みきゃんと解こう
！

クロスワードパズル

プレゼント
付き
「愛顔感動ものがたり表彰式イベント」開催

アクセスは
コチラ！

①

②

③

A

6回目となる今回も紺野美沙子さんをはじめとしたゲス

1月号の答えは

トが出演予定。水樹奈々さんのエピソード朗読動画も初

「えいがさい」

④

公開。
ご来場の皆さんに、感動と愛顔をお届けします。

B

2/29（土）開場13：00、開演14：00
松山市民会館大ホール
入場無料（整理券が必要。申し込みや問い合わせは下記まで）

⑤

C

やけん

ん

⑥D

詳しくは…

中小企業などがクラウドファンディングを実施中！
県では、平成30年７月豪雨に
より直接または間接的に被
害を受けた県内の中小企業
な ど の 皆 さ ん が 、クラウド
ファンディングを活用して事
業の復旧を図る場合に、支援
を行っています。現在、クラウ

ドファンディングを運営する
READYFOR（株）と連携し、
同社のHP上に特設サイトを
開設。中小企業などの皆さん
の復旧プロジェクトを公開し
ていますので、ぜひご支援・
ご協力をお願いします！

詳しくは…

「ジョブチャレWebサイト」
開設！
え ひ め ジョブ チャレ ン ジ
U-15事業、通称「ジョブチャ
レ」は、中学生が5日間の職
場体験学習を行う事業です。
この取り組みを通して、生徒
は愛媛で働く魅力を実感し、
進路選択の意欲を高めてい

⑧

ます。本事業をより充実させ
るため、Webサイトを開設
しました。キャッチフレーズ
どおり
「地域の子どもは地域
で 育てる」ことができるよ
う、多くの企業・事業所など
の受入登録をお願いします。

詳しくは…

☎ 089-912-2464
経営支援課 ■

☎ 089-912-2943
教育委員会義務教育課 ■

READYFOR（株） 愛媛 災害 レディフォー

⑦

☎ 089-947-5581
（受付平日8：30～17：15）
文化振興課 ■
089-913-2617

パラスポーツを体感できるイベントとeス

⑨

ん

答え

ポーツ大会を併催。
スペシャルゲストとして、

A

タレントでゲーマーの南明奈さんが来場。ホ
ワイトデーにeスポーツを楽しみましょう！
3/14（土）10：00～16：00
エミフルMASAKI（伊予郡松前町筒井850）
参加料無料
eスポーツ大会のみ事前申し込みが必要
詳しくは…

えひめジョブチャレ

E

「みて」
「きいて」
「触って」
「投げて」
「とんで」
愛顔パラスポーツフェスタを開催

地域スポーツ課

☎ 089-947-5564 パラスポーツフェスタ
■

B

C

D

E

タテのカギ

ヨコのカギ

① 自転車は車道の○○○端を一列で
走りましょう。
② 漢字で書くと「伝手」もしくは「伝」。手が
かり。物事を進めるうえで、頼れる人。
③ 雪が見渡す限りに降り積もり、真っ
白になった景色。
⑤ 心 的 外 傷 。精 神 的 外 傷 。恐 怖 や 強 い
ショック体験から被る心理的ストレス。
⑥ お金などの使い道。
「○○不明金」
⑦ はっきりしない、曖昧な様子を「うや
○○」
といいます。

① 十二支の八番目。
④ 初代宇和島藩主は、
○○秀宗。
⑤ 東温市と言えば
「いの○○」
⑥「虫の○○○」とは、何かよくない
ことが起こりそうな予感のこと。
⑦ 暗い場所で灯りをつけないこと。
夜間の○○○○は違反行為です。
⑧ 家族を表すことわざ「◯◯思う
心に勝る◯◯心」
⑨ 平成の牛若丸、技のデパートと
いわれた元力士
「○○の海」
。

正解は来月の
「愛顔のえひめ」
で発表します

クロスワード正解者のなかから抽選でプレゼント！

「三浦保」愛基金の助成事業に
ついて教えてください。
環境や福祉分野の県民活動を
応援する助成事業です。
県では、三浦工業（株）の創業者・三浦保氏の御遺志を受
け継ぐ（株）ミウラからの寄付を原資として創設した
「三浦保」愛基金を活用し、環境保全・自然保護活動や社
会福祉活動を行う県内のNPOやボランティア団体など
へ助成を行っています。
対象分野

