みきゃんと解こう
！

クロスワードパズル

プレゼント
付き
えひめ愛・野球博 presents
ベースボールEXPO
詳細は
コチラ

詳細は
コチラ

「えひめいやしの南予デジタルフリーパス」
販売中
南予地域のJRや路線バスが乗り
放題になる「デジタルフリーパ
ス」を販売中！ 駅やバス車内に
あるNFCタグか二次元コードに
スマートフォンをかざして簡単
購入。南予全域で使える『南予全

域フリーパス』
（3日間有効）と、
内子町・大洲市で使える『内子・
大洲町並散策1日パス』
（JRのみ）
の2種類を用意しています。ぜひ
この機会に、便利でスムーズな
南予の旅をお楽しみください。

【南予全域フリーパス】
12/29（火）
まで販売
【内子・大洲町並散策1日パス】
12/31（木）
まで販売

サ ン シ ャ イ ン

マ ー ケ ッ ト

イン

エ ヒ メ

EHIME」
を開催中です。
ぜひ
特設サイトから参加いただ
き、生産者自慢の逸品をお
買い求めください。

サンシャインマーケット 愛媛

11月号の答えは
④

「こんかつ」

⑤C

やけん

⑦A

⑥

⑨D

⑧

⑪

企画展「春待ちロゼット ―冬を越す野草の姿―」
ロゼットとは、野草が冬の寒さに耐え
太陽の光をたくさん浴びるために、地
面に葉を広げた姿。種類ごとにさまざ
まな形があり、花のような美しさがあ
ります。企画展では、
ロゼットを標本と
写真で紹介します。

詳しくは…

☎ 089-912-2490
観光物産課 ■

③

②

⑩

愛・野球博

特設サイト開設は12/20（日）
まで
※期間終了後も生産者個別のネットショップで購入可能
☎ 089-912-2541
ブランド戦略課 ■

詳しくは…

う

12/13
（日）
松山・坊っちゃんスタジアム
☎ 089-947-5564
問 地域スポーツ課 ■
■

「SUNSHINE MARKET in EHIME」
開催中！
県では、新しい生活様式に
対応したオンラインによる
農産物などの販売イベント
「SUNSHINE MARKET in

B

①

愛・野球博を振り返るとともに、2年後
のオールスターゲームを盛り上げるた
め、ベースボールEXPOを開催。当日
は、プロ野球球団マスコットによるス
テージイベントや高校球児による小学
生への野球教室などを行います。

12/12
（土）
～R3.1/31
（日）
常設展示観覧券が必要
問 県総合科学博物館 ■
☎ 0897-40-4100
■
愛媛 科博

う

答え
A

B

C

D

タテのカギ

ヨコのカギ

① 近い将来、必ずやってくるといわれ
ている
「南海○○○地震」

① 二十四節気のひとつで、北半球では夜が
一番長くなる日。
今年は12/21（月）

② 世界の各標準時の時刻の差。経度が15
度違うごとに1時間の差ができます。

④「○○○雪」とは細かく降る雪のこと。谷
崎潤一郎の小説のタイトルが有名。

③ 愛媛県避難支援アプリ
「○○シェル
ター」

⑥ 父親と母親。
⑧ JR四国が運行する、松山駅と宇和島駅を
結ぶ特急の名称。

⑤ 日本酒の製造過程で、
もろみを絞っ
た後にできる固形物。

⑩ 漢字で書くと
「熨斗」。慶事の贈り物など
に付ける祝いの印。

⑦ 家具の固定やガラスに飛散○○○
フィルムを貼ることは、地震に向け
てできる家庭での備えです。

⑪ 12月の道後温泉の恒例行事
「○○払い」
。
長い笹ぼうきを使って一年の汚れを掃
除します。

⑨ 腰をかけるための道具、家具。

正解は来月の
「愛顔のえひめ」
で発表します

「愛媛県デジタル総合戦略
（仮称）」
とは何ですか？

西条市

プレミアムな西条てっぱんナポリタン
を食べてシェアするキャンペーン
県産食材を使ったプレミアムな「西条てっぱ
んナポリタン」を食べてシェアしよう！SNS
で対象店舗のナポリタンの
写真をシェアすると、加盟店
の加工品や食事券が当たる
キャンペーンを実施中です。

