みきゃんと解こう
！

クロスワードパズル

プレゼント
付き
愛媛県大洲庁舎が仮庁舎へ移転します
愛媛県大洲庁舎は建て替えを行うため、
R2.1/14（火）
より仮庁舎へ移転して業
務を行います。移転先：大洲市東大洲
174（DCMダイキ旧大洲店、スーパー
木村チェーン大洲店隣 駐車場共用）

至
線 松
号
山
56

大洲庁舎

移転先
コンビニ
至
宇
和
島

駐車場
（共用）
スーパー
マーケット

う炊さんに挑戦してカレー
を食べたりと、みんなで楽
し く 交 流 を 深 め 、愛 顔 に
なっていただけました。ま
た、ローソンへは、中村知事
から感謝状を贈呈させてい
ただきました。

個人事業としてわが国初の女性救済組織
「神
戸婦人同情会」を創設し、幸薄い女性のため
にすべてを捧げた城ノブの企画展。

☎ 0893-24-5121
大洲土木事務所 ■
☎ 0893-24-4125
地域農業育成室大洲駐在 ■
☎ 0893-24-4131
森林林業課大洲駐在 ■

①A

②

愛媛人物博物館

D

③

12月号の答えは

E

「ぼうさいりょく」
やけん

④

⑤

～3/8（日）
愛媛人物博物館 企画展示室
無料
☎ 089-963-2111
県生涯学習センター ■
城ノブ肖像（大正5年ころ）／
神戸婦人同情会提供

えひめこどもの城に子どもたちを招待しました
コンビ ニ エ ン ス ストア の
ローソンからの寄付金を活
用し、宇和島・西予・大洲の
子どもたち64名を「えひめ
こどもの城 」に招 待しまし
た。ものづくり体験や遊具
で遊んだり、昼食では飯ご

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～」
じょう

C

が

⑥

⑦B

⑧

⑨

⑩

答え

が

愛媛県四国中央庁舎が移転します
愛媛県四国中央庁舎は、R2.2/3（月）
より四国中央市福祉会館内へ移転し
て業務を行います。移転先：四国中央
市三島宮川4-6-55（市福祉会館内）
2階／保健所、
3階／土木事務ほか

四国中央
庁舎

移転先

市役所
立体駐車場

☎ 0896-23-3360
四国中央保健所 ■
☎ 0896-24-4455
四国中央土木事務所 ■
☎ 0896-23-2302
農村整備課四国中央駐在 ■
☎ 0896-23-2393
森林林業課四国中央駐在 ■

市役所

詳しくは…
至 川之江三島バイパス

☎ 089-912-2413
子育て支援課 ■

高野山金剛峯寺 襖絵完成記念 千住 博展
世界で活躍する日本画家・千住博の代表作を
紹介。
≪断崖図≫≪瀧図≫は、愛媛会場が高野
山奉納前の最後の鑑賞機会となります。
～1/19（日）
県美術館 企画展示室
一般1,400円、高大生900円、小中生600円ほか
千住博展実行委員会（あいテレビ企画事業部内）
089-921-2192

瀧図（部分）2018年
高野山金剛峯寺蔵

A

B

C

D

E

タテのカギ

ヨコのカギ

①「第一回愛媛国際映画祭」
ではアニメ
「新世紀○○○ンゲリオン」のスペ
シャルイベントを開催。
② 江戸時代に活躍した浮世絵師「○○
○○歌麿」。H10年、大洲市肱川町で
貴重な版木が発見されました。
③ 目印にしたり、物を支えたりするた
めに、
一部分を地中に打ち込んだ棒。
⑤ 逆三角形の西洋凧
⑥ 寝るときに着る衣服。
⑧ 司馬遼太郎の歴史小説
『功名が◯◯』

② 気取ったところがなく、親しみ
やすい様子。
④「第一回愛媛国際映画祭」は新
居浜市の
「○○○○ミュージア
ム」
も会場になります。
⑦ 南予の新春の風物詩、
宇和島市
津島町の○○○○川の
「シロウ
オ漁」
⑨ 今年の○○は
「子
（ね・ねずみ）
」
⑩ 桃太郎の家来になって鬼ヶ島へ
行った動物は、
サル、
イヌ、○○。

正解は来月の
「愛顔のえひめ」
で発表します

自動車保有手続きのワンストップ
サービスについて教えてください。

大洲市

詳しくは…

ワンストップサービスヘルプデスク

OSS 車

☎ 050-5540-2000
（年末年始を除く平日8：30～17：00）
■

～1/31
（金）
までに、
市HPなどにある応
募票に記載のうえ、
作品に添付して へ
大洲市観光協会河辺支部
0893-39-2111

昨年度最優秀
「星降る夜」

松野町

第31回まつの桃源郷マラソン大会
ハーフ・10km・3kmのほか、松野
の歴史、文化、自然を楽しむウオー
キングもあります。花と自然豊か
な松野町に、
ぜひお越しください。