助成限度額（1団体あたり）

環境保全・
自然保護

125万円（50万円までは全額助成、
50万円を超える部分は補助率1/2）

社会福祉

一般枠：30万円
（全額助成）
特別枠：120万円
（補助率3/4）

新居浜市
名
勝
「
旧
広
瀬
邸
」

広瀬歴史記念館・旧広瀬邸

9：30～17：30（入館は17：00まで）

月曜、祝日の翌日（日曜除く）

大人550円、18歳未満および高校生・大学生などは無料
0897-40-6333
新居浜市広瀬歴史記念館（新居浜市上原2-10-42）

八幡浜市

島民と一緒に海岸清掃をしていた
だける団体・グループを募集中！
軍手・ゴミ袋、飲料支給。昼食は大
島テラス「しまカフェ」で人気の
「島カレー」
をご用意。

～3/31（火）

詳しくは…

4/1（水）
～R3.1/31（日）予定

☎ 089-912-2346
環境政策課 ■
環境保全・自然保護
☎ 089-912-2383
保健福祉課 ■
社会福祉
☎ 089-912-2233 三浦保愛基金
総合政策課 ■
上記以外

大島までの定期船往復運賃（大人1,350円、小人690円）
は参加者負担
渡邊（地域おこし協力隊大島地区担当）
電話またはメールで まで
0894-28-1033
chiikiokoshi-ooshima@mopera.net

八幡浜市大島島内

人権啓発講座
（中予地区）
参加者の募集

県四国中央庁舎が移転
県四国中央庁舎は四国中央市福祉会館内へ移転して業務を行います。
2/3（月）8：30～ ●移転先：四国中央市三島宮川4-6-55（四国中央市福祉
会館内、2F保健所、3F土木事務所ほか） ●対象部署：四国中央庁舎（四国中央
土木事務所、四国中央保健所、農村整備課四国中央駐在、森林林業課四国中央
四国中央土木事務所
0896-24-4455
森林林業振興班）

なりすましメールに要注意

「高額現金当選」
「料金の未払いがあります」
などの心当たりのないメー
ルに返信したり、
対応したりすると、
電子マネーを購入させられるなど
の被害に遭ってしまいます。
なりすましメールには注意してください。
警察相談専用電話

♯9110

事業承継ネットワーク事務局の利用について
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。
事業承継ネットワーク事務局

089-960-1288

東京2020協賛ジャンボ発売中
1等賞金2億円、前後賞あわせて3億円の
「東京2020協賛ジャンボ
くじ」が発売されます。県内の宝くじ売場でお買い求めいただいた
宝くじの収益金は、東京オリンピックのほか、愛媛県の災害対策や
芸術文化の振興などに役立てられます。
2/3（月）
～28
（金）

財政課

089-912-2190

愛媛ボランティアネットをご利用ください
募集中のボランティアを地域別、分野別に検索したり、自分の特技
を生かした
「一芸ボランティア」
を登録できたりします。一緒にボラ
ンティアしましょう！ 詳細は
「愛媛ボランティアネット」
HPにて。
男女参画・県民協働課

089-912-2305

出会いイベントの運営にご協力いただく
「ボランティア推進員」を
募集。
ご協力いただける方を対象に説明会を開催します。

＜南予＞
2/15（土）

＜東予＞

①14：00～16：00
②18：30～20：30

☎ 0898-25-7338
提供／（株）
しまなみ ■

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434通）

た形で伝えられたことがと
てもうれしいです。通信制で
学んだことを自信に変え、何
事にも前向きに挑戦してい
きたいと思います。
（菊池 歩美）
きく

ち

100名

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：2/11（火・祝）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。

あゆ み

総合科学博物館

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の表彰式もあります。
2/16
（日）
10：30～13：30
愛媛県武道館1F大会議室（松山市市坪西551）
中予保健所健康増進課
089-909-8757

えひめ農・林・漁業合同就業相談会

2/29
（土）
11：00～16：00
テクノプラザ愛媛1Fテクノホール
（松山市久米窪田町337-1）
農林漁業に就業を希望する方・興味のある方
えひめ農林漁業振興機構
089-945-1542

しいたけの植菌から試食までを体験してみませんか。全3回（3月植
菌、
7月原木管理、
12月採取）
の開催です。
3/15（日）10：00～12：30（第2回以降の日程については申込者に後日連絡）
60名（小学生とその保護者、前年参加者の申し込みはご遠慮ください）
3/8（日）
までに住所、氏名、電話番号を電話またはFAX、往復はがきで へ
えひめ森林公園（伊予市上三谷）
089-983-3069
089-983-3069

