みきゃんと解こう
！

クロスワードパズル

プレゼント
付き
没後20年 畦地梅太郎
山のなか、
本のなか

皆さんに注意して
いただきたいことを
発信中！

特別展「四国・愛媛の災害史と
文化財レスキュー」
を開催中
西予市にある県歴史文化博
物館では、4/7（火）まで、今
後発生が想定される南海ト
ラフ巨大地震など、大規模
災害への備えとして、宝永、
安政、昭和南海地震など過

去の地震・津波での被害に
関する歴史資料を展示。
さら
に、昭和18年7月水害など
愛媛を襲った水害・土砂災
害の歴史も紹介しています
ので、
ぜひご観覧ください。

詳しくは…

畦地梅太郎（1902-1999）は
北宇和郡二名村（現・宇和島市
三間町）に生まれ、今も多くの
人に愛され続けている
「山の版
画家」です。本展では、県美術
館で 1 0 年ぶりの回 顧 展とし
て、初期作品から最晩年に制作
した《石鎚山》まで200点を超
える版画作品を展示します。
ま
た、本の装丁や蔵書票など長年

愛媛県警察
公式Twitter

昭和18年7月水害の古写真（八幡浜市神山地区）

市役所職員や金融機関職員を名乗る
なりすまし詐欺に要注意！
県内では、市役所職員や金融
機関職員などになりすまし、
電
話でキャッシュカードの暗証
番 号 を 尋 ね たり 、自 宅 まで
キャッシュカードなどを取り
に来るなどの手口が多発して

います。
「 還付金があります」
「今のキャッシュカードは使え
なくなるので新しくします」
な
どと言われたら詐欺！このよう
な電話がかかってきたら、
家族
や警察に相談しましょう。

詳しくは…

☎ 0894-62-6222
歴史文化博物館 ■

①A

畦地梅太郎《よろこびの山》1973年

手掛けてきた本の仕事につい
ても紹介し、畦地梅太郎の魅力
を生誕の地から伝えます。

詳しくは…

2019畦地梅太郎展実行委員会（愛媛県美術館内）
☎ 089-932-0010
■

☎ ♯9110または089-931-9110
警察相談専用電話 ■
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タテのカギ

ヨコのカギ

①「えひめジョブチャレンジU - 1 5 事
業」
、通称
「○○○○○レ」
② 位置について、
○○○、
ドン！
③ 南予の祭礼に登場する「○○鬼」。鬼の
ような形相に長い首、赤布やシュロで
覆われた体、剣のような尾を持ちます。
④ 名誉より実益を得る
「名を捨てて○○を取る」
⑦ くしゃみ、鼻水、鼻づまりなど、鼻の疾患。
⑧ 食材を約1cm角のサイコロの形に切
る切り方を
「○○の目切り」

① 石鎚山7合目にある石鎚神
社の中宮
「○○○○○社」
⑤ 西洋風の部屋⇔和室
⑥ 日本バレーボールリーグ機
構が主催する、国内バレー
ボールリーグの通称は
「○○
リーグ」
⑧ 漫画家・長谷川町子の代表
作
「○○○さん」
⑨ 旧暦の3月の呼び名

正解は来月の
「愛顔のえひめ」
で発表します

「JICA海外協力隊」
について
教えてください。

上島町

積善山の
「三千本桜でおもてな
し」。4/5（日）は登山道で和太
鼓演奏や各種バザー、レモン
ティーやかんきつのお接待が
あります。期間中、夜桜のライ
トアップも行われます。

開発途上国の
「国づくり」
「人づくり」
に協力します！
技術・知識・経験を「開発途上国の人々のために生かした
い」
と望む方を募集し、選考、訓練を経て世界各地へ派遣
します。独立行政法人国際協力機構
（ J I C A ）が 実 施する事 業で 、毎 年 約
1,200人が隊員となり世界で活躍中。
応募資格は20～69歳の日本国籍を持
つ方で、派遣期間は原則として2年間
です。年2回、募集があり、2020年春
募集は、3/30（月）正午が締め切りで 国際交流課国際交流係
い とう ゆ り な
伊藤 優里奈
す。詳細はJICA海外協力隊HPへ。

