みきゃんと解こう
！

クロスワードパズル

プレゼント
付き
新議長からのごあいさつ

議長／戒能 潤之介
▲災害伝承展示室のイメージ
※7/5（日）
オープン予定

▲復旧後のアリーナの様子

乙亥会館復活！ 災害の記録を伝える役割も
災害で甚大な被害を受け、復
旧工事を進めていた
「西予市
乙 亥 会 館 」。この 度 、3 / 2 5
（水）
に完成しました。両国国
技館をモデルにした造りは
そのままに、乙亥大相撲など
のイベントや各種スポーツ

で使えるアリーナ、会議室な
ど多様な機能を備えていま
す。また、復興のシンボルと
して、乙亥会館内に災害の記
録などを伝える
「災害伝承展
示室」を整備中。詳細は随時
市HPでお知らせします。

詳しくは…

3/18付で第108代愛媛県議会議長に
就任いたしました。德永繁樹副議長と
ともに、皆さんのご期待に応えるよう
努めてまいります。

委員会名
総務企画
環境保健福祉
農林水産
経済企業
建設
スポーツ文教警察
議会運営

県民総合文化祭に新風を吹き込む文化事

と

業企画を募集しています。優秀企画に選ば
れた企画は、県民総合文化祭の事業の一つ
として広報を行うとともに、50万円以内の

委員長
大西 誠
松尾 和久
石川 稔
高橋 英行
塩出 崇
松下 行吉
高山 康人

副委員長
古川 拓哉
大石 豪
川本 健太
帽子 大輔
西原 司
宇髙 英治
三宅 浩正

☎ 089-912-2835
■

愛媛県議会

☎ 089-947-5581
県文化協会事務局（文化振興課内） ■

井上幸乃さん（愛媛大学教育学部附属中学
校卒業）がボート競技のエリートアカデ
ミーに選ばれました。今後は東京都のナ
ショナルトレーニングセンターを生活拠点
に、
「 愛媛から世界」を目指します。井上さ
んの挑戦に熱いエールを！

香港にて練習の様子

詳しくは…

☎ 089-960-8850
競技スポーツ課 ■

えひめ ジュニアアスリート

④

③

⑤
⑦

⑨

愛顔のジュニアアスリート
「JOCエリートアカデミー」初入校

②

⑥

詳しくは…

県議会の本会議の模様は、
県議会HP内でライブ中継・録画中
継によりご覧いただけます。
県議会事務局総務課

☎ 0894-62-1455
西予市復興支援課 ■

①D

金額を助成します（6/30（火）応募締切）。

各委員会の正副委員長をお知らせします。

詳しくは…

県民総合文化祭
文化事業企画を募集しています

⑧

A

B
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C

と

答え
A

B

C

D

タテのカギ

ヨコのカギ

② R元年度「えひめ伝統○○
○○○」に、県内の技術者
3名が認定されました。

① 今治市大三島にある近代アートの美術館「○○○
ミュージアム大三島」
。
現代彫刻約30点を展示。

③ 失 う 、喪 失 。近 年 では
「ペット○○」
「 食品○
○」
という使われ方も。

⑥ キムチや肉、野菜、豆腐などを煮込んだ、
ピリ辛味が特
徴の朝鮮半島の鍋料理。

⑤ 餅つきのとき、
杵とセットで使います。

⑦ 迷っている犬や猫を
「○○する」
。

④「紅い雫」
「あまおとめ」
「紅ほっぺ」
といえば何
の果物？

⑧ 道後温泉にほど近い、四国霊場第51番札所「○○○
寺」
。
国宝の仁王門の他、
数多くの文化財があります。
⑨ 小田川の水を使い
「流し漉き」
の技法で作られる
「大洲
○○」
。
書道紙や障子紙などが生産されています。

⑦ 七福神の一神。太鼓腹
で、大きな袋をかつい
でいます。

⑩ シーボルトの娘「楠本○○」。卯之町（現・西予市宇和町）の二宮
敬作のもとで蘭学を学び、日本初の女性産科医になりました。

正解は来月の
「愛顔のえひめ」
で発表します

八幡浜市

第2回「ダルメイン世界マーマレードアワード＆
フェスティバル日本大会」中止のお知らせ
5/10（日）〜17（日）に八幡浜みなっとで開
催を予定していましたが、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止の観点から、中止するこ
とになりました。プロの部・アマチュアの部
あわせて549人から1,276品のマーマレー
ドの出品がありました。出品をいただいた
皆さん、本当にありがとうございました。