R2年度リカレント教育訓練
（長期高度人材育成）
受講生の募集

担当校名

コース内容（取得目標資格等）

訓練期間

新居浜産業技術専門校
☎0897-43-4123

①ＩＴ技術者

2年

愛媛中央産業技術専門校
☎0898-48-0525

①介護福祉士 ②保育士 ③調理師
④栄養士 ⑤准看護師 ⑥看護師

1～2年

愛媛中央産業技術専門校
（松山駐在）
☎089-924-5768

①介護福祉士 ②保育士 ③ＩＴ技術者
④栄養士 ⑤歯科技工士
⑥二級建築士⑦自動車整備士

2年

みきゃん校長先生が親子で楽しく学べる自転車教室を開校。授業
の後はみんなでサイクリングにチャレンジします。
3/20
（金・祝）
10：00～14：00
1組1,000円
松山中央公園駐車場
20組40名
（小学生とその保護者）
3/6
（金）
までに＜https：//www.kaiworks.info/＞にてエントリー
県自転車新文化推進課
089-912-2234

場所
えひめ結婚支援センター
Joint Terrace ひめring
（まつちかタウン内）

③10：00～12：00

宇和島市立中央公民館3F
研修室
（和室）

④15：00～17：00

大洲喜多法人会事務所

⑤2/18
（火）
14：00～16：00

今治市総合福祉センター
愛らんど今治1F会議室

⑥2/19（水）
14：00～16：00

西条市立図書館2F研修室

⑦2/19（水）
18：30～20：30

新居浜ウイメンズプラザ2F
視聴覚室

各開催日の2日前までに、氏名、電話番号、参加希望会場番号をメールまたは
えひめ結婚支援センター
089-933-5596（法人会）
電話にて へ
office@msc-ehime.jp

2/29（土）10：00～12：00
400円
40名
電話またはFAX、HPから へ
県在宅介護研修センター
（松山市末町甲9-1）
089-914-0732

089-914-0721

イベントにでかけませんか
青い鳥マーケット ～農福連携篇～
障害者就労施設などで障がい者が生産に携わった農産物や農産物
加工品を販売するマルシェを開催します。
日時
2/2（日）10：00～16：00
2/15（土）
・16（日）10：00～16：00
障がい福祉課

089-912-2424

場所
イオンモール新居浜
（新居浜市前田町8-8）
フジグラン北宇和島
（宇和島市伊吹町甲912-2）

無料

歴史文化博物館

☎0894-62-6222

愛媛県など、四国で今後大きな被害が想定される南海トラフ巨大
地震。その備えとして、過去の地震・津波での被害に関する資料を
展示するとともに、甚大な被害の出た平成30年7月豪雨をはじめ、
愛媛で発生した水害・土砂災害の歴史を紹介します。

愛媛県美術館

県生涯学習センターにおける生涯学習活動の成果として、
ステージ
発表、
ギャラリー展示を行います。同時にミュージカル公演、教室体
験、
キャラクターふれあいイベント、
フリーマーケットなども開催。
3/1
（日）
10：00～16：00（予定）
体験コーナーなどで材料費などが必要な場合あり
県生涯学習センター
（松山市上野町甲650）
089-963-2111

高校生以上350円、
小中学生・65歳以上180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

没後20年 畦地梅太郎 山のなか、
本のなか
県美術館での10年ぶりの回顧展。畦地梅太郎の初期から晩年ま
での200点を超える版画作品と、書籍の装丁・蔵書票などの畦地の
「本の仕事」
について紹介します。

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。2/22（土）～24（月・振休）
は20時まで延長開園し、梅園の
ライトアップを行います。
～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

県民が気軽に参加でき、家族で楽しめるファミリーイベントを開催します。
2/24
（月・振休）
10：00～12：30
県総合運動公園体育館・補助体育館（松山市上野町乙46）
先着150名（子ども～大人）
2/17（月）
までに、氏名、年齢、電話番号を電
話またはメールで へ
県総合運動公園振興課
089-963-2216
089-963-4104
info@eco-spo.com

武道体験フェスタ in 南予
いろいろな武道を体験（武道10種目）
できます。道具は各武道団体
が用意。抽選会など楽しいイベントもあります。当日は運動のでき
る服装でお越しください。
2/22
（土）
13：00～15：30
八幡浜市民スポーツセンター
（八幡浜市北浜1-5-1）
県武道館事業課
089-965-3111
089-965-3388

動物愛護センター

2/8
（土）
・9（日）

2/15
（土）
～4/7（火）

びな

「認知症の方は、何を考えているのか分からないから介護が大変」
と言われますが、
この講座で、
まず認知症の方の心の中や行動の意
味を学んでみませんか。講師に松山東雲女子大学の杉本詠二氏を
迎え、
「認知症の方の心と行動のしくみ ～認知症サポーター養成
講座～」
をテーマに行います。