デジタル技術を活用した地域課題
解決の考え方を示すものです！
県では、全国に先駆けてデジタル化を推進し、デジタル技
術を地域課題の解決に効果的に活用することを目指した
総合戦略を今年度中に策定することとしています。策定に
あたっては「県民本位」
「県と市町の協
働」
「 官民共創」の3つの視点から取り
組み、策定過程を明らかにしつつ、積極
的にPR活動を行っています。皆さんと
一緒に総合戦略を策定したいので、公
デジタル戦略室
開中の骨子案にご意見・ご提案をお願
企画グループ
うえかみ ゆ か り
いします。 意見募集は12/16（水）まで
上神 由加利

12/1（火）
～R3.1/31（日）
西条市内の加盟店舗
西条てっぱんナポリタン実行委員会
0897-56-2605

伊方町

新型コロナウイルス感染症関連情報
発熱などの症状のある方の受診のお願い
（11/16から新体制に移行しました）
発熱などの風邪症状がある場合は、
かかりつけ医などの身
近な医療機関に、
まずは、
電話などで連絡をお願いします。

インフルエンザ流行期に
備えた外来診療・検査体制

伊方町役場前埋立地の特設会場で行
うイルミネーション。思わず写真を撮
りたくなるフォトスポットが目白押し。
毎年好評の光のアーチやイルミネー
ションタワーも！ フォトジェニックな
夜が訪れる伊方町へお越しください。

最寄りの
医療機関を紹介
電話予約
して受診

相談

受診相談センター（コールセンター）
※相談する医療機関に迷う場合

かかりつけ医などの身近な医療機関

医師の判断
新型コロナ
陽性の場合

伊方町役場前埋立地特設会場
0894-38-2657

年末ジャンボ宝くじ発売中！
［12/25
（金）
まで］
1等賞金7億円、1等前後賞あわせて10億円の年末ジャンボ宝くじ
が発売中。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、
皆さんの暮らしに役立てられています。
～12/25（金）

財政課

089-912-2190

マイナンバーカードの申請はお早めに！

地域外来・
検査センター

YouTubeLIVE
「深掘り！ 愛媛県職員の
仕事・魅力発見セミナー」
配信
若手～中堅職員が、
仕事内容やキャリア形成など県職員の仕事につ
いて話をするほか、
チャット形式での質疑応答を実施します。
また県
庁の気になる職場紹介動画なども配信していきます。

県プラスチック代替製品等普及促進事業補助金
海洋プラスチックごみ問題の解決に向け、プラスチック代替製品
などの販路開拓や利用拡大を行っている事業に要する経費の一部
を助成します。

PCR検査
陽性の場合

指定医療機関に入院

●受診相談センター（コールセンター） ☎089-909-3483
●一般相談窓口（コールセンター） ☎089-909-3468

助成枠に達するまで
（今回は追加募集）
事業者
直接持参、郵送またはメールにて へ
循環型社会推進課
089-912-2356
junkan-shakai@pref.ehime.lg.jp

「ネクストえひめさんさん物語」
HP開設
東予東部のイベント情報や石鎚山々（さんさん）
ガールによる登山
情報を発信しています。

※相談する医療機関に迷う場合は、
「受診相談センター」
に電話連絡してください。

東予地方局商工観光室
詳しくは県HPへ

0897-56-1300

募集します
在宅介護研修センター
（愛ケア）
受講者募集および動画研修

お知らせします
愛媛で食べよう
「Go To Eat キャンペーン」
プレミアム付き飲食券で県内の登録飲食店がお得に利用できる
「Go To Eat キャンペーン」
を実施中。ぜひ活用して、愛媛の飲食
業と農林水産業を応援しましょう。
【飲食券販売】R3.1/31（日）まで、県内の百貨店・スーパー・郵便局など
120カ所程度（なくなり次第終了）、
【飲食券利用】R3.3/31（水）
まで、県内の登
録飲食店
1セット5,000円分（500円券×10枚）
を4,000円で販売（1回の
購入は1人5セットまで）
Go To Eat キャンペーン愛媛事務局
089-945-3220

心のバリアフリー愛顔の接遇マニュアル
ホテルや飲食店、交通機関などの接客担当者を対象に、障がいの特
性や障がいのある方への適切な接遇方法等をまとめた「心のバリ
アフリー愛顔の接遇マニュアル」
を作成しました。県庁で配布して
いるほか、
県HPからダウンロードできます。
障がい福祉課

