みきゃんと解こう
！

クロスワードパズル

プレゼント
付き
みかん人 「えひめをぐるっとポイントラリー」
倶楽部 実施中
［～8/31（月）］
愛媛県観光情報スマホ
ア プ リ「 み か ん 人 倶 楽
部」では、抽選で126名
に商品券や宿泊割引券
等が 当たるポイントラ
リーを実施しています。

詳細はこちら

7月号の答えは

ンプラリーを実施します。対
象試合を2試合以上観戦し
た人に、抽選で素敵な景品
をプレゼント！

詳細はこちら

詳しくは…

県プロスポーツ地域振興協議会
（地域スポーツ課内）
☎ 089-947-5564
■
プロスポーツ応援特別キャンペーン

☎ 089-912-2491
観光物産課 ■
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「はやめのひなん」

④

やけん
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⑦

⑧

iPhone用

県内のプロスポーツ球団を
盛り上げ、
スタジアムでの観
戦を後押し！「愛顔スポーツ
応援アプリ」内の観戦カード
ラリー機能を活用したスタ

詳しくは…

③

A

アプリの
ダウンロード
はこちらから
Android用

②

D

①

校
愛媛県立今治北高等学
簿記部
上
級
合
格

え がお
いよ観
「愛顔のおもてなしonline」
公開中
ネット

愛 媛 県 公 式 観 光 サ イト
「いよ観ネット」
では、県内
各市町が行う宿泊助成や
スタンプラリー、プレミア
ム付き商品券など、
さまざ
まなおもてなしを紹介中。

プロスポーツ応援特別キャンペーン

私は2年生のときに行われ
た「第197回簿記能力検定
試験上級」に合格しました。
検定試験まで、簿記部の同
級生たちと毎日簿記に励ん
でいました。諦めそうになっ
たり、
しんどいときもあった
りしたけれど、
その度に仲間

や家族、先生が支えてくださ
り、乗り越えることができま
した。今回の検定で税理士
受験資格を得ることができ
たので、8月に行われる税理
士試験に向けて、
これからも
がんばりたいと思います。
ふじ よし
ま
ゆ
（部長 藤𠮷 真夕）

め

答え
A

B

C

D

タテのカギ

ヨコのカギ

① 姉と妹。
女きょうだい。

① 宇和島市津島町に疎開した経験を元に、
「てん
やわんや」
などを発表した作家、
○○文六。

② 何かをするときに見習うべき手
本。
○○○を示す、
○○○解答
③ 2014年、
「宇和島伊達400年祭」
を記念して製作された映画「海
○○○」。主演は武田梨奈さん。
④ よくそこへ行き、
顔なじみになっ
ていること。
「○○○○の店」
⑥ 鬼北町の特産品。鍋や串焼き、
卵を使ったプリンなどが人気
の
「鬼北熟成○○」

③ 四国中央市にある○○○高原。特に、秋はコス
モスの名所として親しまれています。
⑤ 頭にかぶる袋の形をした布。防災○○○、赤○○○
⑥ 人気アニメ
「○○○の刃」。主人公・炭治郎が鬼
となった妹を人間に戻す方法を探しながら、
家
族のかたき討ちをするために戦う姿を描く。
⑦ 聞くは一時の○○、
聞かぬは一生の○○
⑧ 失敗などが偶然に良い結果となることわざ
「○○の功名」