親子で一緒に実験や工作を体験することで、科学の不思議、楽しさ
を感じることができる参加体験型の科学イベントです。

特別展
「四国・愛媛の災害史と文化財レスキュー」

みきゃんファミリーサイクルスクール

南楽園梅まつり

入校料・授業料は無料（テキスト代などの自己負担あり）
各県立産業技術専門校

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）
2/4
（火）
、10（月）、
17（月）
～19（水）
、25（火）

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）
2/4
（火）
～6（木）、
10（月）、17
（月）
、25（火）

生涯学習ふれあいフェスタ 2020

子育て中の女性の方、
非正規雇用の方、
民間専門学校などで学び直
し、
正社員になるためのスキルアップをしませんか？ 国家資格など
を取得して正社員就職を目指す職業訓練の受講生を募集します。

☎0897-40-4100

みんな集まれ！ わくわくサイエンス広場

えひめの農林漁業へ就業するまでの準備、研修・補助制度・仕事の
内容を、専門家や実務担当者が分かりやすくアドバイスします。予
約不要、
相談無料。

しいたけ植菌・採取・試食体験教室
参加者の募集

今治市「えひめのかんきつ 100％ストレート
ジュース」を5名さまに
県内産のかんきつを使用したジュー
スです。人気上位3種類（でこたん
／不知火・きよみ・みかん）は濃厚
な甘みや酸味、それぞれの特徴的
な味が魅力。飲みやすく、幅広い
世代に親しまれる味です。

第
67
回
全
国
高
等
学
校

県総合運動公園「ニュースポーツ体験フェスタ」

えひめ結婚支援センター「ボランティア推進員」の募集

＜中予＞
2/11（火・祝）

すべての人の人権が尊重されるよう、広く県民の皆さんに人権意
識を高めていただく講座。講師に（一社）アンコンシャスバイアス
研究所代表理事の守屋智敬氏を迎え、
「アンコンシャス・バイアス
を知る、気づく、対処する ～ひとりひとりがイキイキとする偏見の
ない社会をめざして」
をテーマに行います。
2/10（月）13：30～15：10
松山市青少年センター大ホール
（松山市築山町12-33）
2/5（水）
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

私は、県代表として全国大
会に出場し、文部科学大臣
賞を受賞しました。大人に
なって再び高校生となり、学
校生活で感じたことや先生
方・家族への感謝をこういっ

定
時
制
通
信
制
生
徒
生
活
体
験

健康フェスタ in 中予

在宅介護研修センター
（愛ケア）
研修受講者の募集 ～認知症サポーター養成講座～

募集します

日時

発
表
大
会
文
部
科
学
大
臣
賞

大島で海岸清掃ボランティア募集

募集期間

お知らせします

A賞

愛
松 媛
山 県
東 立
高
等
学
校
通
信
制

幕末から明治にかけて、
別子銅
山を近代化した広瀬宰平（住
友家初代総理事）の邸宅と庭
園を観覧できます。
広瀬公園は
桜の名所としても有名です。

国
指
定
重
要
文
化
財
・

☎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）

犬猫の移動譲渡会＆譲渡前講習会
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。
開催場所にご注意ください。
2/8
（土）
13：30～15：30
松山市保健所（松山市萱町6-30-5）
2/6
（木）
までに電子申請、
または2/7（金）
までに専用ハガキを郵送
（必着）

～3/29（日）
一般1,000円、
高大生600円、小中生300円
県美術館新館1F企画展示室

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）

ねこ歩き、
しませんか？
2/22の
「ねこの日」
にちなみ、ネコ科動物をめぐるガイドツアーを
実施します。
2/22
（土）
～24
（月・振休）
12：30～14：00

えひめこどもの城

各当日先着22名

200円

☎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）

人形劇フェスティバル
県内で活躍している人形劇団がやって来て、楽しい人形劇を披露します。
2/24
（月・振休）
10：30～12：00、
13：00～15：00
無料
あいあい児童館2F多目的ホール

愛媛オレンジバイキングスホームゲーム
日時
2/1（土）
2/2（日）
2/15（土）
2/16（日）
2/28（金）
2/29（土）

対戦相手

開始

会場

福岡

伊方スポーツセンター
14:00

埼玉
広島

19:00
14:00

※試合に関する問い合わせ先

松山市総合コミュニティセンター

㈱エヒメスポーツエンターテイメント
089-934-2355