クロスワード正解者のなかから抽選でプレゼント！

いわぎ桜まつり

4/1（水）
～14（火）
上島町商工観光課

坂の上の雲ミュージアム
「『坂の上の雲』
のひとびと」
第14回企画展テーマ展示として
開催。ジャーナリストの陸羯南、
海軍の東郷平八郎、外交官の小村
寿太郎など、小説『坂の上の雲』
に
登場する人々を紹介します。

～R3.2/14（日）
一般400円、65歳以上・高校生200円、中学生以下無料
坂の上の雲ミュージアム
089-915-2601

愛媛県国際交流課 JICA 海外協力隊

募集します

（福）県共同募金会

089-921-4535

守るけん みんなの命 耐震化
県内の全市町で、1棟あたり100万円を超える補助金を用意し、耐
震化を支援しています。
S56.5月以前に着工された木造住宅
建築住宅課
089-912-2757

まじめえひめロゴ、
ご活用ください
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。
まじめ課（プロモーション戦略室）

089-912-2280

違反対象物公表制度が始まります
R2.4/1（水）から、県内の全市町で、重大な消防法違反のある建物
の公表制度が始まります。詳しくはお近くの消防署にお問い合せ
ください。
消防防災安全課

089-912-2316

R元年分確定申告、
もうお済みですか？

県庁本館で休日県庁見学を行います。歴史と魅力満載の愛媛県庁
を見学してみませんか？
3/21（土）11：00～12：00、13：30～14：30
各回先着30人
3/19（木）午前中までに、郵便、電話、メールまたはFAX
で へ
広報広聴課
089-912-2243
089-912-2248
kohokocho@pref.ehime.lg.jp

身体拘束・虐待を防ぐより良いケアを学べる講座や、認知症のご家
族を限定に悩みや質問などを直接医師に聞ける講座を開催します。
日時

会場

講座名

講師

高齢者
こころの
ケアセンター
中城 有喜

3/16
（月）
18：30
～
20：30

NPO法人
メイアイ
ヘルプユー
鳥海 房枝

身体拘束・虐待を
防ぐケア
～より良い介護を
目指して～

場所

5/24
（日）

陸上競技、
アーチェリー、卓球、
サウンドテーブルテニス、
フライングディスク

県総合運動公園

6/13
（土）

ボウリング

キスケKIT

7/4
（土）

水泳

アクアパレット
まつやま

お子さんにスマートフォンの購入を
お考えの保護者の方へ
SNSの利用をきっかけに犯罪被害に遭う子どもが急増！
購入前に親子で使い方のルールをつくり、購入時には有
害情報へのアクセスを防ぐフィルタリングの設定を！
県警察本部少年課

089-934-0110

外国人の人権に関する
啓発動画
「HELP US！」
を公開中
県では、外国人の人権への理
解を深める啓発動画「HELP
US！ ～エヒメで暮らす外国
人のホントのキモチ～」を制
作し、公開しました。職場、地域、学校などでぜひご活用ください。
人権対策課

089-912-2455

無料

問い合わせ
○在宅の方：
各市町
○施設等利用者：
各施設など
○特別支援学校：
各学校

県立宇和島産業技術専門校入校生募集
［R2年度入校：後期試験］
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宇和島
産業技術専門校（旧県立宇和島高等技術専門校、H31.4月から改
称）
のR2年度入校生を募集します。
施設見学可、
要予約。
訓練期間

住まいづくり木工科
10カ月
アパレルビジネス科

募集期間
3/16（月）
～
4/17（金）
必着

大学生・大学院生の県内定着およびUIJ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
度を実施中。対象となる大学生などを募集します。
次のいずれにも該当する大学生など
①R3.3月に卒業予定の大学生・大学院生
②日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている方
③「ものづくり産業分野」
「IT関連分野」
「観光分野」
の企業に就職希望の方
5/29（金）
までに、所定様式を郵送または持参（募集人数に到達次第、募集終
了。様式はHPに掲載中）
で へ
産業人材室
089-912-2509

