みきゃんと解こう
！

クロスワードパズル

プレゼント
付き
令和元年度 県民総合文化祭 総合フェスティバル
申し込みは
コチラ！

“柑橘応援隊”みかんアルバイターを募集しています
宇和島市のみかん園地では、今
月から令和元年産の温州みかん
の収穫が本格的に始まります。
復興は徐々に進んではいます
が、まだまだ現地では人手が不
足しているため､本年度につい
ても収穫のアルバイトを募集し

ています。無料宿泊施設も完備
しており、長 期 滞 在 も 可 能と
なっておりますので、
“柑橘応援
隊”として収穫のお手伝いをし
てみませんか。
また、園地復旧に係るボランティ
アもあわせて募集しています。

詳しくは…
☎ 080-2977-3254
JAえひめ南みかんボランティアセンター ■
（清家）

JAえひめ南 みかんボランティア

11/9（土）16:00から、松山市民会館大
ホールで県民総合文化祭のメインイベ
ントを開催。渡辺真知子さんをはじめ、
トップアーティストの演奏や、高校生の
若い力との共演による華やかな舞台を
お届けします。入場整理券は9/24（火）
から県庁などで直接配布します。
文化振興課

ゆらぎの森リレーマラソン 参加者募集中！
新居浜市の森林公園「ゆら
ぎの森 」で開 催するリレー
マラソンの参加者を募集。
42.195kmを制限時間4時
間で走ります。標高700～

900mの高地で森林浴も楽
しみながら、家族、友人、職
場の仲間とタスキをつない
でみませんか？

②B

④

④

⑤E

③D

9月号の答えは

い
⑥A

「すぽーつ」
やけん

⑦

⑧

C
⑥F

⑨

B

企画展
「別子銅山・東平の思い出」
銅山が閉山する前の賑やかな頃の東
平地区の写真を展示。
人々がどのよう
な暮らしをしていたのか、
どのような
方法で銅鉱石を採掘・運搬していたの
か、
その暮らしと仕事を紹介します。
10/26（土）～

☎ 0897-56-1300
東予東部圏域振興イベント実行委員会 ■

②

愛媛県県民総合文化祭

☎ 089-947-5581
■

11/10（日）
一般の部、小・中学生の部（1チーム2～15名）
高校生以上1名3,500円、小中学生1名1,500円
申し込み締切10/28
（月）
詳しくは…

①

県総合科学博物館

☎ 0897- 40- 4100
■

愛媛県総合科学博物館

い

答え
A

B

C

D

E

タテのカギ

ヨコのカギ

② 子どもたちに大人気「Foorin」が歌う「◯◯
◯◯」は東京2020を応援。見た目がピー
マンに似ている野菜の名前でもあります。
③自転車やオートバイなどの腰をか
けるところ
河川敷などの屋
⑤ 愛媛の秋の風物詩。
外で里芋などを使った鍋を囲む宴
会。
また、
その料理名。
「○○だ○」
と
発音する地域もあります。
⑥ 特に良くも悪くもない様子。漢字は
「無難」
と書きます。

① お母さんは「ママ」、
お父さんは「○○」
④「誇り」
は英語で「pride」。カタカナ
では「○○○○が高い」
など。
⑥ 出世魚で有名。愛媛は全国的にも
高い養殖生産量を誇ります。
⑦ 物を高く積み上げる、容器に入れて
満たすなどのほか、若者が「見栄え
を良くするために飾ったり、加工し
たりする」
という意味で使うことも。
⑧「犬猿の○○」
「親しき○○にも礼儀あり」
⑨ 中華人民共和国の首都

正解は来月の
「愛顔のえひめ」
で発表します

がん検診はどこで受けられますか？

久万高原町

第25回やなだに産業まつり
各種バザーの出展や牧草投
げ大会、ステージではゲス
トを招いての歌謡ショーや
景品付きもちまきなど来場
者が楽しめる催しを実施。
ぜひご来場ください。

がん検診は、職場や市町で
実施しています。
日本人の約2人に1人は「がん」になり、約3人に1人は
「がん」で亡くなっています。がんを早
期に発見し、適切な治療を行うことで、
がん死亡のリスクが下がります。その
ためには、国が推奨するがん検診を受
診することが大切です。がん検診につ
いて、詳しくは職場の健康管理部署や
市町のがん検診窓口へお問い合わせく
健康増進課
ださい。大切なあなたの命を守るため
健康政策グループ
せ と ゆう いち
に、
必ずがん検診を受けましょう。
瀨戸 裕一
☎ 089-912-2401
健康増進課健康政策グループ ■

