みきゃんと解こう
！

クロスワードパズル

プレゼント
付き

「愛媛県特定希少野生動植物」
を10年ぶりに新たに指定しました

1
6

復興事例集
～平成30年7月豪雨災害からの復興に向けて～
復旧・復興に向けて懸命に取
り組んでいる被災地。その現
状について理解を深めていた
だくため、県と四国経済産業
局では、グループ補助金の活
用により復旧を果たし、復興
へと着実に歩み始めている被

9

2

災事業者の取り組みを、HPで
紹介しています。復旧・復興に
向けた取り組みのヒントとし
て、また将来の災害への備え
として、復旧の進展とともに
順次事例を追加していますの
で、
ぜひご覧ください。

7
10
❶ヌマムツ ❷ヒナイシドジョウ
❸カジカ中卵型 ❹イシガイ
❺マツカサガイ ❻ヤリタナゴ

3

❼チュウガタスジシマドジョウ
❽ナミキソウ ❾ミズキンバイ
10
●デンジソウ

詳しくは…

4

☎ 089-912-2486、
2487
経営支援課 ■

5

「愛媛県野生動植物の多様性の保全に関す
る条例」では、県内に生息・生育する野生動
植物を県民みんなで守っていくとともに、特
に保護を図る必要がある23種を「特定希少
野生動植物」として指定し、捕獲や採取など
を規制しています。
［平成21年3月 13種、令
和元年7月 10種を指定］
県では、県民の皆さんと一緒にこれらの希少
な動植物を守りながら、生息環境を保全し、
多様な生物が豊かな、愛媛の自然の恵みを将
来にわたって享受できるよう取り組んでい
きますので、
ご理解、
ご協力をお願いします。

②

自然保護課
☎ 089-912-2368
■

愛媛県グループ補助金

③

④

11月号の答えは
⑤

⑥

「おれんじりぼん」

G

やけん
⑦

A

E

F

D

⑧B

う
う

答え
A

詳しくは…

愛媛県 特定希少野生動植物
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①C

B

C

D

E

F

G

タテのカギ

ヨコのカギ

② 子どもに人気の絵本・児童書
「○○○たんてい」シリーズ。
「ふーむ、においますね」が口
癖の名探偵。
③ 獅子○○、○○茸、
○○妓
④ 笑ったときに頬にできる小さ
いくぼみ。
⑥ 海外の通貨に対して、円の価
値が上がること。
⑦ 災害の被害を軽減する3つの
力「自助、
○○○助、公助」

① 物事が思い通りに進むことをいうこ
とわざ
「流れに○○さす」
③ 西条市にある四国八十八ヶ所霊場第
64番札所、
「○○神寺」
「○○
⑤ 12/17（火）11：00から1分間、
○○アウトえひめ」
に参加しましょう。
⑦ 首 の 長 ～ い 動 物 。と べ 動 物 園 には
「リュウキ」と「杏子（あんず）」の2頭
がいます。
⑧ 災害時の3つの安全確保行動「まず低
く」
「頭を守り」
「○○○○○」

正解は来月の
「愛顔のえひめ」
で発表します

バドミントン強豪国、
マレーシア代表チームがやってくる！
12/22（日）～29（日）マレーシアバドミ
ントン代表チームが松山市と砥部町で東
京オリンピックに向けた事前合宿を行い
ます。
トレーニングの公開、親善試合、交
流事業も予定。
トップレベルのプレーを
間近で見られるチャンスです！
オリパラ・マスターズ推進室
☎ 089-947-5457
■

マレーシアえひめキャンプ

「第１回愛媛国際映画祭」
チケット好評販売中
R2.１/17（金）～２/２
（日）、
「第１回愛
媛国際映画祭」を開催します！ 映画上
映会やコンサートを開催予定。１/19
（日）には、道後温泉本館前でレッド
カーペットを実施。
ローソンチケット
（L
コード：66060）、各会場などで販売中。
文化振興課

089-947-5581

愛媛国際映画祭

伊予市

指導員がそばの打ち方を丁寧に
指導してくれるので、安心して楽
しめます。家族や友達同士でふれ
あいながら、自分がつくった本物
の手打ちそばを味わいませんか。

松前町

町のイメージソング｢まさき色の
風｣にのせて、町内の名所が次々
と登場します。YouTubeの｢ま
さき町公式チャンネル｣で、ぜひ
ご覧ください。
松前町プロモーションビデオイメージ