正解は来月の
「愛顔のえひめ」
で発表します
詳しくは
こちらを
チェック！

「カジダン」
とは何ですか？

クロスワード正解者のなかから抽選でプレゼント！

A賞 松山市「極々果実 旬のちゅうちゅうゼリー」

3名さまに ※5本セットの種類は選べません。

（5本セット）
を

家事を楽しみ、積極的に
取り組む男性のことです。
6歳未満の子どもがいる世帯の夫の家事・育児時間が、
全
国平均より少ない愛媛県。今年度から「男性の家事参画
推進事業」を展開し、家事実践のノウハウなどを学ぶ講
座の開催やカジダンネットワーク
（メールマガジンによ
る情報発信など）の立ち上げなど「カ
ジダン」支援に取り組みます。女性活
躍推進や少子化対策にも有効な男性
の家事参画は、家族のコミュニケー
ションアップや仕事の段取り力向上
男女参画・県民協働課
にも役立ちます。
男女参画グループ
※カジダン講座・カジダンネット
おくむら み か
奥村 美華
ワークの参加者を募集しています！
詳しくは…
☎ 089-912-2332
男女参画・県民協働課 ■

愛媛県 カジダン

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

JR松山駅改札前に登場した大型オブジェ

の影響を受けて家計が急変
し、収入が減少している方
への給付）
★現在、児童扶養手当を受
給していない方も対象とな
る場合がありますので、お
住まいの市町児童福祉担当
課または県庁子育て支援課
へお問い合わせください。

☎ 089-912-2411
子育て支援課 ■
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター

0120-400-903

災害から身を守るために必要な準備を！
風水害や地震に備えて、非常持ち出し袋の準備、家具
類の転倒防止対策などについて見直しましょう。
防災お役立ちサービスはこちらから→
089-912-2335

愛媛労働局委託事業
「55歳以上対象
合同就職相談会・面接会 in 松山」
の案内
55歳以上を対象にした合同就職相談・面接会を開催します。当日
はハローワークによるお仕事相談コーナーや、
ファイナンシャルプ
ランナーによるセミナーも同時開催。

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）

お知らせします
LGBT電話相談窓口を開設
性的マイノリティ
（LGBT）当事者やそのご家族などのさまざまな
悩み事や職場・地域での対応に関する相談を受ける専門の相談窓
口を開設しました。
匿名での相談も可能、
、
秘密は厳守します。
月2回（第2月曜、
第4日曜）
18：00～21：00
（最終受付20：40）
※相談日ごとに一人1回30分まで
相談無料（通話料金がかかります）
070-4286-0409または
089-941-8037 県人権啓発センター（人権対策課内）

令和2年国勢調査を実施
10/1（木）
を調査期日として、国勢調査が実施されます。回答は、
パ
ソコンやスマートフォンを使ったインターネット回答が便利です。
9/14
（月）
調査票配布・インターネット回答開始、
10/1
（木）
紙調査票回収開始
10/1（木）
現在で、国内に住んでいるすべての人
統計課
089-912-2266

新型コロナウイルスによる
イベントの中止などで花き
の販売が低迷しているなか、
愛媛県も参画する「花のえ
ひめづくり推進協議会」で
は、小中学校などへのフラ
ワーアレンジメントの配布、
Myスタンドブーケによる
職場需要の喚起、JR松山駅

での大型オブジェの設置な
どを実施して、県産花きの販
売促進を支援しています。
８月以降も道後温泉などの
公共施設での大型オブジェ
設置を予定しており、県産花
きによる癒しを感じていた
だくとともに、県産花きの利
用促進を進めていきます！

詳しくは…

詳しくは…

防災危機管理課

職場のデスクに
「Myスタンドブーケ」

花き活用拡大支援事業について

ひとり親世帯臨時特別給付金のお知らせ
新型コロナウイルス感染症
の影響により、大きな困難
が心身などに生じているひ
とり親世帯を支援します！
①基本給付（児童扶養手当
を受給しているひとり親世
帯などの方への給付）
②追加給付（上記①のうち
新型コロナウイルス感染症

8/17（月）13：00～16：00
松山市総合コミュニティセンター 2F第1会議室、
3F大会議室
（松山市湊町7-5）
各回30名（55歳以上で就労を希望する方、マネープランに関心のある方）
電話またはFAXにて へ
県生涯現役促進地域連携事業推進協議会
089-913-6339
089-915-1421