089-912-2422

（
朗
読
部
門
）
優
秀
賞

総
合
文
化
祭
放
送
部
門

第
44
回
全
国
高
等
学
校

ストレス、
イライラの対処法を学ぶ今話題の心理トレーニング「ア
ンガーマネジメント」講座と、認知症予防のための健康な身体づく
りを学ぶ講座を開催する他、
動画研修を行います。
R3.1/8（金）13：30～15：30「アンガーマネジメントの基本を学ぶ ～ストレ
ス・イライラで潰れてしまわないうちに来てください！～」
R3.1/19（火）13：30～15：30「認知症予防について ～運動と体づくり～」
県生活文化センター
（松山市北持田町139-2）
各30名
電話、FAXまたはHPから へ
県在宅介護研修センター
089-914-0721
089-914-0732

イベントにでかけませんか
県総合運動公園
「クリスマステニス大会」
参加者募集
テニス初心者の方から上級者まで、3クラスに分けてダブルスの大
会を行います。
参加条件がありますので、
詳細はHPをご覧ください。
12/11（金）9：00～15：00（予備日12/18（金）
・25（金）
）
500円（1組1,000円）
県総合運動公園テニスコート
先着各クラス20組（40名）
12/4（金）17：00までに所定の参加申し込み
用紙に必要事項を記入の上、体育館事務室もしくはテニスコート事務室へ
県総合運動公園振興課（松山市上野町乙46）
089-963-2216

砥 部 町の誇る伝 統 的 工 芸 品
「砥部焼」から、ふるさと納税
サイトの返礼品にもなってい
る人 気の「ぐい吞み 」をプレ
ゼント。ぐい吞みの種類は観
光協会において決定します。
提供／砥部町観光協会
☎ 089-962-7288
■

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。

今回の朗読では、自分の中
学時代の体験と重ね合わせ
て、主人公の気持ちに迫る
努力をしました。読み込んで
いくなかで、当時は理解でき
なかった自分の周りの人た
ちの気持ちも、理解できるよ
うになった気がします。語る

ことは、人の気持ちに寄り添
うことです。AIの時代になり
ましたが、機 械にはできな
い、人の心に届く言葉を伝え
ることを、日々の放送を通じ
て追求していきたいと思い
ます。
よし の
あ み
芳野 亜美

東温パクチースタンプラリーの開催
東温市内の8つの飲食店で、
パクチー料理が食べられます。
たくさんの
お店をめぐると、
プレゼントもあります。
詳しくはHPをご覧ください。
～12/31
（木）
089-909-8763

東温市内飲食店8店舗

中予地方局産業振興課

てつ

白鷹幸伯～鐵に千年の命を吹き込んだ鍛冶師～
長年にわたり、わが国の歴史的建造物や文化財の再生と保全を支
え続けた鍛冶師・白鷹幸伯の足跡を紹介します。
12/5（土）～R3.3/14（日）※月曜（祝日・振替休日の場合はその翌日）休館
県生涯学習センター
（松山市上野町甲650）
089-963-2111

アイテム手づくり市/青空市場
プロ・アマ問わず、
どなたでも参加できる手づくり品の展示販売会
を開催します。
また、
大人気のフリーマーケットも併催します。
12/6（日）10：00～15：00
アイテムえひめ
（愛媛国際貿易センター）
（松山市大可賀2-1-28）
089-953-0130

県武道館 第4期スポーツレクリエーション教室
R3.1～3月の間、第4期スポーツレクリエーション教室を開催しま
す。
詳細はHPをご覧ください。
R3.1/13（水）
～3月中旬まで
1回500円
（高校生以下は半額）
各30～60名（中学生～一般）※バドミントンは児童（小学生教室）
があります
12/20（日）12：30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

南楽園 障がい者サービスデー
「障害者週間」
の期間中は、障がい者福祉への関心と理解を深める
ため、障がい者手帳をお持ちの方は、南楽園の入園料が無料になり
ます
（障がい者手帳の提示が必要）
。
12/3
（木）
～9（水）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

障がい者芸術文化祭
～愛顔ひろがる えひめの障がい者アート展～
県内在住の障がいのある方が制作したアート作品
（絵画、
書、
陶芸、
そ
の他立体作品）
を展示。
また来場者の投票で観客賞を決定します。
12/3
（木）
10：00～13
（日）
～17：00
障がい福祉課
089-912-2424