松前町産業課商工水産観光係
089-985-4120

12/10（火）
～16（月）

12/4（水）
13：00～
中予地方局7階大会議室
（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
税務課
089-912-2204
え がお

第12回愛顔のえひめ特別支援学校技能検定
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。
R2.1/11（土）10：00 検定開始予定
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

55歳以上対象合同就職相談会・面接会 in 大洲
55歳以上を対象にした合同就職相談・面接会を開催します。ハ
ローワークによるお仕事相談コーナーや、
ファイナンシャルプラン
ナーによるセミナーもあります。
12/12（木）13：00～16：00
リジェール大洲 クリスタルホール
（大洲市東大洲1582）
50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にて 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

愛媛県エイズ予防週間
今年のテーマは
「UPDATE！ 話そう、
HIV／エイズのとなりで ～検
査・治療・支援～」。期間中、県内各保健所で無料・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。
089-912-2402

年末ジャンボ宝くじ発売中

089-912-2190

愛媛県事業承継ネットワーク
事務局をご利用ください
中小企業の事業承継対策の準備や計画づくり、
後継者育成など、
課
題解決に向けて全力でサポートします。
気軽にご相談ください。
8：30～17：15（土・日曜、
祝日を除く）
県事業承継ネットワーク事務局（松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛内）
089-960-1288

えひめウォームシェアキャンペーン
個別に使用している暖房を止め、みんなで暖かい場所に集まるこ
とで、家庭での省エネを進めましょう。
ウォームシェアの取り組み
をSNSで投稿すると抽選で景品が当たります。
詳しくはHPで。
～R2.2/29（土）

私たちは、難関国家資格で
ある「測量士」試験に挑戦し
ました。半年間、測量漬けの
日々が続き、体力的・精神的
に限界を感じた時期もあり
ましたが、同じ目標を持つ
仲間と励まし合い、乗り越

環境政策課温暖化対策グループ

R2.1/11（土）13：00～15：00
県勤労会館 ピュアフル松山6F 鳳凰の間（松山市宮田町132）
大学1～3年生や短大1年生など、2021年以降卒業予定者
～R2.1/8（水）までに、愛work HP→愛work Challenge!サイトより事前予約
ジョブカフェ愛work
089-913-8686
i-hoshika@ai-work.jp
え がお

「愛顔あふれる感動のエピソード」
朗読者募集
全国から募集した「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
〔R2.2/29（土）14：00～（予定）〕当日に朗読いただけ
る、県内在住の方を募集。選考会を実施し、朗読者5名程度を決定します。
12/18（水）
県庁（応募者の方に別途お知らせ）
先着15名
～12/11（水）17：00までに、郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、職業
文化振興課
089-947-5581
を電話またはFAX、
メールで へ
089-913-2617
bunkashinko@pref.ehime.lg.jp

パブリック・コメント
（意見公募）
実施予定案件
案件名（仮称）

問い合わせ先

「愛媛県再犯防止推進計画（案）」
に対する意見の募集について

県民生活課くらし安全・安心グループ
089-912-2336

「第三次えひめ環境基本計画（案）」
に対する意見の募集について

環境政策課環境計画係
089-912-2346

「愛媛県地球温暖化対策実行計画（案）」
に対する意見の募集について

環境政策課温暖化対策グループ
089-912-2349

「第12次鳥獣保護管理事業計画（変更案）」
に対する意見の募集について

自然保護課
生物多様性係
089-912-2365

089-912-2349

障がい者芸術文化祭
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。
12/5（木）
～14（土）
9：40～18：00（5
（木）
のみ10：00～、
9（月）
は休館）
県美術館新館
（松山市堀之内）
障がい福祉課
089-912-2424

「愛媛県社会的養育推進計画（案）」
に対する意見の募集について

子育て支援課児童・婦人施設係
089-912-2414

「愛媛県迷惑行為防止条例の一部改正案」
に対する意見の募集について

生活安全企画課
089-934-0110

在宅介護研修センター
（愛ケア）
研修受講者募集
介護の基本は
「残された力を使って、
これからをどう生きるか？」
を
どう支えるかです。日課のなかで無理なくできる生活リハビリをぜ
ひ学びましょう。
日時

