みきゃんと解こう
！

クロスワードパズル

プレゼント
付き
R２年度 県民総合文化祭 総合フェスティバル
県民総合文化祭のメインイ
ベントでは、スペシャルゲ
ストとしてゴダイゴのタケ
カワユキヒデさんが登場。
国 内 外で 活 躍するトップ
アーティストによる卓越し
たパフォーマンスや高校生
たちの若い力の共演による
華やかな舞台をお届けしま
す。入場券（全席指定・先着
順）は、県庁および各地方
局・支局の窓口で直接配付
しています。

詳細は
コチラ

合計750名に豪華賞品が当たる
「お国じまんカードラリー2020」開催中
「ごじまんスポット」や、高
速道路のSA・PAに設置さ
れている「GO！ JIMANス
タンプ」を読み取って応募
すると、QUOカードや旅行
～R３.２/28（日）

券などが 合 計 7 5 0 名に当
たります。各地域の「GO！
J I M A Nスタンプ 」を集め
て、素敵な景品をゲットし
てください。

10/31（土）13：30～

常設展示観覧券が必要

詳しくは…

愛媛県県民総合文化祭

☎ 089-912-2491
観光物産課 ■

会で 、郷 土の偉 人の人 生をた
どってみませんか？
10/10（土）
～11/29（日）

☎ 089-947-5581
文化振興課 ■

詳しくは…

愛媛県出身の明治の化学者・小
川正孝は、1908年にアジア人
で初となる新元素（ニッポニウ
ム）
の発見を成し遂げましたが、
周期表に名を残すことはできま
せんでした。
しかし近年、小川の
業績は再評価され、世界中にそ
の名が広まっています。没後90
年にあたる今年、世界初となる
小川正孝展を開催します。化学
と歴史が融合した珍しい展覧

県民文化会館 メインホール

詳しくは…

西日本高速道路（株）

企画展
「小川正孝 アジア人初の新元素発見者」

☎ 0897-40-4100
県総合科学博物館 ■
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②「ジョブカフェ愛work」は愛媛県若年
者就職○○○センターの愛称です。

① ○○宇和郡伊方町。

④ 和食などの調味料に使われる、甘み
の強い料理用のアルコール飲料。

⑤ 宇和島の郷土料理「ふくめん」にも使
われる、細長い形をした白身魚。魚肉
練り製品の原料として重宝されます。

③ 竹や木に弦を張り、矢を飛ばす道具。

⑥ 松山平野など、県内で古くから栽
培されてきた豆類。
「 陵西一寸」
「松山一寸」
「 愛のそら」などの品
種があります。

⑦「愛work」では○○○○○での相
談やセミナーも行われています。
⑧ 電子○○○、
エア○○○、
ダイレクト○○○

⑦ 県が整備するサイクリストのため
の休憩施設
「サイクル○○○ス」
。

正解は来月の
「愛顔のえひめ」
で発表します

ヘルプマークって何ですか？

砥部町

企 画 展「 坂 村 真 民のまなざ
し」を開催。コロナと共に生
きる
「新しい生き方」を、時代
を超えて人生を見つめた坂
村真民の詩と共に考えてみ
ませんか。

援助が必要な方のためのマークです。
義足や人工関節を使用している方、
内部障がいや難病の方など、外見か
らわからなくても、
援助や配慮を必要
としている方がいます。
ヘルプマーク
は、そんな方々が周囲に配慮を必要
としているということを知らせるも
の。
このマークを見かけたら、電車内
で席を譲るなど、思いやりのある行
動をお願いします。ヘルプマークは、
県障がい福祉課または各市町の障が
い福祉担当課で配付しています。