R２年度の自動車税（種別割）
の
納付期限は6/1（月）
です。
自動車税は、昨年10月から自動車税（種別割）に名称が
変わりました。
Ｒ２年度の自動車税（種別割）の納付期限
は6/1（月）
です。
クレジットカードやスマホ決済アプリで
も納付が可能ですので、期限内の納付
にご協力ください。なお、新型コロナ
ウイルス感染症の影響で収入が減少
し、一時に納付ができない場合、猶予
制度がありますので、所管の地方局の
県税窓口にご相談ください。申請の方
税務課
法はＨＰをご確認ください。
ひらおか ゆう き
各地方局県税窓口

愛媛県庁 県税の納付

愛南町

愛南町公式フェイスブック
「ぎゅぎゅっと！ 愛南」
愛南町公式フェイスブック「ぎゅぎゅっ
と！ 愛南」
では、
愛南町で活躍する人や地
場産品の紹介、行政からのお知らせ、ス
ポーツ大会の情報などを幅広く発信して
います。
ぜひチェックしてみてください。

愛南町総務課

0895-72-1211

2020年工業統計調査を行います

お知らせします
1等賞金3億円、1等前後賞あわせて5億円のドリームジャンボ宝く
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、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

089-912-2190

えひめ介護情報アプリ
「愛顔ケアねっと」

どなたでも手軽に介護情報を収集することができるアプリです。
「愛顔ケアねっと」
で検索し、
ダウンロードしてみてください。
長寿介護課

電話やメール、ハガキなどを使ったなりすまし詐欺が県内で発生
中です。
詐欺対策は万全ですか。
できることから始めましょう。
警察相談専用電話

♯9110

マイナンバーカードで最大5,000円分の
マイナポイントがもらえます
マイナンバーカードを取得し、○○ペイなどの民間キャッシュレス決
済サービスを選択して、マイナポイントを申し込むと、国が最大5,000
円分の「マイナポイント」を付与します（キャッシュレスでチャージな
どした額の25％をマイナポイントとして付与）。マイナンバーカード
を持たれていない方は、お早目にカードを作成してください。

9/1（火）
～R3.3/31（水）
マイナンバーカード保有者（マイナポイントを
もらうためには、
マイナンバーカードが必要です）
スマートフォンやパソコンで予約できるほか、各市町でもマイナポイントの
地域政策課
089-912-2235
予約を支援
（申請は9月～）

おもいやり消費啓発動画を公開中
地域や地球の未来につながる環境や人、地域に配慮し
た消費行動「おもいやり消費」
の紹介動画（3種類）
を公
開中。県民の皆さんも登場します。
ぜひご覧ください！
県民生活課

089-912-2336

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！」
あなたの目標づくりから丁寧に寄り添い、一歩一歩の選択をサ
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。
月曜9：00～16：30
（祝日を除く、
相談員の在席時間は13：00～）
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
電話またはメールで へ（予約優先のため、相談者多数の場合はお待ちいた
だくことがあります）
えひめ産業振興財団新事業支援課
089-960-1291
bsoffice@aspgw1.ehime-iinet.or.jp

愛媛県ナースセンターのご紹介
ナースセンターでは、看護師などの無料職業紹介所として、再就業
を希望する看護職の支援をしています。
もう一度、看護職として働
きたいあなたのご連絡をお待ちしています。詳しくはHPをご覧く
ださい。
「愛媛県 ナースセンター」
で検索を。
（公社）
県看護協会・県ナースセンター

089-924-0848

089-912-2269

S56.5月以前に着工された木造住宅を対象に、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て耐震化を支援しています。
089-912-2757

