝）9：00受付開始
県総合運動公園 ニンジニアスタジアム
大人1,100円、18歳まで600円
（松山市上野町乙46）
先着各150名（50m、100m）、5歳以上の子どもから大人までどなたでも参
加可能
～9/29（日）までに＜http://www.kakekko-japan.com＞
県総合運動公園振興課
（ローソンチケットHMV）
にて受け付け・決済
089-963-2216
info@eco-spo.com

ふれあいフェスティバル2019
女優の東ちづるさんを迎え、
トークショーと、東さんプ
ロデュースのLGBTに関するドキュメンタリー映画「私
はワタシ」
の上映会を実施。
そのほか、SDGｓカードゲー
ム体験など人権をテーマにしたイベントが満載です。
9/23（月・祝）11：00～16：30
エミフルMASAKI（伊予
各先着順（トーク＆映画上映会150名、
郡松前町筒井850）
カードゲーム小学5年生以上30名）
～9/10（火）までに、FAXまたはメール、郵送にて へ
人権対策課
089-912-2455
089-934-4522
jinkentaisaku@pref.ehime.lg.jp

えひめものづくりフェア2019
県内ものづくり職人が大集合！ ものづくり体験教室や制作実演、お仕事
紹介、熟練技能士の作品展示など匠の技に直接触れるチャンスです。
9/22（日）10：00～16：30
アイテムえひめ 大展示場A・B（松山市大可
一部有料
労政雇用課
089-912-2504
賀2-1-28）

9/20
（金）

9/21
（土）

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：9/10（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。

☎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）
9/3（火）
・9（月）
・17（火）
・24（火）
・25（水）
・26（木）
・30（月）

カハク巨大迷路
迷路の中にある
「かはくクイズ」を解きながらゴールを目指せ！ ク
イズは博物館の展示物に関する内容を出題します。

歴史文化博物館

300円程度

☎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）
9/3
（火）
・9（月）
・17（火）
・24
（火）
・30
（月）
げい よ

び さん

特別展「瀬戸内ヒストリア－芸予と備讃を中心に－」
「瀬戸内しまなみ海道」が開通20周年を迎えることを記念して、古
代から近代までの瀬戸内海の歴史を振り返る展覧会です。

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）
9/9
（月）
・17（火）
・24（火）
・30
（月）
※県庁西駐車場が利用できます

セミナー名
介護が我が家にやってきた!!
～ゼロから始める介護のいろは～

15：10～
16：40

移乗セミナー
「楽に移れる環境整備」
～立位移乗・半起立移乗・
座位移乗を助ける福祉用具～

国立トレチャコフ美術館所蔵 ロマンティック・ロシア

10：30～
12：00

車いすセミナー
「座位を支える／
楽に動ける環境整備」

ロシアの至宝《忘れえぬ女》愛媛初公開。
ロシア美術の殿堂・国立ト
レチャコフ美術館のコレクションより72点の作品を紹介します。

12：40～
14：10

介護される人にも、介護する人にも
優しいノーリフティングケア

9/7（土）
～11/4（月・振休）
一般1,400円、高齢者1,300円、高大生900
円、小中生600円
新館1F 企画展示室

14：30～
16：00

病気や障がいを持つ
子どもたちの暮らしと地域ケア

9/7
（土）
10：00～11：00
県武道館 副道場（松山市市坪西町551）
15名程度
～9/7（土）10：00までに電話またはFAX、
メールで へ
県武道館
089-965-3111
089-965-3388
jigyo@ehimekenbudoukan.or.jp

0・1歳児、2・3歳児と保護者のためのおはなし会
子どもと一緒に絵本やわらべうたを楽しみませんか。読み聞かせ
の相談にもお応えしています。
場所
県立図書館1F
キッズひろば
（松山市堀之内）

対象年齢
0・1歳児
（はいはい・
よちよちおはなし会）
2・3歳児
（とことこ・
たんたんおはなし会）

定員
10組
10組

先着各10組、0～3歳児とその保護者
実施する月の1日（休館の場合は2日）
県立図書館子ども読書室
089から、電話、FAX、
メールまたは来館で へ
941-1441
089-941-1454
kodomo@libnet.ehimetosyokan.jp