～R3.2/14（日）
089-969-3643

西予市

障がい福祉課
在宅福祉係
おき た

み や

沖田 美耶

坂村真民記念館（砥部町大南705）

見て癒やされる、西予市観光物産協会
HP「せいよじかん」

「
随＃イ
時せン
更いス
新よタ
中じグ
。かラ
んム
」
も

美しい海、風が吹き抜ける田園、
おしゃれなカフェなどを「おうち
じかん」にチェックして、のんび
り過ごしませんか。おすすめは
「VRでせいよさんぽ」。実際にそ
の場にいる気分を味わえますよ。

詳しくは…

愛媛県 ヘルプマーク

愛媛県障がい福祉課

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

西予市観光物産協会

0894-62-6437

「まじめしプロジェクト」
キャンペーン実施中
「まじめし」
を食べて、飲食店を応援！行って食べて、
プレゼントが当たる
お得なキャンペーンも実施中。
みんなで秋のグルメを味わいましょう。
～12/20（日）

まじめ課（広報広聴課）

089-912-2241

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。
昭和56年5月以前に着工された木造住宅
建築住宅課
089-912-2757

お子さんが未婚の親御様向けライフプラン
セミナー
「田中流 結婚の条件」
のお知らせ
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息苦しさ
（呼吸困難）、
強いだるさ
（倦怠感）
、
高熱などの
強い症状のいずれかがある場合
発熱や咳などの比較的軽い
②重篤化しやすい方※で、
風邪の症状がある場合
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPDなど）
などの基礎疾患が
ある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方

③上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
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）

お子さんが未婚の親御さんや未婚の方を応援したい方を対象とし
たライフプランセミナーを開催します。
セミナー後は個別相談会も
実施します。
10/31（土）13：00～16：30
東予会場／新居浜市立女性総合センター
（新居浜市庄内町4-4-19）
、
中予会場／松山市立子規記念博物館（松山市道後公園1-30）
、
南予会場／大洲総合福祉センター
（大洲市東大洲270-1）
※東予、南予会場は中予会場のセミナーをオンライン受講
100名（20～30代の未婚者の親御様、未婚者を応援したい方）
HP、電話、FAX、
メールまたは郵送にて へ
えひめ結婚支援センター
（松山市大手町2-5-7）
089-933-5596
089-947-4251
office@msc-ehime.jp

薬と健康の週間
［10/17
（土）
〜23
（金）
］
薬を使うときは添付文書をよく読み、用法用量や使用上の注意を
きちんと守りましょう。
薬務衛生課

089-912-2391

個別労働関係紛争処理制度周知月間
雇用のトラブルまず相談。解雇（コロナ関係含む）、賃金未払い、労
働条件違反などお気軽にご相談ください。
相談無料、
秘密厳守。
労働委員会事務局

089-912-2996

スマホで新しい生活にチャレンジしてみませんか？
楽天
（株）
と協働し、
高齢者向けのスマートフォン教室を開催します。
未保有者には取得支援
（1万円まで）
もあります
（人数制限あり）
。
10月中旬、詳細はお問い合わせください
参加費無料
65歳以上の県内在住者（スマホ教室にはご家族の参加も可能）
電話で まで
楽天シニア サポートデスク
0120-169-429
（平日11：00～15：00受付）

募集します
お知らせします
※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。

臓器移植普及推進月間
10月は臓器移植普及推進月間です。臓器移植について、大切な人
と話し合い、
今のあなたの意思を表示しましょう。
～10/31
（土）

医療対策課

089-912-2384

特殊詐欺に要注意！

「還付金の手続きはATMで」
「ご利用料金の確認が取れません」
「高
額現金が当選しました」
「介護施設の入居権を譲ってください」。
こ
れらはすべて詐欺の手口です。身に覚えのないメールや電話は無
視してください。
警察相談専用電話