休日の不妊相談ダイヤルの案内
不妊の悩みを助産師が相談に応じます！ ひとりで抱え込まないで、
男女問わず、
どなたでもご利用ください。
毎週土曜13：00～17：00（R3.3月まで、年末年始を除く）
相談無料（通話料金がかかります）
不妊や不育症
（習慣性流産）
に悩む県民
（一社）愛媛助産師会
080-4359-8187（相談専用ダイヤル）

みきゃんサイクルスクールの案内
愛媛の子どもたちに、
もっと自転車の楽しさを知ってほしい！
みきゃん校長先生が県内各地でサイクルスクールを
開校します。イベント開催日・場所などについては、
HPを確認してください。
HPにてエントリー
089-912-2234

県自転車新文化推進協会

児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届
現在手当を受けている方は、現況届（所得状況届）
を下記期間中に
お住まいの市町に提出してください。なお、提出がない場合、手当
を受給できなくなることがあります。
また、新たに手当を受けよう
とする方は、
各市町にお問い合わせください。
対象

提出期間

児童扶養手当
（ひとり親家庭等の児童）

8/3（月）
～31（月）

各市町児童福祉担当課
または県庁子育て支援課
089-912-2411

特別児童扶養手当
（障がいのある児童）

8/12（水）
～9/11（金）

各市町障がい福祉担当課
または県庁障がい福祉課
089-912-2421

募集します
令和2年度県民総合文化祭 文芸作品募集
県民総合文化祭の各文芸大会では、事前に作品募集を行います。
優秀作品は11月に開催する各大会で表彰予定です。
募集期間等詳細はHPをご覧ください。
県民総合文化祭実行委員会（文化振興課内）

089-947-5581

在宅介護研修センター
（愛ケア）
研修受講者の募集
『レクリエーションで心も身体も健康に』
ソーシャルディスタンスの要素を加えたレクリエーションプログ
ラムとは？ 介護の現場にもサロンにも、
すぐに役立つ研修です。
8/28
（金）
13：30～15：30
県男女共同参画センター
（松山市山越町450）
20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

みかん専門青果問屋「田那部青果」
が、果実を一つひとつ目利きし、完
全手搾りした果汁を使ったゼリー。
完熟果実を丸ごと味わっているか
のようなおいしさを楽しめます。

☎ 089-912-2570
農産園芸課 ■
#Myスタンドブーケ

YODOSENサポーターの募集
JR予土線の素晴らしさを県民の皆さんにPRし、予土線ファンの獲
得と同路線の利用促進を図るため、
「YODOSENサポーター」
を募
集。
特典や会員証による優待付きで、
どなたでも申し込み可能です。
1口1,000円（12歳未満は500円）
※何口でも申し込み可能
メールまたは電話にて へ
南予地方局地域政策課
0895-28-6143
nan-seisaku@pref.ehime.lg.jp

パパママほやほや子育てセミナー
生後1年未満の子と両親を対象に子育ての知識を学び、
ベビーマッ
サージなどを通じて親子・夫婦でスキンシップを楽しみませんか。
9/13（日）13：00～16：00
県男女共同参画センター 3F和室（松山市山
先着20組
（生後1年未満の子どもと両親および妊娠中の夫婦など）
越町450）
8/4
（火）
～28（金）
に電話で へ（月曜、祝日は休館）
県男女共同参画センター
089-926-1633

イベント情 報
南レクジャンボプール
新型コロナウイルス感染防止対策実施中です。最大同時入場者
500名、利用申込書の提出が必要です。※フリーフォール、スパイ
ラルスライダー、
造波プールの造波を中止しています。
～8/31（月）10：00～17：00（日曜、祝日、8/8（土）～15（土）は9：00～）
大人640円、中高生310円、
小学生210円、
幼児100円
南レクジャンボプール（南宇和郡愛南町御荘平城728）
0895-73-0170