場所

12/16（月）
10：00～
16：00

内容
生活リハビリの達人になろう！
～重度化予防編（環境設定・介助の
基礎 認知症ケア）
～

在宅介護
研修センター
12/17（火） （松山市末町甲9-1）
生活リハビリの達人になろう！
10：00～
～元気はつらつ編（運動学・解剖学を
16：00
押さえた介助 元気の出るレク体操）
～
※実技あり。動きやすい服装（スカート不可）、上靴を持参 ※昼食は各自で用意
各400円
各40名
電話またはFAX、HPから へ
県在宅介護研修センター
089-914-0721
089-914-0732

委員会・審議会などの委員を募集

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」や、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。

12/2
（月）
～24
（火）
までに
男女参画・県民協働課

へ応募。
詳細は
089-912-2332

089-912-2356

イベントにでかけませんか
愛媛人物博物館 冬季企画展
「城ノブ ～女性の救済に殉じた社会事業家～」
社会事業家として、女性の救済活動にその生涯を捧げた城ノブ。没
後60年を迎えた彼女の業績を、
関係資料を通して紹介します。
12/7
（土）
～R2.3/8
（日）9：00～17：30（博物館入館は17：00まで）
※12/7（土)はオープニングセレモニーのため10：30開館
月曜
（祝日および振替休日に当たる場合はその翌日）
、
12/29
（日）
～R2.1/3
（金）
県生涯学習センター内愛媛人物博物館（松山市上野町甲650）
県生涯学習センター
089-963-2111

愛媛オールスター大運動会

またはHPでご確認

提供／今市水産
☎ 0894-65-0540
■

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？

愛媛のプロスポーツ選手との交流をはかる大運動会を実施。誰も
が楽しめるスポーツ体験ゾーンも用意しています。
R2.1/13（月・祝）10：00～17：00
松前公園体育館（伊予郡松前町大字筒井638）
スポーツ体験ゾーン、運動会見学は自由参加
地域スポーツ課
089-947-5564

さまざまな部署で働いている先輩職員との座談会や職場見学会を
通して 、
仕事内容や働く魅力、
やりがいなどを紹介します。

●

県の仕事の魅力発見セミナー
（技術部門は12/15（日）
までに要事前申し込み）
12/24（火）13：00～17：00県庁第二別館大会議室ほか
職場見学会
（12/15
（日）
までに要事前申し込み）
12/25（水）開催時間などは職種による
参加申し込みなどは職員採用情報HPへ
人事委員会事務局
089-912-2826

愛媛県総合型地域スポーツクラブマネジャー養成
講習会（日本スポーツ協会公認 アシスタントマネジャー養成コース）
総合型地域スポーツクラブの運営に関するマネジメント能力を有
する専門家を統一された理念のもとに養成する講習会です。
12/21（土）8：40～17：00、22（日）10：00～18：00
6,000円（テキスト
県総合運動公園 ニンジニアスタジアム
代、専門科目検定試験受検料含む）
先着30名。H31.4/1時点で、満18歳以上に限
2F会議室（松山市上野町乙46）
る
～12/14（土）までに、所定の参加申し込み用紙に必要事項を記入の上、
県総合運動公園振興課（松山市上野町乙46）
郵送またはFAXで へ
089-963-2216
089-963-4104
info@eco-spo.com

県武道館「第4回親子武道入門教室（剣道編）」
参加者を募集します。保護者同伴でご参加ください。当日は運動の
できる服装でお越しください。
12/8（日）10：00～11：00
30名。R1年度に4歳になる幼児～小学生（初
心者）
と保護者
～12/8（日）10：00までに、電話またはFAX、
メールで へ
県武道館・副道場
（松山市市坪西町551）
089-965-3111
089-965-3388
jigyo@ehimekenbudoukan.or.jp

愛媛県美術館

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：12/10（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。

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）
12/3
（火）
・9（月）
・16（月）
・23
（月）
、12/29～1/1

第11回
「えひめのまつり」
子ども絵画展
愛媛の祭りをテーマに、県内の小学生が描いた絵画作品を展示しま
す。
子どもたちが自由に描いた
「えひめのまつり」
をお楽しみください。
12/7
（土）
～R2.2/2（日）9：00～17：30