#9110

クロスワード正解者のなかから抽選でプレゼント！

坂村真民記念館のご案内

介護の入門的研修の受講者募集
介護の仕事に興味がある方や介護の経験がない方などを対象に、
介護に関する基本的な知識や技術が学べる介護の入門的研修を
開催します。
10～11月
県内8カ所（四国中央1・西条2・今治1・松山2・西予1・伊方1）
1会場あたり10名程度（県内の16歳以上で、
介護に関心のある方）
FAXまたはメールで へ。詳しくはHPに掲載予定
県社会福祉協議会
089-921-5344
089-921-3398
jinzai@ehime-shakyo.or.jp

公共交通をテーマとした「小学生絵画コンクール」開催
「四国まるごと公共交通利用促進キャンペーン」
の一環として、
「小
学生絵画コンクール」を開催いたします。詳細は四国運輸局のHP
にてご確認ください。
四国地域内の小学校に通学する児童
～11/30（月）までに、四国運輸局HPにある応募用紙に必要事項を記入の
上、
画用紙裏面に貼付し、
四国運輸局もしくは各県運輸支局まで郵送または持参
四国運輸局交通企画課
087-802-6725
（当日消印有効）

愛媛県立西条農業高等学校
食農科学科 パパイヤ研究班

社会共創
コンテスト2020
地域課題部門グランプリ

私たちは、未知のパパイヤ
栽培や商品開発、普及活
動に取り組みました。農家
や行政、地域と連携し、私
たちの活動は全国に広
がっています。うまくいか
ないこともたくさんあり
ましたが、私たちの取り組
みが評価され、お世話に
なった多くの方にも恩返
ま なべ
か のん
あけ ひ
み らい
しができたと思います。た
後列／眞鍋 薫音、
明日 実来、
だ、これに満足せず、地域
あお の
も も か
しら かわ
青野 百々果、
白川 ゆりあ、 課題の解決のために、
これ
あお の
か こ
たか はし ひ な
からもがんばっていきた
前列／青野 加子、
髙橋 日菜、
ふか さわ せい な
いと思います。
深澤 聖奈

イベントにでかけませんか

「大洲ええモンセレクション」は、
厳正な審査を経て大洲市が認定
した特産品。自然の恵みを活かし
た大洲ならではの「ええモン」を、
ぜひお召し上がりください。ご贈
答にもおすすめです！
提供／大洲市地産多消推進協議会
☎ 0893-24-1722
（大洲市商工産業課内）
■

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633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：10/13（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）
10/6
（火）
・12（月）
・19（月）
・26
（月）

秋のいやしの南楽園
オープンスペースでドリンクや限定スイーツが楽しめるカフェや、
かわいい衣装とともに撮影できるハロウィンイベント。愛好家によ
る盆栽や俳句・絵画の展示などのさまざまなイベントを行います。
10/10（土）
～11/30
（月）
9：00～17：00
南楽園（宇和島市津島町近家甲1813）

「大洲ええモンセレクション詰合せ」を5名さまに
A賞 大洲市

大人310円、小人150円
0895-32-3344

R2年度高齢・障がい者雇用フェスタ in えひめ
高齢者・障がい者の雇用について、講演会や優良企業の表彰などにより
県民や事業主の理解と関心を深めます。
詳細は県HPをご覧ください。
10/20
（火）
13：30～16：00
県民文化会館 真珠の間
（松山市道後2-5-1）
200名
産業人材室
089-912-2505

「えひめ教育の日」推進大会・推進フェスティバル
「えひめ教育の日」
を迎えるにあたり、
教育関係者による記念講演や子
どもたちによる各種アトラクション、
協賛イベントなどを行います。
10/24（土）12：30～16：20
砥部町中央公民館（伊予郡砥部町宮内1369）
「えひめ教育の日」推進会議事務局
（（公財）
愛媛県教育会）
089-945-8644

重信川サイクリングロード ゆるっと♪ スマホラリー
ゆるっとサイクリングで、自然×グルメを満喫！ スマホでスタンプを集
めると、
プレゼントがあります。
～11/30
（月）
参加料無料
重信川サイクリングロード活性化推進実行委員会事務局
（中予地方局地域政策課）
089-909-8751