愛work Challenge！「合同会社説明会」開催
地元の優良企業66社が参加。
あなたにとってのやりがいのある仕
事や魅力ある会社を見つけましょう。入退場自由。当日、愛work登
録が必要。
県外からの参加者には交通費補助あり。
3/11
（水）
・12（木）10：00～15：00
松山市総合コミュニティセンター企画展示ホール1F・2F（松山市湊町7-5）
R3.3月に卒業予定の大学（院）生、短期大学生、専門学校生および既卒3年以
内の求職者（H29・30年度卒業者、R2.3月卒業予定者）
ジョブカフェ愛work
089-913-8686

選考日

県職員や警察官を目指そうとしている方を対象に、R2年度の採用
試験の説明や先輩職員とのフリートークなどを行います。
3/7（土）9：00～12：00、13：30～16：30
県庁第二別館6階大会議室
（松山市一番町4-4-2）
県職員や警察官を目指そうとしてい
る方など（保護者なども可、特に制限なし）
県採用試験受験
等申込システムにて申し込み
（先着順）。詳しくは、愛媛県職員採
用情報HPをご確認ください。
人事委員会事務局
089-912-2826

13歳以上（R2.4.1現在）の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者で県
内在住の方、各手帳の交付を受けた方
各市町、各施設、特別支援学校もしくは へ、応募方法をお問い合わせください
県障がい者スポーツ協会
089-924-2101
地域スポーツ課
089-947-5564

訓練科名

とつの作業の無駄を徹底し
てなくし、効率よく動ける工
夫と美しい操作を心がけて
練習に励んできました。大会
では集中力を発揮して臨む
ことができました。
「 ものづ
くり」
には化学の分野もある
ことを知ってほしいです。
なる もと あや ね
（成本 絢音）

愛媛県職員採用セミナー
100
人

今年はパラリンピックの開催年。下記の県大会に出場し、自分の可
能性にチャレンジしてみませんか？
開催競技

089-912-2402

20人 400円

第15回愛媛県障がい者スポーツ大会
参加選手の募集

開催日

健康増進課

料金

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

松山若草合同庁舎（松山市若草町4-3）
確定申告電話相談センター
（3/16（月）まで開設）
089-941-9121（自動音声案内に従い「0」を選択。
確定申告電話相談センター終了後は
「1」
を選択し
「電話相談センター」へお問い
合わせください。）

予防接種の受け忘れはありませんか？ 4月の入園・入学前に必要
な予防接種を済ませ、
病気を未然に防ぎましょう。

定員

【認知症の介護
3/13
県在宅
家族限定講座】
（金） 介護研修
認知症の介護家族の
13：30 センター
お悩み相談会
～
（松山市
～認知症について、
15：30 末町甲9-1）
一緒に考えましょう～
松山
市民会館
（松山市
堀之内）

競技の課題は
「キレート滴定
法」で、水溶液中のCa、Mg
の定量。2本の試料溶液を2
時間半のタイムで測定しま
す。測定の正確さはもちろ
ん、作業の手際よさや報告
書の内容などが競われまし
た。前年、全国大会出場を逃
した悔しさをバネに、一つひ