4/5（日）
松野町スポーツ交流センター
（開会式）
マラソンの部
一般4,000円、高校生以下1,000円、
ウォーキングの部高校生以上1,500
円、
中学生以下1,000円
マラソンの部ハーフ1,300名、10km700名、
３km700名、
ウォーキングの部300名（予定）
～2/21（金）
までにRUNNETからエントリーまたは郵便振替
まつの桃源郷マラソン大会事務局
0895-42-1118

県立産業技術専門校 入校生の募集

お知らせします

校名・

まじめえひめスタンプロゴマーク、
まじめみきゃんデザインなどは、
県民の皆さんもご活用いただけます。申請が必要ですので、お気軽
にお問い合わせください。
「まじめえひめ」
ピンバッジも販売中。
えひめ愛顔の観光物産館（松山市大街道3-6-1 岡崎産業ビル1F）、県庁生協売店
まじめ課（プロモーション戦略室）
089-912-2280

エネルギー問題から地域経済を考える
2/8（土）13：30～15：30
県美術館講堂（松山市堀之内）
120名
～1/31（金）までに電話、またはHPよりダウンロードした所定様式をFAXで へ
（公財）
伊方原子力広報センター
0894-38-2036
0894-38-2026

えひめ・みかん祭り
～来て・見て・食べて！ 愛媛みかんオールスター～
みかんや紅まどんな、甘平など、有名かんきつからレアな品種まで
勢ぞろい。ポンジュース蛇口、みかん餅つきもあり、みきゃん、
こみ
きゃん、
ダークみきゃんも登場します。
1/18（土）
・19
（日）
10：00～19：00
（19日は～18：00）
いよてつ髙島屋8階スカイドーム
（松山市湊町5-1-1）
農産園芸課
089-912-2566

R2.4/1（水）
から自転車保険の加入が義務化されます。
089-912-2321

オレオレ詐欺に要注意

♯9110

089-934-0110

募集します
内容

締切

10：00～ 「脳卒中片マヒ障害」や「パーキンソン病」の方へ
2/4（火）
1/6（月）
15：00 の介護方法。実技あり、動きやすい服装・昼食持参
13：30～
15：30

愛媛中央
服飾モード科
産業技術専門校
（今治市桜井団地4-1-1） ビジネスデザイン科
0898-48-0525
設備エンジニア科

1/6
（月） 1/31 2/7
～
1年
24 （金） （金）
（金）
2年

認知病になるリスクを
減らすための生活習慣病予防

1/14（火）

人権対策課 人権啓発係
089-912-2456

「愛媛県地球温暖化防止実行計画の見直し」
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4次愛媛県イノシシ適正管理計画（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

各400円
各40名
電話またはFAX、HPから へ
在宅介護研修センター
（松山市末町甲9-1）
089-914-0721
089-914-0732

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
（金）
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

「第5次愛媛県障がい者計画（案）」
に対する意見の募集について

障がい福祉課 障がい政策係
089-912-2422

今治市

今治土木事務所 管理課
0898-23-2500（265）

松山市、
伊予市、東温市、砥部町

愛媛県営住宅管理グループ
（指定管理者）
089-998-6671

宇和島市

南予地方局 建築指導課
0895-22-5211（425）

八幡浜市、
大洲市

八幡浜土木事務所 管理課
0894-22-4111（425）

一般消費者と事業者を対象にした食品表示・安全に関する講習会
を実施します。
2/5（水）13：30～16：00
県武道館（松山市市坪西町551）
150名（一般消費者・事業者） 1/29（水）までにFAX、メールまたは郵便にて
県民生活課
089-912-2336
089-912-2299
kenminseikatsu@pref.ehime.lg.jp

へ

スポーツイベントで活躍するボランティア人材を養成する研修会
を開催。えひめ国体・えひめ大会でのあの感動を、また味わってみ
ませんか？
参加対象／定員

参加
費用

「働く世代の健康づくり」をテーマに開催。
「ヘルスアップ選手権」
表彰式もあります。

みきゃんサイクルスクール
愛媛の子どもたちに、
もっと自転車の楽しさを知ってほしい！ みきゃ
ん校長先生がチャレンジクラスのサイクルスクールを開校します。
2/16
（日）
13：30～15：30
（雨天時は2/24（月・振休））
500円
宇和島新内港前広場（宇和島市栄町港）
先着25名（小学6年生以下）
～2/7（金）までに、所定HP（https：//www.kaiworks.info/）にてエントリー
県自転車新文化推進協会
089-912-2234