砥部町

あなたの目標づくりから丁寧に寄り添い、一つひとつの選択をサ
ポート。経験豊かな女性相談員が無料で相談対応。創業に役立つ
資料も用意しています。
～R2年3月までの毎週月曜（祝日、年末年始を除く）9：00～16：30、相談員
の在席時間は13：00～16：30
テクノプラザ愛媛別館 交流型会議室
（松山市久米窪田町337-1）
女性
予約優先、
電話またはメールで へ
えひめ産業振興財団新事業支援課
089-960-1291
bsoffice@aspgw1.ehime-iinet.or.jp

「愛媛県障がい者災害対応のてびき」
を配布
災害に備えるため、障がい者自身や家族を対象に、日頃の備えや障
がい種別に応じた対応などをわかりやすくまとめた「愛媛県障が
い者災害対応のてびき」
が完成しました。県庁および各市町役場で
配布しています。
障がい福祉課

089-912-2422

赤い羽根共同募金［10/1
（火）
～R2.3/31（火）
］
寄せられた募金は、
あなたのまちの福祉に役立てられます。皆さん
のご協力をお願いします。募金箱は、県庁および各地方局などに設
置しています。
（福）愛媛県共同募金会

089-921-4535

パブリック・コメント
（意見公募）

「愛媛県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条
例
（仮）
案」
に対する意見を募集します。
保健福祉課生活保護係

089-912-2385

10月から、幼児教育・保育が無償化
3歳児以上の場合は幼稚園、保育園などが無料となります。申請方
法など詳しくは、
お住まいの各市町にお問い合わせください。
子育て支援課

089-912-2412

募集します
「日本スポーツマスターズ2020 愛媛大会」
キックオフイベント 親子スポーツ教室参加者の募集
R2.9月に愛媛で初開催される日本スポーツマスターズを盛り上
げるため、キックオフイベント
（バレーボール、バドミントン、軟式
野球の3種目）
を開催します。
11/16（土）11：30～13：45
県総合運動公園（松山市上野町乙46）
各競技親子50組100名
（県内在住の小学生および保護者）
～11/1
（金）
までに申込書を持参、
郵送、FAXまたはメールにて へ
オリパラ・マスターズ推進室
089-947-5451
089-947-5721
oripara-masters@pref.ehime.lg.jp

県在宅介護研修センター（愛ケア）研修受講者の募集
～いざという時、何食べる？ 災害時に備える「食」の支援～
災害時の備えはどのくらいできていますか？ 要介護者や高齢者の
方も、
おいしく、バランスよく食べられる
「災害食」
のひと工夫につ
いて学びましょう。
10/28（月）13：30～15：30
400円
県在宅介護研修センター
（松山市末町甲9-1）
40名
電話またはFAX、
HPより へ
089-914-0721
089-914-0732

創
作
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
部
門
優
勝

秋の砥部焼まつり
「砥部焼」の窯元約80軒が
対面販売。町産品の販売や
グルメ、
イベントも楽しめま
す。県内の被災地を支援す
るため、チャリティーオーク
ションも行います。

11/2（土）
・3（日・祝）9：00～17：00（3日は～16：00）
砥部町陶街道ゆとり公園（砥部町千足400）
砥部町地域振興課
089-962-7288

運輸業
（トラック・バス・旅客船）
の魅力を探してみませんか。

女性創業サロン
「あなたの想い、実現に向けてサポートします」

A賞 大洲市「大洲ええモンセレクション詰め合わせ」を5名さまに

浜西
愛媛県立新居
部
放
高等学校 送

10/6（日）10：00～14：30
やなだにさんさんドーム
（久万高原町中津1295）
久万高原町ふるさと創生課
0892-21-1111

運輸のお仕事魅力発見バスツアー参加者の募集

お知らせします

クロスワード正解者のなかから抽選でプレゼント！

日時

コース・集合場所

募集期間

11/9（土）
10：00～17：00

中予コース／いよてつ髙島屋
坊っちゃん広場

～10/25
（金）

11/16（土）
9：00～16：30

南予コース／宇和島駅、大洲駅、
八幡浜駅

～11/1（金）

11/30（土）
9：00～18：30

東予コース／新居浜駅、
西条駅、今治駅

～11/15
（金）

各30名（先着順）、運輸業界ならびにトラック、バス、旅客船に興味のある方
（高校生以上）
申し込み用HP（https://www.kokyokotsu.jp/）
または
電話、FAXで事務局へ
089-913-7075
089-913-7078

エコえひめ農産物 親子で収穫体験ツアー参加者の募集
エコえひめ農産物の収穫や料理を親子で体験できるツアーを、県
内3カ所で開催します。
日時
11/10（日）
9：00～12：30