イベントにでかけませんか

在宅介護研修センター
（愛ケア）
研修受講者の募集

所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告と納税は4/16（木）
ま
でです。

子ども予防接種週間
［3/1
（日）
～7
（土）］

第
19
回
高
校
生
も
の
づ
く
り

奨学金返還支援制度 助成対象者の募集

休日県庁見学の参加募集

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。

コ
ン
テ
ス
ト
全
国
大
会

松山市

☎ 089-912-2310
国際交流課 ■

赤い羽根共同募金［～3/31（火）］

化
学
分
析
部
門
優
勝

上島町岩城 岩城桜公園～積善山山頂
0897-77-2252

詳しくは…

お知らせします

『じゃこ天』」を5名さまに
A賞 宇和島市「宇和島屋『じゃこカツ』

愛媛県立松山工業高等学校
工業化学科

合格発表

南楽園外堀桜まつり
南楽園外堀桜下の管理用道路を一般開放し、左右に広がる桜並木
を楽しんでいただきます。夜間は、ぼんぼり・投光器によるライト
アップも行います。
3/20（金・祝）～4/5（日）9：00～17：00、外堀桜下のライトアップ18：30～
22：00（17：00以降の南楽園への入園はできません）
入園料大人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『森の春を探そう！ 春のねんど遊び！』」
自然のなかで遊んだり、
カレーやまきまきパンをつくったりします。
3/3・10・17・24
（火）
9：30～13：30
未就学児1人800円（兄弟1人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ほか
（松山市上野町乙46）
先着20組
（未就学児とその家族）
各日程の1週間前までに、参加者全員の氏名、年齢、電話番号を電話または
FAX、
メールまたはハガキで へ
県総合運動公園振興課
089-963-2216
089-963-4104
info@eco-spo.com

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）
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
「たんけん・はっけん・畦地梅太郎展」
4/24
（金）

入校料・授業料無料（ただしテキスト代などの自己負担あり）
県立宇和島産業技術専門校
0895-22-3410

5/1
（金）

美術館恒例のたんけん・はっけんシリーズ第12弾。
「畦地梅太郎」
の世界を指令書をもらって探検、
発見！
3/1・8・15・22・29（日）10：30～15：00
一般1,000円、高大生600円、小中生300円
県美術館新館1階企画展示室 ※畦地梅太郎展（企画展）観覧券が必要

豪雨災害で被災したじゃこカツ
を復活させた、宇和島屋の
「じゃ
こカツ」
「じゃこ天」
です。県内で
水揚げされた新鮮な小魚を
使ったソウルフードは、噛めば
うま味があふれる逸品です。
提供／（有）
宇和島屋
☎ 0895-24-2828
■

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594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：3/10（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。

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）
3/3
（火）
・9（月）
・16（月）
・23
（月）

科博 春の特別イベント
4階にある恐竜ロボットに大接近！ 足元で写真が撮れるイベントの
ほか、
楽しいワークショップなどを開催します。
3/20（金・祝）～22（日）
常設展示観覧券が必要。開催するワークショップにより、
料金が変更

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）

飼育の日イベント
4/19を「しいく」の日とし、動物園のことをもっと知っていただく
ための園内スペシャルガイドを行います。90分程度で、普段は入る
ことのできない場所も案内。
※入園料などカード支払いできます。
4/19
（日）10：30～12：00

歴史文化博物館

当日来園者30人

☎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）
3/3
（火）
・9（月）
・16（月）
・23
（月）

テーマ展
「ぶらり四国遍路」
四国八十八ヶ所霊場を描いた故小亀博（こがめひろむ）氏の絵画作
品や、江戸時代以降の四国遍路案内記や古写真などを展示します。
～3/29（日）9：00～17：30
大人520円、65歳以上270円、中学生以下無料

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）

イルミ迷路
こどもの城に巨大な迷路が出現。
キラキラなイルミネーション迷路
を脱出できるかな？
3/20
（金・祝）
～4/2（木）10：00～12：00、13：30～16：00
100円
あいあい児童館2階多目的ホール

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）

ドッグトレーナー体験教室
犬の訓練士を講師に迎え、身近だけど意外と知らない犬のことを
学べる教室です
（協力：
（一社）
日本ケアドッグ協会）
3/20
（金・祝）13：00～15：00
先着10組（犬を飼い始めようと考えている方、犬についてもっと知りたいと
考えている方）
～3/8（日）
までに、電話または直接来所にて申し込み

愛媛オレンジバイキングスホームゲーム
日時

対戦相手

3/11
（水）

広島

3/20
（金・祝）
3/21
（土）

奈良

※試合に関する問い合わせ先

開始
19:00
14:00

会場
伊予市民体育館
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

