みきゃんと解こう
！

クロスワードパズル

プレゼント
付き
特別展「シルバニアファミリー展」
▼詳細はこちら

「いよ観ネット」
で見つける愛媛の旅
～農家民宿がおもしろい～
県 公 式 観 光 サイト「いよ観
ネット」
では、王道の楽しみ方
からニッチでディープな穴場
テーマまでご紹介！ 今回は、
豊かな自然のなかで体験で

きる農家民宿の魅力を紹介
する特集ページが加わりまし
た。
ぜひ、
ご覧ください。
▶
こ特
ち集
らペ
ー
ジ
は

詳しくは…

「愛顔感動ものがたり映像化コンテスト」
受賞作品決定！
愛媛国際映画祭では、
感動の
エピソードを原作とする
「映
像化コンテスト」
を開催。
2回
目となった今回は、県内外か
ら昨年度を上回るご応募を
いただき、増田晶子さん（神

奈川県）
の作品
『映画』
がグラ
ンプリに輝きました。受賞作
品は愛媛国際映画祭HPに公
開していますので、
「愛顔」
と
「感動」
あふれるショートフィ
ルムをぜひご覧ください。

ⒸEPOCH

1985年、エポック社から発売されたシ
ルバニアファミリー。かわいらしい人形
やお家は大人気となり、多くの人たちに
愛されています。本展では1,000種類以
上を一堂に展示。シルバニア史上、最大
規模の展覧会が四国初上陸！

①

3/24
（水）
～5/30
（日）
特別展観覧料 高
校生以上1,000円、65歳以上600円、小中学生
問 県歴史文化博物館
500円 ■
☎ 0894-62-6222
■
愛媛県 歴博

⑨

1990年ごろから約20年の間に活躍した
携帯電話を展示し、通信技術の発展と世
の中の移り変わりについて紹介。公衆電話
やショルダーホン、5Gでの超高速通信な
ど、電気通信の歴史が学べます。
～4/11
（日）

常設展示観覧券が必要

問 県総合科学博物館 ■
☎ 0897-40-4100
■

☎ 089-947-5581
■

愛媛国際映画祭

☎ 089-912-2491
観光物産課 ■

④C

③

2月号の答えは
⑤

⑥

「たべきり」
やけん

⑧

⑦

D
⑩

B

⑪

べ

企画展「無線電話でたどる通信技術史」

詳しくは…

愛媛国際映画祭実行委員会

②A

愛媛県 科博

情報通信研究機構(NICT)提供

べ

答え
A

B

C

D

タテのカギ

ヨコのカギ

②「とべもりジップライン」の、
とべ動物園側のス
タート・ゴール地点は
「○○舎前」
③「ジップライン」
は、
ワイヤーと○○○○で空中
滑走するアクティビティのこと。

① 香りや味わいが濃厚で「かん
きつの大トロ」
ともいわれる
高級かんきつ。国内生産量の
約7割が愛媛県産。

④ 済美高校出身で、高い身体能力とポジティブなキャ
ラクターが人気のお笑いコンビ「ティ○○ディ」

⑤ 物事をテキパキと的確に処理
する能力。
「○○○を振るう」

⑥ すき焼きなどの鍋物や丼物などに使われる合
わせ調味料。

⑧「○○滅裂」
とは、
ばらばらで
まとまりがない様子のこと。

⑦ 四国中央市にある、県で最も古い民家「○○○家住
宅」。桃山時代後期に建てられた国の重要文化財です。

⑨ 野球やソフトボールで内野
の守備をする一塁手、二塁
手、
遊撃手、
三塁手の総称。

⑩ 羨ましく思いながら、何もできないでいる様子
を
「○○をくわえる」

⑪ ○○は道連れ、
世は情け

正解は来月の
「愛顔のえひめ」
で発表します

「三浦保」愛基金の公募事業に
ついて教えてください。

新居浜市

あかがねミュージアムイベント
「新居浜の美術 コレクション展示
第Ⅱ期」、
「 県美術館巡回展 おで
かけ美術館」
（ともに3/28（日）
ま
で ）、
「 多 喜 浜 塩 田の暮らし」
（4/18日（日）まで）を開催。郷土
の美術をお楽しみください。