中学生から
「水」
に関する作文を募集しています。優秀作品には知
事賞を贈呈。
この機会に
「水」
について考えてみましょう。詳しくは
県HPをご覧ください。

募集
期間

スポーツボランティア・
リーダー 1/25
～1/24
（土）
基礎研修会の修了者で、 3,000
養成
（金）
10：30～
高校生以上の方／
円
愛媛大学
9：00
研修会
17：00 総合研究棟2
先着50名
3F CRI2教室
（松山市
1/26
中学生以上で、
～1/23
文京町3）
基礎
（日）
ボランティアに
1,500
（木）
興味のある方／
円
研修会 9：00～
9：00
12：00
先着70名
スポボラネットHPにて受付
089-912-2305

東予地方局 建築指導課
0897-56-1300（416）

2/16（日）10：30～13：30（予定）
県武道館1階大会議室（松山市市坪西町551）
中予保健所健康増進課
089-909-8757

子育て支援課 児童・婦人施設係
089-912-2414

場所

新居浜市、西条市、四国中央市

健康フェスタ in 中予

「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

日時

窓口（内線）

イベントにでかけませんか

実施機関（照会先）
・

「愛媛県人権施策推進基本方針（第三次改訂案）」
に対する意見の募集について

研修
内容

県営住宅に空家ができた場合に備え、入居予定者をあらかじめ決
めるための補欠入居者募集を行います。
県営住宅所在市町名

男女参画・県民協働課県民協働グループ

鬼北の豊かな自然の中で育っ
た「鬼北熟成雉」は、しっかり
した肉質の濃厚なうま味が特
徴。冬は特に鍋料理がおすす
め。肉とダシのうま味がたっ
ぷり味わえるきじ鍋をお召し
上がりください。
☎ 0895-45-1111
提供／鬼北町 ■

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。
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322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：1/7（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。

えひめこどもの城

受付期間：2/3（月）
～10（月）
（土・日曜を除く）、抽選日：3/5（木）
入居申込資格や家賃など、詳しくは上記の 窓口までお問い合わせください

パブリック・コメント
（意見公募）
実施予定案件
案件名（仮称）

私たちは、
WRO Japan決勝
トの製作やプログラミング
大 会 の シ ニ ア（ 高 校 生 ）レ
でうまくいかないときも、
ギュラーカテゴリーエキス
チームで乗り越えてきまし
パート部門で優勝し、日本代
た。これからもチームワー
表に選抜されました。WRO
クを大 切に、ものづくりに
（World Robot Olympiad） 取り組んでいきたいと思い
ます。
とは、自律型ロボットによる
おお かわ けい すけ
き の と つばさ
国際的なコンテスト。
ロボッ （大川 佳祐、
城ノ戸 翼）

2年

「スポーツボランティア・研修会」受講生の募集

在宅介護研修センター（愛ケア）研修受講者の募集

2/12（水）

メタル技術科
今治タオルものづくり科

食品表示・安全に関する講習会受講者の募集

実際に起こった犯罪やトラブルを題材に制作した映像教材を、県
警HPで公開しています。
教育や家庭の場でご活用ください。

時間

自動車整備科

県内在住の中学生
（R2年度に在学中の者）
～5/11
（月）
までに、
市町の受
水資源対策課
089-912-2680
付窓口
（県HP参照）
または へ

インターネット上の少年非行・
犯罪被害防止のための映像教材

日時

1/14
（火） 3/6
3/13
2年
～
2/28 （金） （金）
（金）

「全日本中学生水の作文コンクール愛媛大会」作文の募集

県内では、警察官などを名乗りキャッシュカードや通帳を狙うオレ
オレ詐欺が多発しています。電話は在宅時も常に留守番電話に設
定し、
このような電話があったら、家族や警察に相談しましょう。

県警察本部少年課

メカトロニクス科

合格
発表

「第2期えひめ・未来・子育てプラン（後期計画）
（案）」 子育て支援課 子育て支援企画係
に対する意見の募集について
089-912-2413

「自転車保険」入っていますか？

警察相談専用電話

新居浜産業技術専門校
（新居浜市大生院
1233-2）
0897-43-4123

募集
選考日
期間

※施設見学可（要予約） ※宇和島産業技術専門校は3月から募集予定
※授業料月額9,900円、就職率96.1％
（H30普通課程）

エネルギーに関する知識を深めるための講演会を開催。

消防防災安全課

訓練
訓練科名（普通課程）
期間

愛媛県立八幡浜工業高等学校
電気技術部

決第
勝 16
大回
会W
優 R
勝O
J
a
p
a
n

県営住宅の補欠入居者の募集

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R2年度入校生を募集します。

まじめえひめロゴ、
ご活用ください

を5名さまに
A賞 鬼北町「きじ鍋セット味付き」

河辺町の「景観」をテーマとした
フォトコンテスト。自然や歴史、文
化が織りなす景観、自分だけの秘密
の場所、
とっておきの大洲市河辺町
の魅力を再発見してみませんか。