ロビー展
「森に親しむ博物館」
西日本最高峰の石鎚山をはじめ、県土の多くを森林に覆われた愛
媛県には、多種多様な動植物がすんでいます。森林の植物や、昆虫
を標本で紹介します。
～11/8（日）

展示棟4Fロビー

歴史文化博物館

無料

☎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）
10/6
（火）
・12（月）
・19（月）
・26
（月）

特別展
「戦国乱世の伊予と城
－国史跡 能島城・湯築城・河後森城の世界－」
東予・中予・南予それぞれに所在する国の史跡指定を受けた戦国時
代の3城にスポットをあて、歴史資料や考古資料をもとに、三者三
様ともいえる城、
城主、
取り巻く歴史などを紹介します。
～11/23
（月・祝）
高校生以上550円、
65歳以上・小中学生280円

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

没後20年 真鍋博2020
県武道館
「第4回運動神経がUPする体操教室」
第4回運動神経がUPする体操教室を開催。詳細はお問い合わせください。
10/31（土）年少14：00～14：50、年中・年長15：00～15：50
300円
各部先着20名（今年度4～6歳になる幼児）
～10/24
（土）21：00までに電話またはメールで へ
県武道館
（松山市市坪西町551）
089-965-3111
jigyo@ehimekenbudoukan.or.jp

県総合運動公園「ふれあい健康ウォーキング」
県総合運動公園開園40周年記念として
「ふれあい健康ウォーキン
グ」
を実施します。
11/23（月・祝）
9：00～12：00
参加料無料
県総合運動公園
～11/18
（水）
までに、電話、
ハガキ、
FAXまたはメールで へ
県総合運動公園振興課
（松山市上野町乙46）
089-963-2216
089-963-4104
info@eco-spo.com

えひめ景観シンポジウム2020
愛媛大学松村教授による講演、景観まちづくりに携わる方や高校
生・大学生によるパネルディスカッションを行います。身近な魅力
ある景観に、
改めて目を向けるきっかけとなる絶好の機会に。
11/4（水）13：30～16：00
西予市宇和文化会館（西予市宇和町卯之町
先着200名
都市計画課
089-912-2738
3-444）

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）

とべ動物園の日
17歳以下もしくは高校生までの入園料が無料。普段は有料のイベ
ントも当日のみ、無料で実施します。状況により内容を変更、中止
する場合があります。
10/25（日）

1932（昭和7）年、宇摩郡別子山村（現・新居浜市）
に生まれた真鍋
博はイラストレーションの世界を舞台に、様々な作品を世に送りだ
しました。1964年の東京オリンピックや1970年の大阪万博など、
わが国の高度経済成長と呼応しつつ新たなデザインを切り開いて
いった真鍋の画業を、約700点の作品とともに生誕の地で振り返
ります。
～11/29
（日）
一般1,000円、
高大生600円、小中生300円

動物愛護センター

新館2F 常設展示室1～3

☎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）

犬との楽しみ方教室
（3回コース）
ドッグスポーツを通して、犬も飼い主も楽しみながら、犬とのコ
ミュニケーションの取り方を学んでいく教室です。
協力：
（一社）
日本ケアドッグ協会
10/25（日）、
11/8（日）
・15
（日）
14：00～15：00
（計3回）
先着5組（県内在住のドッグスポーツを楽しみたい飼い主と犬。犬は登録・狂
犬病予防注射済、
混合ワクチン有効期間中であること）
～10/11
（日）
までに、電話または来所にて申し込み

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）

JUMP♪ JUMP♪ トランポリン
オリンピック競技種目にもなっている大型トランポリンに挑戦。体
力やバランス感覚を鍛えてみませんか？
10/17（土）13：30～15：00
あいあい児童館2F 多目的ホール
エアートランポリンは未就学児
（3歳～）
、
大型トランポリンは小学1年生～18歲