環境保全・自然保護・社会福祉など
に取り組む団体を支援します
「三浦保」愛基金は、三浦工業（株）の
創業者である三浦保氏のご遺志を受
け、寄附をいただいた株式を基に創
設された基金です。公募事業では環
境保全・自然保護や社会福祉の分野
の活動に取り組む県内のNPOやボラ
ンティア団体などの事業に助成して
います。R3年度の募集は、3/26（金）
までです。

R 2 年 5 月 に 大 幅 にリニューア ル
オープンした、
「道の駅 みかわ」。人
気の高原野菜をはじめ、R33沿線の
特産品、そしてコンビニコーナーを
設けたことにより、魅力的な道の駅
に生まれ変わっています。

総合政策課
政策企画グループ
ひ の てるひこ

営業時間7：00～18：00（季節により延長、短縮営業の場合あり）、第3水
曜定休、年末年始休（冬期は毎週水曜を休業とする時期あり）
道の駅 みかわ
（久万高原町上黒岩2840-1）
0892-56-0330

みきゃんSNS漫画・料理動画公開中！

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

広報広聴課

インフルエンザ流行期に
備えた外来診療・検査体制

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
（診療・検査医療機関）

地域外来・
検査センター

新型コロナ
陽性の場合

PCR検査

①4/19（月）13：30～15：30「今日から始めるお口のリハビリ ～口腔機能の
低下によるリスクと適切なケア～」、②4/27（火）13：30～16：00「徹底！ 転ば
ない足づくり ～自分でできる転倒予防～」
各20名（介護職など専門職の方も受講可、応募者多数の場合は抽選）
①3/29（月）9：00まで、②4/6（火）9：00までに、電話、FAXまたはHPから申
県在宅介護研修センター
（松山市末町甲9-1）
し込み
089-914-0721
089-914-0732

県立宇和島産業技術専門校入校生募集
（R3年度入校、
後期試験）

訓練期間

募集期間

10カ月

3/15（月）
～
4/16（金）必着

アパレルビジネス科

県立宇和島産業技術専門校
詳しくは県HPへ

※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。

お知らせします
架空料金請求詐欺に注意
身に覚えのない
「高額当選」
「利用料金の確認が取れておりません」
などのメールは詐欺！ 相手方に連絡すると、金銭を要求されます。
不審なメールは無視しましょう。
♯9110

お子さんのスマホ、
フィルタリングできていますか？
SNSの利用をきっかけに、犯罪被害に遭う子どもが増加。有害情報
へのアクセスを防ぐフィルタリングを必ず設定！ 親子でインター
ネットの使い方についてのルールをつくりましょう。
県警察本部少年課

089-934-0110

合格発表

4/23（金） 4/30（金）

※入校料・授業料無料（テキスト代などの自己負担あり）※施設見学可（要予約）
0895-22-3410

Ｒ３年度県職員採用候補者
（上級・行政事務Ｂ）
試験の案内
試験区分

上級［行政事務Ｂ］

受験資格

年齢21歳以上27歳未満の方（Ｒ3.4/1現在）

受付期間

３/９
（火）
～23（火）

第1次試験

警察相談専用電話

選考日

自己アピール試験および基礎能力検査

試験案内の
入手方法

３/２
（火）
から職員採用情報ＨＰでダウンロード可能

申し込み方法

インターネットの受験等申込システムより申し込み

※行政事務Ｂ以外の上級試験および民間企業等経験者試験との
併願はできません。
※受験資格など詳細については、試験案内をご確認ください。
※行政事務Ｂ以外の上級試験および民間企業等経験者試験の
試験案内は５/７
（金）
にＨＰへ掲載予定です。
人事委員会事務局

089-912-2493

第32回アイテム手づくり市
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。
多彩な作品の中から、
あなただけのお気に入りを見つけてください！
3/28（日）10：00～15：00
出展希望者は3/7（日）
までに、所定様式を電
話、FAXまたはメールで へ。詳しくはHP参照
アイテムえひめ
（松山市大可賀2-1-28）
089-953-0130
089-953-0102
handmade@itemehime.com