とべ動物園

県美術館新館2F特別展示室

☎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）

カバへクリスマスプレゼント
カバに特製ケーキをプレゼントします。動物園でもクリスマス気分
を楽しんでみませんか？
12/20（日）11：00～

えひめこどもの城

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595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：12/8（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。

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

名古屋市美術館所蔵 エコール・ド・パリの色と形

愛媛人物博物館冬季企画展
しらたかゆきのり

選択したキャッシュレス決済サービスでチャージもしくはお買い
物をした際に付与される
「マイナポイント」
はR3.3月末までです。
マイナンバーカードは申請から受け取りまで約1～2カ月を要しま
すので、申請はお早めに。R3.3月からは一部の医療機関で健康保
険証としても利用できるようになります。

12/16（水）18：30～19：30、24（木）13：00～14：00配信
県職員の仕
事に関心のある方で、保護者なども可。参加（視聴）には事前登録申請が必要。
人事委員会事務局
089-912-2826

（診療・検査医療機関）

診療・抗原検査

12/5（土）
～R3.1/31（日）
伊方町産業課観光商工室

マイナポイント付与期間はR3.3/31
（水）
まで
お住まいの市町窓口

発熱などの風邪症状あり

を3名さまに
A賞 砥部町「砥部焼のぐい吞み」

愛
媛
県
立
松
山
東
高
等
放学
送校
部

佐田岬ワンダーイルミネーション

詳しくは…
☎ 089-912-2280
デジタル戦略室 ■
愛媛県デジタル総合戦略（仮称）策定プロジェクト

詳細はコチラ▲

クロスワード正解者のなかから抽選でプレゼント！

☎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）

サンタがいっぱい大作戦！
サンタさん集まれー！ サンタに変身してきて、
クリスマス気分を楽
しみましょう。
12/12（土）10：00～12：00、
13：00～16:00、
18:00～20:00
あいあい児童館内
参加費100円

前衛と古典のはざまで揺れ動き、その経験を生涯の糧としたモ
ディリアーニやパスキン、藤田嗣治、
シャガールら悩める天才たち
の作品に繰り広げられる色と形の多様な美をお楽しみください。
前期・後期で展示替えがあります。
【前期】
～12/20（日）、
【後期】12/22
（火）
～R3.1/31
（日）
※R3.1/2（土）
・3
（日）
は本展のみ特別開館
一般1,200円、
高齢者1,100円、
高大生700円、
小中生500円
新館1F企画展示室
「エコール・ド・パリの色と形」
実行委員会事務局
（テレビ愛媛事業部内）
089-933-0322

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）
12/8
（火）
・14（月）
・21
（月）
・28
（月）
～1/1
（金）
・祝

サイエンスショー
「比べてみよう!! 電気のあかり大実験」
以前は白熱電球や蛍光灯が広く普及していましたが、現在はLED
を使ったあかりが主流となりつつあります。
それぞれどのような違
いがあるのか、
実験で分かりやすく解説します。
R3.1/3（日）
までの土・日曜、祝日13：00～／15：00～
常設展示観覧券が必要
展示棟3F 実験ショーコーナー
各回30名程度

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）
12/8
（火）
・14（月）
・21
（月）
・28
（月）
～1/1
（金）
・祝

テーマ展「奈良山等妙寺の至宝と国史跡等妙寺旧境内展」
鬼北町との共催により、
中世の山岳寺院跡、
国史跡等妙寺旧境内の
発掘調査の成果と現在の等妙寺に伝わる寺宝を一堂に会して公開
します。
～R3.1/24
（日）9：00～17：30
（文書展示室の展示は12/13（日）
まで）
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

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）

犬猫の譲渡前講習会
犬猫の譲渡を希望される方を対象とした譲渡前講習会を開催。譲
渡の必須条件となる講習ですので、譲り受けを希望される方は本
講習会の受講が必要です。
12/12（土）
・20（日）
【猫】9：30～、
【犬】13：30～
10組20名
前々日までに電子申請、
または前日までに専用はがき必着

主な施設の年末年始の休館・休園日のご案内

休館・休園

12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1
1/2
1/3
1/4
（土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）

歴史文化博物館・総合科学博物館
こどもの城・とべ動物園
生涯学習センター
南楽園
美術館

企画展のみ
武道館
運動公園