コース内容・行先
里芋収穫ツアー
（松前町方面）

募集期間
10/7（月）
～21（月）

12/1（日）
8：00～17：30

青いレモン収穫ツアー
（上島町方面）

10/28（月）
～11/11
（月）

R2.2/9（日）
10：00～17：30

いちご収穫ツアー
（今治方面）

R2.1/6（月）
～20（月）

有料（詳細はHP参照）
20名（抽選）、県内の小中学生と保護者
フジトラベルサービスHP
（https://fj-t.co.jp）参照
フジトラベルサービス
089-947-8780

皆さんが地域の活性化につながる取り組みに挑戦したいとき、県
の規制緩和やノウハウの提供など、
さまざまな支援を行う
「えひめ
夢提案制度」
の提案を募集しています。
10/1（火）
～31（木）
までに下記メールアドレスへご提案ください。
地域政策課
089-912-2235
yume-teian@pref.ehime.lg.jp

県立農業大学校、
R2年度学生の募集
来年春入学を希望する学生を募集します。農業の担い手になりたい、農業
に興味がある、農村を元気にしたいなど意欲ある方はぜひ農業大学校へ。
試験区分

11/5
（火）
9：00

総合農学科推薦
入試（専願）

R2.1/22（水） 総合農学科一般
9：00
入試（1次募集）

定
員

55
名

願書受付
期間

受験対象
※いずれもR2.3月卒
業見込みの者を含む

10/2（水） 高等学校または中等
～16（水） 教育学校を卒業した者

高等学校または中等
12/10（火） 教育学校を卒業した者
R2.1/23（木） アグリビジネス科 10 ～12/24（火） 専門学校、短期大学、
9：00
入試（1次募集） 名
大学を卒業した者
※推薦入学試験に係る受験資格や試験科目など入学試験に係る詳細は、県立農
業大学校までお問い合わせください。
2,200円（愛媛県収入証紙を入学願書に貼付）
入学願書など所定の書類を提出
県立農業大学校
089-977-3261

イベントにでかけませんか
「えひめ教育の日」推進大会・推進フェスティバル
「えひめ教育の日」を迎えるにあたり、教育関係者による記念講演や子
どもたちによる各種アトラクション、協賛イベントなどを開催します。
10/27（日）12：30～16：20
新居浜市市民文化センター
（新居浜市繁本町8-65）
（公財）愛媛県教育会「えひめ教育の日」推進会議事務局

089-945-8644

えひめ暮らしと住まいフェア in アイテムえひめ

提供／大洲市地産多消推進協議会
☎ 0893-24-1722
（大洲市商工産業課内）
■

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。

私たちは第66回NHK杯全
国高校放送コンテストに出
場し、創作ラジオドラマ部門
で優勝しました。番組制作や
校内放送を通して、取材相
手の思いや経験を伝える活
動をしています。今回の番組

制作でも、多くの方々にご協
力いただきました。
これから
も人の思いに寄り添い、
それ
を伝えることへの責任を忘
れず、
「人の心に届く放送」
を
目指して活動していきます。
くるま だに

いく

み

いり

や

さ

き

（車谷 郁実、
入屋 早紀）

「水引でクリスマスの飾りを作ろう」
体験教室
愛媛の伝統的工芸品である「水引」を使ってクリスマスの飾りをつくります。
11/23（土・祝）
13：00～16：00
県産業技術研究所 紙産業技術センター
（四国中央市妻鳥町乙127）
抽選で30名
～11/8（金）
までに参加者全員の住所、氏名、電話番号、小中
高生の場合は学年を明記の上、往復はがきまたはFAX、
メールで へ（1件5名ま
で）※メールにてお申し込みの場合は、必ず件名に
「11月体験教室応募」
と明記
紙産業技術センター 11月体験教室係
0896-58-2144
0896-58-2145
kami-cnt@pref.ehime.lg.jp

R元年度高齢・障がい者雇用フェスタ in えひめ
高年齢者・障がい者の雇用について、県民や事業主の理解と関心を
深めるためフェスタを開催します。
10/23（水）13：30～16：00
松山市総合コミュニティセンター 企画展示ホール
（松山市湊町7-5）
200名
産業人材室
089-912-2505

県総合運動公園
「ベビーマッサージ＆産後ストレッチ」
赤ちゃんとふれ愛タイム。ベビーマッサージと産後ストレッチ、ふ
れあい遊びを行います。
10/25（金）10：30～11：45
500円
県総合運動公園 体育館会議室
生後2カ月～1歳くらいまでの赤ちゃんおよびその家
（松山市上野町乙46）
族（兄弟連れ可）、先着30組
～10/24（木）
までに保護者とお子さんの名前、
お子さんの月齢、電話番号を、電話またはFAX、
メール、
ハガキで へ
県総合運動公園振興課
089-963-2216
089-963-4104
info@eco-spo.com