愛媛県総合運動公園
「夏休みスポーツ教室」
参加者の募集
キッズスポーツ、
キッズサッカー、
ティーボールなどの教室を開催。
運動初心者の方や、
初めての方もぜひご参加ください。
500円
（当日、
受付でお支払いください）
県総合運動公園体
育館ほか
～8/10（月・祝）
までに名前、年齢、電話番号、参加希
望教室、
参加希望日を電話、
メール、
FAXまたは郵送で 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

県武道館
「第1回ボール de 運動神経が
UPする体操教室」
小学生低学年を対象に、
ボールを使用した運動を行います。運動が
苦手、球技が苦手な子どもも大丈夫。簡単な運動ですので、気軽に
ご参加ください。
8/22（土）14：00～15：00
1人300円
先着20名（小学生低学年程度）
～8/15（土）21：00までに、電話またはメールで へ
県武道館・主道場（松
089-965-3111
jigyo@ehimekenbudoukan.or.jp
山市市坪西町551）

夏季企画展～あるがままに、自由に～ 野間仁根の世界
魚や動物・星座はユーモアいっぱいに、瀬戸内の海は底抜けに明る
い色彩で描かれる…現在もなお、根強い人気を誇る洋画家・野間仁
根とは、一体どのような人物だったのか。愛媛人物博物館では、残
された作品を展示、顕彰・紹介します。
8/15
（土）
～10/4（日）※9/7
（月）
・14
（月）
・23（水）
・28（月）休館
※新型コロナウイルス対策による臨時休館、日程変更、中止の場合あり
県生涯学習センター
（松山市上野町甲650）
089-963-2111

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）
※8/11（火）
は臨時開園

8月の土曜、
開園時間を延長
夜の動物の様子を自由散策でお楽しみください。混雑緩和のため、
コンビニで販売中の入園前売り券をご利用ください。
8/1・8・15・22・29（土）
の開園時間を21：00まで延長（最終入園19：30）

提供／新鮮産直 愛媛のうた 楽天市場店
☎ 089-903-3131
■

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464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：8/11（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。

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）

「長寿犬猫飼育者表彰」
ご長寿犬猫の飼い主さん募集

長寿の犬猫を飼育している方を募集。優良飼育者に選ばれた方は、
当センターにおいて表彰します。
15歳以上の犬または猫を5年間以上飼育している方
（大型犬の場合は12歳以上）
～8/23（日）
までに、所定の応募用紙を郵送または持参にて
提出
（当日消印有効）

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）
夏休み期間中は無休

夏休みスペシャル科学体験イベント
「夏だ！ おもしろ実験まつり」
屋外で行う大迫力の「巨大実験ショー」など、楽しく科学を体験で
きる特別な3日間です。
8/8
（土）
～10（月・祝）
常設展、
特別展への入場は各チケットが必要
総合科学博物館エントランスほか

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）
夏休み期間中は無休

特別展
「かこさとし絵本展
～未来を生きる子どもたちへのメッセージ～」
国民的絵本作家かこさとし。
「だるまちゃん」
シリーズや『からすの
パンやさん』など、子どもたちの心を捉えて離さない絵本の世界
を、
15作品以上の複製原画約100点などから紹介します。
～8/31（月）9：00～17：30
高校生以上700円、
65歳以上・小中学生350円
企画展示室

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）

AWA泡フェス♪
みんなで泡まみれになって、
踊ってはしゃいで楽しもう！
8/10
（月・祝）
・16（日）
・23（日）①14：00～、②15：30～ ※事前募集受付
1人300円 ※未就学児保護者同伴、濡れてもいい服装
芝生広場
（小雨決行、雨天中止）

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Ⅲ
「屏風Traveling」
県美の屏風コレクションから、
「旅」
をテーマに作品を展示。作品に
ついて、学芸員・10歳の子ども・高齢者・作家・警備員らの言葉も紹
介し、
多様な視点から小さな旅をお楽しみください。
～9/22（火・祝）
一般310円、高大生200円、
満65歳以上・小中学生無料
新館2F常設展示室1