第224回えひめ青空市場

宇和島産業技術専門校では、県内ものづくり産業への就職を希望
する方などを対象に、専門的な知識・技能を身につける職業訓練を
実施。
R3年度入校生を募集します。

指定医療機関に入院または宿泊療養施設への入所など

●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

えひめの誇る工芸品のコンテストの今年度入賞作品の展示販売会
を、
伊織 道後湯之町店で初めて開催します。
3/5
（金）
～14（日）9：30～19：00
伊織 道後湯之町店
（松山市道後湯之町20-21）
21世紀えひめの伝統工芸大賞実行委員会事務局

089-912-2826

テクノプラザ愛媛コワーキングスペース
「久米窪口＋スクエアプラス」
利用者募集
R3年4月にオープンするコワーキングスペース利用者登録の申し
込み受付を開始します。
詳細はHPにてお知らせします。
月額5,500円（オプション別）
テクノプラザ愛媛（松山市久米窪田町337-1）
創業予定者、
フリーランス、
リモートワーカーなど
利用申込書提出
（公財）
えひめ産業振興財団新事業支援課
089-960-1100
（代）

恒例の大人気フリーマーケット。衣料品、日用品など掘り出し物が
いっぱい！
3/28
（日）
10：00～15：00
アイテムえひめ
（松山市大可賀2-1-28）

089-951-1211

県総合運動公園
｢森のようちえん みきゃんっ子 」
参加者募集
自然がいっぱいのキャンプ場で山の探検を行います。
3/2・9・16（火）9：30～13：30
1,000円（兄弟参加の場合は1人につき
プラス700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）
各先着20組（未就学児とその家族）
開催日の1日前17：00までに、参加者全員の名前、年齢、電話番号を電話、
県総合運動公園振興課
FAX、
メールまたは郵送で へ
089-963-2216
089-963-4104
info@eco-spo.com

県武道館 イベント配信サービス
県武道館で開催する最新のイベント情報を配信。配信を希望され
る方は題名に「愛媛県武道館イベント配信サービス希望」、本文に
「お名前」
を入力のうえ、
メールにてお申し込みください。
県武道館
089-965-3111
jigyo@ehimekenbudoukan.or.jp

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
でお花見がお楽しみいただけます。夜間は、ぼんぼり・投光器によ
るライトアップも行います
（18：30〜22：00）
。
3/20
（土・祝）
～4/7
（水）
9:00～17：00（17：00以降の入園はできません）
南楽園
0895-32-3344

とべ動物園

☎089-962-6000

☎ 0895-22-2718
提供／（株）
宇和島名産即売所 ■

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616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：3/9（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）
3/2
（火）
・8（月）
・15（月）
・22
（月）

プラネタリウム番組
「ハナビリウム 花火って、
なんであるの？」

3/20
（土・祝）
～
高校生以上520円、
小中学生・65歳以上270円
プラネタリウム棟
150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）
3/2
（火）
・8（月）
・15（月）
・22
（月）

特別展
「シルバニアファミリー展」
関連イベント
会期中の土・日曜、祝日には
「シルバニアファミリーのブローチをつ
くろう！」
（材料代600円）
などのワークショップを開催。
3/24～5/30の土・日曜、祝日10：00～11：30、13：00～15：30
各ワークショップにより異なる
エントランスホール

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

R2年度文化庁地域と共働した
博物館創造活動支援事業 えひめ視覚障がい者と
つくる
「みることを考える」
プロジェクト
『みる冒険』
美術館では、視覚障がい者の協力を得て、視覚だけでなく触覚や言
葉、対話、記憶などを用いた視覚以外の鑑賞のあり方について検討
中。本展では、所蔵品を活用したプロジェクトの活動を紹介すると
ともに、
触覚表現を試みる中ハシ克シゲ氏の作品を展示します。
～3/7（日）