自動車を保有する手続きが24時間
パソコンからまとめてできます。
これまでは、
複数の機関に出向いて手続きをする必要がありま
したが、本サービス
（OSS）
では、
いつでもインターネットで申
請できるようになりました。また、新規登録
などに係る手数料が安くなるほか（例：紙申
請2,100円、
OSS申請1,500円など）
、
ディー
ラーなどに支払う登録等代行手数料が安く
なることが期待されています
（国土交通省の
アンケート結果では約8,000円削減）。具体
的な手続きは専用サイトをご確認いただく 税務課自動車税係
さか い やす ひろ
か、
依頼先ディーラーにご確認ください。
酒井 泰大

クロスワード正解者のなかから抽選でプレゼント！

令和元年度 河辺景観フォトコンテスト

南楽園梅まつり
園内にある梅（約160本）
の花が次々に咲き、1カ月にわたって花見
が楽しめます。期間中、管理棟休憩所において豪華絢爛な
「座敷雛」
を展示。
1/25
（土）
～3/1（日）9：00～17：00
大人310円、小人150円
南楽園（宇和島市津島町近家甲1813）
0895-32-3344

県総合運動公園「森のようちえん みきゃんっ子」
自然の中で遊んだり、
カレーやみそ汁・スープを作ります。
1/7･14･21･28、
2/4･11･18･25
（いずれも火）9：30～13：30
未就学児1人800円（兄弟1人増につき500円）＋昼食代300円×人数分（1歳以上）
県総合運動公園キャンプ場（松山市上野町乙46）
先着20組
（未就学児とその家族、兄弟参加可、保護者同伴）
開催日の1週間前までに参加者全員の氏名、年齢、電話番号を電話、FAXまた
県総合運動公園振興課
089-963-2216
はメール、ハガキにて へ
089-963-4104
info@eco-spo.com

県武道館「令和2年鏡開き式」

☎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）

みんなでお正月遊びをしよう
カルタやコマ、
たこ揚げや福笑いなど日本の伝統的なお正月遊びを
体験！ 3（金）
は新春もちつき、5（日）
は新春獅子舞演舞も行います。
～1/5（日）

あいあい児童館2F 多目的ホール

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）
1/14
（火）
・20（月）
・27（月）

れきはく新春イベント
家族で楽しめるお正月ならではのイベントを開催します。
～1/5（日）※詳細は
「愛媛 歴博」
で検索

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）
1/14
（火）
・20（月）
・27（月）

坂根教授の周期表とっておき話
坂根弦太教授による、科学おもちゃの魅力の紹介と、元素周期表に
まつわる実験ショー。第1部は「目がさめるような科学おもちゃ大
紹介！」
、
第2部は
「周期表と個性豊かな元素たちの大実験！」
です。
1/5
（日）
第1部11：00～、第2部13：30～
展示棟3階 科学技術館サイエンス工房

愛媛県美術館

常設展示観覧券が必要
当日先着順、各回80名

☎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しょう。
1/13
（月・祝）
13：30～14：30

動物愛護センター

新館エントランスホール

☎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）

犬の移動譲渡会＆譲渡前講習会 in 愛媛銀行本店
地域の模範飼い主となっていただける方を対象とした、犬猫の譲
渡会および譲渡前講習会を開催します（1月は犬のみ移動譲渡会
となります。
猫は通常どおり動物愛護センターで実施）
。
1/11
（土）
13：30～15：30
愛媛銀行本店（松山市勝山町2-1）
電子申請（1/9（木）までに申請）、または専用はがきを郵送（1/10（金）までに必着）

演武の後、
餅まきを行います。
先着300名に記念品をプレゼント。
1/12
（日）
9：00～12：30
県武道館主道場（松山市市坪西町551）
県武道館事業課
089-965-3111

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翌平日）

シロクマ
「ピース」
成人式
20歳を迎えたホッキョクグマの「ピース」
の成人式を行います。晴
れ着姿の着ぐるみピースとの記念撮影会も実施します。
1/12
（日）※午後（時間未定）

愛媛オレンジバイキングスホームゲーム
日時
1/4（土）
1/5（日）
1/17（金）
1/18（土）
2/1（土）

対戦相手

開始

香川

14：00

信州
福岡

会場

19：00

松山市総合コミュニティセンター

14：00
14：00

※試合に関する問い合わせ先

伊方スポーツセンター

㈱エヒメスポーツエンターテイメント
089-934-2355