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、12/29～1/1

いのとん＆しこちゅ～ 干支送り
今年の干支動物から、来年の干支動物へしめ縄のバトンタッチを行いま
す。
「いのとん」
と
「しこちゅ～」が受け渡しのお手伝いに来てくれます。
12/28（土）11：30～

☎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）
12/3
（火）
・9（月）
・16（月）
・23
（月）
、12/29～1/1

科博クリスマスイベント
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。

県の仕事の魅力発見セミナー

●

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489通）

総合科学博物館

12/21（土）
・22（日）21：00閉館
有料（ワークショップなどにより異な
る）
、常設展、巡回展への入場はチケットが必要

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）

親子でつくろうミニ門松
親子で一緒にミニ門松をつくってお家に飾りましょう。
12/27（金）10：00～14：00
1セット500円
あいあい児童館2F多目的ホール
先着130セット
（1家族2セットまで）

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）

令和元年度 動物慰霊祭
（献花祭）
処分された犬猫を追悼する慰霊祭を開催します。
12/6
（金）
13：30～14：00

愛媛オレンジバイキングスホームゲーム
日時
12/14（土）
12/15（日）

対戦相手

開始

会場

熊本

14：00

伊予市民体育館

※試合に関する問い合わせ先

㈱エヒメスポーツエンターテイメント
089-934-2355

☎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
「ウォールデコに挑戦！」
トイレットペーパーの芯を使って、ウォールデコレーションをつ
くってみませんか。
簡単で、
素敵な作品ができます。

委員会などの名称／愛媛県男女共同参画会議
1名
ください

えることで、3人合格という
本校初の結果を残すことが
できたと思います。苦しい
経 験があったからこそ、合
格を知った瞬間の喜びは忘
いけ み
こう し
れられません。
（池見 孔志、
おか もと そう いち ろう
たか の
りょう ま
岡本 壮一郎、髙野 稜馬）

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

循環型社会推進課

愛媛の企業44社が参加し、進行は学生が担当します。学生目線で
の交流会なので、気軽に参加して愛媛の企業を知りましょう。私服
OK！ 県外学生は交通費補助あり。

「第1次愛媛県ニホンザル適正管理計画（案）」
に対する意見の募集について

1等賞金7億円、1等前後賞あわせて10億円の年末ジャンボ宝くじが発
売中です。県内の宝くじ売り場でお買い求めいただいた宝くじの収益
金は、県の貴重な財源として、皆さんの暮らしに役立てられています。
財政課

089-912-2434

自社船で漁獲したしらすのオ
リーブオイル漬け「しらチョ
ビ」
は、
添加物を使用せず、
おい
しさを追求。
パン、
パスタ、
野菜、
ご飯など、
何にでも合うちょっ
とぜいたくな調味料です。

※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。

愛work Challenge！
「企業と学生の交流会」学生募集

滞納整理強化期間の一環で、愛媛地方税滞納整理機構と高松国税
局が合同で差押不動産の公売会を実施します。

～12/21
（土）

長寿介護課

募集します

お知らせします

健康増進課

国
家
資
格
「
測
量
士
」
合
格

町の魅力を詰め込んだ動画が完成！

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。
県民の皆さんの温かい支援をお願いします。

差押不動産の合同公売会

を5名さまに
A賞 西予市「しらチョビ」

愛媛県立
学校
伊予農業高等

午前の部10：00～、午後の部13：00～ ※第3月曜定休（月曜が祝日の場合
は翌日） 道の駅「なかやま」そば打ち体験道場（伊予市中山町中山子271）
2,800円（1セット4食分料金、別途体験料として1人400円が必要）
個人は5日前、団体は1カ月前までに要予約
道の駅「なかやま」そば打ち体験道場
089-968-0756

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

12/1（日）
～7（土）

クロスワード正解者のなかから抽選でプレゼント！

道の駅「なかやま」そば打ち体験

12/15（日）、
R2.2/16
（日）
13：30～15：30
南館アトリエ2
各15名。
小学4年生以上

実費（200円程度）
先着順で へ

主な施設の年末年始の休館・休園日のご案内

休館・休園

12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1
1/2
1/3
1/4
（木） （金） （土） （日） （月） （火）（水・祝）（木） （金） （土）

歴史文化博物館・総合科学博物館・こどもの城
美術館
生涯学習センター
南楽園
図書館
とべ動物園