新館2F 常設展示室3

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）

ヒミツのダンジョン イマドコ!?
えひめこどもの城に、巨大なダンジョン
（迷路）
が出現！ ミッション
に挑戦しながら、ダンジョンをクリアしよう。状況により、
イベント
中止など変更する場合があります。電話もしくはHPなどでご確認
ください。
3/27
（土）
～4/4（日）10：00～12：00、
13：00～16：00
大人100円、小人100円
あいあい児童館2F 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）

犬の訓練士を講師に迎え、身近だけれど意外と知らない犬のこと
を学んでいただく教室です。
協力／
（一社）
日本ケアドッグ協会

ヒポヒポランチ
カバへのエサやり体験です。
当日9：00から管理事務所で受付。
200円

宇和島市PRキャラクター「伊達にゃんよ」の
トートバッグ、巾着、ミニハンカチのセット。
トートバッグにはマチもあり、
Ａ4ファイル、教
科書なども入ります。巾着は小物、ミニハンカ
チなどを入れておくのに丁度よい大きさです。

ドッグトレーナー体験教室

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）

土・日曜、祝日の13：15～

宇和島市

「伊達にゃんよグッズ」
（3点セット）
を5名さまに

花火のこども、
「ヒバナ」の冒険−。360度ぐるりと花火に包まれ
る、
新感覚のプラネタリウム体験がお楽しみいただけます。

R2年度「21世紀えひめの伝統工芸大賞」展示販売会

諦めずに「口から食べる、味わう」ための適切な口腔ケアを学ぶ講
座と、自分の体と足の癖を知り、転倒しにくい姿勢や歩き方を学ぶ
講座を開催します。

住まいづくり木工科

※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。

県内に在住する中学生（R3年度に在学中の者に限る。
新1年生も応募可）
～5/11（火）
までに、県河川課または市町の担当課へ
河川課水資源・ダム政策グループ
089-912-2680

イベント

募集します

訓練科名

陽性の場合

ト。今年の大会はWEBでの
オンライン開催でしたが、
ロ
ボット製作からオンライン
配信まで、
チームで協力して
行いました。
これからもチー
ムワークを大切に、
ものづく
りに取り組んでいきたいと
思います。
たか はし せい い とう りん きく ち たく と
（左から、髙橋 誠、伊藤 凜、菊池 匠人）

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。

089-912-2241

在宅介護研修センター
（愛ケア）
研修受講者募集

発熱などの風邪症状あり

私 た ち は「 W R O J a p a n
2020 決勝大会 on the
W E B 」レ ギ ュラ ー カ テ ゴ
リー シニア
（高校生）
部門で
優勝しました。昨年の先輩方
に続き、
２年連続で日本一で
す。WRO（World Robot
Olympiad）
は自律型ロボッ
トによる国際的なコンテス

「全日本中学生水の作文コンクール 愛媛大会」作文募集

県イメージアップキャラクター「みきゃん」
と、©Pantoviscoさん
の人気キャラクター「ぺろち」の漫画「ぺろちとみきゃんの愛媛巡
り」
を、
みきゃん公式インスタグラムで公開中。県産食
材を使った料理に挑戦する動画「みきゃんのチャレン
ジクッキング」
も県公式YouTubeで公開中です。

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。

医師の判断
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「道の駅 みかわ」
がより便利に
なっています！

☎ 089-912-2346
環境保全・自然保護／環境政策課 ■
☎ 089-912-2383
社会福祉／保健福祉課 ■
愛基金
☎ 089-912-2233 「三浦保」
上記以外／総合政策課 ■

診療・抗原検査

A賞

久万高原町

詳しくは…

電話予約
して受診

校
愛媛県立八幡浜工業高等学
電気技術部

新居浜市美術館／あかがねミュージアム
（新居浜市坂井町2-8-1）
0897-65-3580

日野 輝彦

最寄りの
医療機関を紹介

クロスワード正解者のなかから抽選でプレゼント！

15名

3/21
（日）
13：30～15：00
先着5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）
～3/7（日）
までに、電話または直接来所にて申し込み