戦没者等の遺族に対する
第十一回特別弔慰金の請求について
戦没者等の死亡当時の遺族に対して、弔慰の意を表すために特別
弔慰金が支給されます。

R2.4/1（水）
（基準日）
において、公務扶助料や遺族年金などを受ける権利を
有する者がいない遺族
～R5.5/31（水）
までに、
お住まいの市町の援護担当課へ
居住市町の援護担当課または県庁長寿介護課
089-912-2434（県庁長寿介護課）

募集します

089-912-2430

なりすまし詐欺の被害に注意

統計課

守るけん みんなの命 耐震化
建築住宅課

ドリームジャンボ宝くじ発売

5/8
（金）
～6/5
（金）

製造業に属する事業所

点訳・音訳奉仕員養成講習会
受講者の募集
点字図書館の点字図書・録音図書を作成するボランティアについ
て学んでみませんか。
点訳：6/5（金）～毎週金曜、全15回の予定、音訳：6/2（火）～毎週火曜、全15
1,000円程度のテキスト代が必要
回の予定
県視聴覚福祉センター
（松山市本町6-11-5）
※祝日（5/3（日・祝）
～6（水・振休））
は休館
各20名（視覚障がい者福祉（点字・録音図書の作成）
に関心や熱意のある方）
※なお新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
予定が変更になる場合があります。
点訳は5/29（金）、音訳は5/26（火）までにFAX、メール、郵送または持参で へ
089-923-9093
089-923-9224
webmaster@sityoukaku.pref.ehime.jp

県職員採用候補者
（上級）
試験および
県職員採用候補者（民間企業等経験者）試験について
県職員採用候補者試験を行います。募集職種、受験資格など詳細
については、各試験案内でご確認ください。試験案内は5/15（金）
から県職員採用情報HPよりダウンロード可能。
試験区分
上級（行政事務Ｂ除く）

民間企業等経験者
（行政事務・技術職）

受付期間
5/18（月）
～6/5（金）

6/3（水）
～6/22（月）

第1次試験
6/28（日）

書類選考

※上級試験と民間企業等経験者試験の併願はできません。
※先行して実施した上級試験「行政事務Ｂ」区分に申し込みを
した方は、今回募集する試験（「上級」
または
「民間企業等
経験者」）
との併願はできません。
インターネットにより、受験等申込システムへアクセスして
人事委員会事務局
089-912-2826
申し込み

県立病院 看護師など医療職の募集
R3年度に採用する県立病院の看護師など医療職の採用試験を実
施します。
募集期間などはHPをご確認ください。

6/20（土）
・21（日）
県庁
資格免許保有者および取得見込み者
6/5（金）までにインターネットの「県採用試験受験等申込システム」にて申し込み
公営企業管理局総務課
089-912-2790

5名さまに

（認定品4種詰め合わせ）
を

伊予市の魅力的で大きな可能
性をもった地域資源のなかか
ら、特に優れたものを「ますま
す、いよし。ブランド」として認
定。その商品の詰め合わせです。
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提供／伊予市経済雇用戦略課
☎ 089-982-1120
■

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。

「農業土木技術で困難と
闘っている子どもたちを救
いたい 〜夢はJICA（青年海
外協力隊員）〜」と題して、
「農業土木技術で平等に教
育を受けられる生活環境を
つくりたい」
という想いを作
文 に 込 め ま し た 。将 来 は

JICAで経験を積み、海外で
も活躍できる人材になれる
よう、初心を忘れることなく
努 力 し 続 け ま す 。多 く の
方々に私の夢を知っていた
だけて、うれしい気持ちで
いっぱいです。 きく ち り こ
菊池 凜子

樹木緑化教室受講者の募集

製造業の実態を明らかにする統計調査です。5～6月にかけて、製
造業を営む事業所を対象に、調査員証を携行した調査員がお伺い
しますので、
ご回答をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、掲載内容が変更・
中止になる場合があります。各施設にお問い合わせください。