☎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翌平日）

敬老イベント
敬老の日にちなみ、
ご長寿動物のお祝いをします。
9/16
（月・祝）
15:00～

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）

秋の親子交通安全ふれあいフェア

武道初心者の方を対象に開催。運動のできる服装でお越しください。

とべ動物園

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420通）

開催時間

県武道館「第1回生きがいづくり
武道入門教室
（杖道編）
」

9/18（水）
14：30～15：00

※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。

13：30～
15：00

各回50名
県総合社会福祉会館
（松山市持田町3-8-15）
～9/12（木）までに希望のセミナー番号、氏名、住所、電話番号を、FAXまた
089-921-5140
089-921-8939
はメール、
郵送で へ
chouju@ehime-shakyo.or.jp

日時
9/18（水）
11：00～11：30

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？

9/21
（土）
～11/24（日）9：00～17：30
高校生以上450円、
小中学生・65歳以上230円

第8回えひめ福祉用具フェア

1

提供／正岡りんご園
☎ 0892-50-0771
■

9/14
（土）
～10/14（月・祝）

55歳以上を対象にした合同就職相談・面接会およびマネーセミ
ナーを開催します。当日は無料の
「からだ測定会」
も同時開催（事前
予約が必要）
。

セミナー番号 開催日

夏季冷涼な久万高原町は、四
国では 珍しいリンゴの産 地 。
丸かじりできるリンゴ栽培を
目指す正岡りんご園から、甘
みと酸味のバランスが程よい、
おいしいリンゴをお届け。

総合科学博物館

園内中央芝生広場の特設会場にて風味豊かな
「いもたき料理」
に舌
鼓を打ち、秋の一夜をお楽しみください。
「雅楽」
や
「ジャズ」
の演奏
会も開催予定。

県指定伝統的特産品などを対象にしたコンクールです。大賞受賞
作品には技術取得奨励金として25万円が贈られます。

イベントにでかけませんか

「介護の入門的研修」受講者の募集

20～69歳
～9/29（日）
までに へ。
詳細はHPを参照
JICA海外協力隊募集事務局
03-6734-1242

2年

募集期間など

奨学金返還支援制度実施における登録企業の募集

愛「遍路道」プロジェクト～ふるさと納税（ガバメントク
ラウドファンディング）を活用した遍路道の保全・保護～

～9/17
（火）
までに応募用紙を添付し、
郵送で
089-912-2243

訓練
期間

※施設見学可（要予約）、宇和島産業技術専門校は11月から募集予定

10/1（火）
8：30～16：00、
2
（水）
8：30～15：00

小学5・6年生
広報広聴課

訓練科名
（普通課程）
メカトロニクス科
新居浜産業技術専門校
自動車整備科
（新居浜市大生院1233-2）
☎0897-43-4123
メタル技術科
今治タオル
ものづくり科
服飾モード科
愛媛中央産業技術専門校
（今治市桜井団地4-1-1）
ビジネス
☎0898-48-0525
デザイン科
設備
エンジニア科
校名・

私たちは「あら樫の実（どん
ぐり）の転がり方の研究」と
いう研究作品で応募し、最
優秀賞に選ばれました。
今回
の実験では、予想しなかった
結果が出ることもありまし
たが、実験することの面白さ

南楽園 観月祭いもたき

県内ものづくり産業への就職を希望する方などを対象に、専門的な
知識・技能を身につける職業訓練を実施する県立産業技術専門校（旧
県立高等技術専門校、H31.4月から改称）
の訓練生を募集します。

お知らせします

高等学校
物理愛好会

愛媛県立吉田

第
5
回
数
理
工
学
コ
ン
テ
ス
ト

親子で楽しく遊んで交通安全を学ぼう！ 全コーナーをまわると、
子
ども免許証がもらえます。
9/21（土）10：00～12：00、13：00～14：30
ホール、児童館前

動物愛護センター

あいあい児童館2F 多目的

☎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）

動物愛護フェスティバルえひめ2019
動物愛護週間関連行事として、愛護啓発イベントを開催。長寿犬猫
飼育者・ペット写真コンクール入賞者表彰、動物愛護宣言、
しつけ
方相談、
動物ふれあいなどを実施します。

9/21（土）10：00～14：30
ひめぎんグラウンド（松山市恵原町592）、
雨天時は動物愛護センター
（松山市東川町乙44-7）

愛媛FCホームゲーム
日時
9/8（日）

対戦相手
徳島

ニンジニアスタジアム

開始
19:00

※試合に関する問い合わせ先

日時
対戦相手
9/28
（土）
栃木

㈱愛媛FC

開始
19:00

089-970-0700

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

9/1（日） 香川

13：00

球場
日時
対戦相手 開始
球場
内子町城
9/4（水） 徳島 18：00 坊っちゃん
の台公園

※試合に関する問い合わせ先

愛媛県民球団㈱

089-914-8102