麻薬・覚醒剤乱用防止運動愛媛大会

「えひめ夢提案制度」
提案の募集

試験日時

放第
送 66
コ回
ン N
テ H
ス K
ト杯
全
国
高
校

「大洲ええモンセレクション」は、
厳正な審査を経て大洲市が認定
した特産品です。自然の恵みを
生かした大洲ならではの「ええ
モン」を、ぜひお召し上がりくだ
さい。
ご贈答にもおすすめです。

薬物乱用防止啓発活動功績者に対する表彰のほか、
「夜回り先生」
こと水谷修先生が特別講演を行います。
11/1
（金）
13：30～16：00
松山市民会館大ホール
（松山市堀之内）
薬務衛生課
089-912-2393

県社会福祉事業団
「ほほえみフェスタ」
障がい者福祉への理解を深めるため、障がいのある方と地域の皆
さんが交流できる楽しいイベントを多数開催します。
11/4（月・振休）10：00～15：00
県身体障がい者福祉センター 道後
089-924-2101
友輪荘
（松山市道後町2-12-11）

農林水産参観デー
（林業まつり）
研究成果や林業機械・施設などの展示、林業技術・緑化相談、スタ
ンプラリーなどを開催します。
10/19（土）
・20（日）9：00～16：00
農林水産研究所 林業研究センター（上浮穴郡久万高原町菅生2-280-38）
林業研究センター
0892-21-2266

県武道館
「中期レクリエーションバレーボール大会」
中期レクバレー大会の参加者を募集します。1～10歳までの託児
あります
（要事前申し込み）
。
11/14（木）9：00～14：00 ※11/6（水）代表者会議に必ず出席すること
1チーム2,000円
県武道館
（松山市市坪西町551）
先着24チーム（女性チーム）
～10/31（木）21：00までに申し込み用紙
089-965-3111
に必要事項を記載し、電話またはFAX、
メールにて へ
089-965-3388
jigyo@ehimekenbudoukan.or.jp

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）
10/8
（火）
・15（火）
・21
（月）
・28
（月）

カハク巨大迷路 動物 vs 恐竜

住まいや暮らしに役立つセミナーや住宅に関する相談、
楽しいイベ
ントを開催します。

迷路のなかにある「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。

10/26（土）
・27日（日）10：00～17：00（27日は～16：00）
アイテムえ
建築住宅課
089-912-2760
ひめ
（松山市大可賀2-1-28）

～10/14（月・祝）9：30～12：00（最終受付11：30）、13：00～17：00（最終
3歳以上300円（常設展への入場はチケットが必要）
受付16：30）

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897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：10/8（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）
10/8
（火）
・15（火）
・21（月）
・28
（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周年を迎えたことを記念し、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。
～11/24（日）9：00～17：30

愛媛県美術館

高校生以上450円、小中学生・65歳以上230円

☎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

一日講座
「白紙
（しろかみ）
クルクルを飛ばそう」
白い紙で
「飛ぶ種」
の模型を折って、
エントランスで飛ばします。
どなたでも参加できます。
無料、
申し込み不要。
10/13（日）13：30～14：30

とべ動物園

新館エントランスホール

☎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）

10月27日は
「とべ動物園の日」
当日は、17歳以下もしくは高校生までの入園料無料に加え、普段
は有料のイベントも無料で実施します。
10/27（日）

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）

「仮面ライダーゼロワン」
ショー
9/1
（日）
から放送スタートした仮面ライダーがやってくる！
10/13（日）11：00～、
14：00～
ショータイム観覧無料

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）

家庭犬のしつけ方教室
（5回コース）

愛犬との生活を楽しむために、しつけ方のコツを学ぶ教室です（協力：K9 JAPAN）。
初回10/27
（日）13：30～15：30、11/2・16・23・30
（土）
10/14（月・祝）
までに電話または直接来所にて

愛媛FCホームゲーム
日時
10/13（日）

ニンジニアスタジアム

対戦相手
新潟

※試合に関する問い合わせ先

開始
15：00
㈱愛媛FC

089-970-0700

愛媛オレンジバイキングスホームゲーム
日時
対戦相手
10/11（金）
仙台
10/12（土）
10/16（水）
奈良
10/19（土）
群馬
10/20（日）
※試合に関する問い合わせ先

開始
19：00
14：00
19：00
14：00

会場
松山市総合コミュニティセンター
県総合運動公園体育館

㈱エヒメスポーツエンターテイメント
089-934-2355