「ますます、
いよし。
ブランド」
A賞 伊予市

愛媛県立西条農業高等学校

ダルメイン世界マーマレードアワード＆フェスティバル日本大会実行委員会
0894-22-3111

平岡 佑基

詳しくは…

クロスワード正解者のなかから抽選でプレゼント！
第 回農業高等学校生
意見文全国コンク ール
最優秀賞受賞

自動車税（種別割）
の納付期限に
ついて教えてください。

緑化に対する意識の高揚と緑に関する知識・技術の向上を目的に、
緑化教室を開催します。
6・7・9・11・12月の第3金曜
（全5回）
10：00～15：00
県森の交流センター
（東温市田窪743）
30名（庭木の管理に興味のある初心者で、本教室を初めて受講される方）
5/12
（火）
までに、
氏名、
住所、
電話番号を往復はがきで へ
林業研究センター
（久万高原町菅生2-280-38）
0892-21-0690

「全日本中学生水の作文コンクール
愛媛大会」作文募集
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。
県内在住の中学生
5/20
（水）
までに、
河川課または市町の受付窓口
（県HP参照）
へ
河川課
089-912-2680

身体障害者補助犬 給付希望者の募集
身体障害者補助犬とは、目や耳、手足に障がいがある方の生活をサ
ポートする
「盲導犬」
「介助犬」
「聴導犬」
の総称です。県では毎年希
望者を募集し、年間1頭の身体障害者補助犬を給付しています。
～5月中旬
（市町ごとに設定）
共同訓練に要する旅費など、一部自己負担あり
HPをご確認ください
お住まいの市町の障がい福祉担当課に申し込み
障がい福祉課
089-912-2423

イベント情 報

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！
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：5/12（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。

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）

ヒツジの毛刈り
毎年恒例！ 小学生以上の代表者15人にヒツジの毛刈りにチャレン
ジしてもらいます。※感染予防のため中止する場合があります。
5/10
（日）
11：00～

15名
（当日じゃんけんで決定）

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）
5/7
（木）
・11
（月）
・18
（月）
・25
（月）

おうちでやってみよう！ おもしろサイエンス動画
身 近にある材 料や道 具を使って、簡 単に家 庭で楽しめる科 学
工 作 や実 験 、科 学 ネタを動 画で 紹 介しています 。博 物 館 公 式
Facebook、Twitter、Instagramにて投稿中です。

新型コロナウイルス感染症
関連情報について
県内の感染者の発生状況、相談窓口や対応状
況などを、愛媛県HPにおいて、随時お知らせ
しています。
ご確認ください。
愛媛県

南楽園花菖蒲まつり
3万株約25万本の花菖蒲が咲き競い、紫やピンク、絞り柄など多種
多彩に初夏の庭園を彩ります。夜間のライトアップ（期間限定）も
実施します。

5/16
（土）
～6/7
（日）
9：00～17：00
（夜間開園5/23
（土）
～31
（日）
ライトアップ17：00～21：00）
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

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

コレクション展Ⅰ
県美術館が所蔵するコレクション約12,000点の中から、R元年度
新収蔵品をはじめ、多彩なテーマに沿って紹介します。
5/8
（金）
～
一般310円、
高大生200円、
小中生無料
新館2階常設展示室

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）
5/7
（木）
・11
（月）
・18
（月）
・25
（月）

テーマ展「宇和島藩の測量図」
当館が編集した『古地図で楽しむ伊予』が第35回愛媛出版文化賞
奨励賞を受賞したことを記念して、収蔵する古地図を中心に、宇和
島藩が作製した城下絵図や村絵図などを展示します。
5/8
（金）
〜/9：00～17：30
常設展観覧料高校生以上520円、
65歳以上270円、
小中学生無料

一般相談窓口
新型コロナウイルス感染症に関する一般的なご質問やご相談
は、下記の相談窓口にご連絡ください。
●対応時間：24時間対応（土・日曜、祝日含む）
●☎089-909-3468

帰国者・接触者相談センター
次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談
ください。
①風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている
（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）
②強いだるさ
（倦怠感）
や息苦しさ
（呼吸困難）
がある
ただし、高齢者や基礎疾患などのある方は、上記の状態が2日
程度続く場合。
そのほかの要件（詳細は県HPをご覧ください）を確認したうえ
で、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合は、受診してい
ただく医療機関を調整します。
●対応時間：24時間対応（土・日曜、祝日含む）
●☎089-909-3483

厚生労働省コールセンター
●受付時間：9：00〜21：00（土・日曜、祝日も実施）
● 0120-565653（フリーダイヤル）

