今月の
注目ビトは
こちら
愛媛の「まじめ」な魅力を全国へ、世界へ発信します ］

愛 顔 のえひめ 2021.11月号

愛 媛 県 民 だ より
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「 まじめ 」が 根 底に あ るから

クリエイティブなことができる

私は生ま れも 育ち も 愛媛。温泉、み

かん…思い出はいろいろ あれど 、
一番

懐かしさを感じるのは、
坊っちゃんスタ

ジアム前の田園風景。
当時、
住んでいた

家の裏の田んぼや坂道を思い出します。

代で愛媛を離れてからは、
帰省する

点字版・音声版も作成しています。
ご希望の方は、県HPまたは広報広聴課（☎089-912-2241）
まで。

を皆さんにも感じてもらえるよう、
愛媛

はず。“もっと愛媛が好きになる！！
”
これ

が好きな方はリピーターになってくれる

特に、
どこか懐かしい昭和ノスタルジック

め研究所」をチェックしてみてください。

します！ 愛媛の皆さんも
「まじめなえひ

が実際に取材して、
責任をもってお伝え

本当にいいもの＝まじめな魅力を私友近

クリエイティブなことができる」
。
愛媛の

シーは「まじめが根底にあ るからこ そ 、

め研究所編集長」
に就任しました。
ポリ

というわけで、
このたび「まじめな えひ

魅力 を 、
もっとみんなに知ってほしい…

遠くにいるからこそ気づけた愛媛の

多くなりました。

だったんだ」
って、改めて感じることが

だ ろ う。私、
こんなにも 地元が大好き

たびに
「愛媛はなんて良いとこ ろ なん

20

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

※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。

受診相談センター（コールセンター）

一般相談窓口（コールセンター）

☎ 089 - 909 - 3483

☎ 089 - 909 - 3468

の魅力をたくさんお届けします！

発熱などの症状がある場合は、
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。

がお
え

2021

詳し くは
県 H Pへ
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愛 媛の「まじめ」な
魅力を全 国へ、
世界へ 発信します

K E Y W O R D［

愛 と 笑 顔 あ ふ れ る 愛 媛 を 目 指 し て！

まじめなえひめ研究所 編集長

松山市出身のタレント。個性的なキャラク
ターのコントやものまねで観る人を魅了
し、歌手や女優としてもマルチに活躍中
です。令和3年7月、愛媛県の魅力を再
発見・再編集・情報発信するプロジェクト
チーム「まじめなえひめ研究所」編集長に
就任。YouTubeやInstagramなどで愛
媛の“まじめ”
な魅力を発信しています。

友近（ともちか）さん

タレント
「友近」
さんが故郷の
愛媛を
“まじめ”
に全国へＰＲ！

「 まじめえひめ」とは？
愛媛県では、
県外の皆さんから 見た
県民性のひとつである「まじめ」
を統一
コンセプトとして、
もっともっと愛媛の
ことを知ってもらうため、「まじめえひ
め」
プロジェクトを展開しています。
みきゃんが「まじめ課長」
に就任し、
愛媛の魅力を県内外で
「まじめ」
にPR
中！ 「
『まじめ』
を見たり、
聞いたり
したとき 、愛媛を 思い浮かべてく
れるとうれしいけん！」
とみきゃ
農林水産物など、全国に誇れる愛

ん。
豊かな地域資源や素晴らしい
媛の「 まじめ」な 魅 力 を 、皆さんに
しっかり届けていきます。

公 式 インス タ グ ラ ム
「ま じ め 媛 」も フォロ ーし て ！
「まじめえひめ」
の公式インスタグ
ラムとして、「まじめをみつける、
え

WEBは
コチラ！

ひめ旅
『まじめ媛』
」
もチェックを。
愛
媛の人気インフルエンサー
「ゆりママ
ん」
さんがナビゲーター役として、
全国の人気インスタグラマーととも
ています。

に愛媛の
「まじめ」を 探して発信し
こちらも愛媛の
「美味しい！ 楽し
い！ ステキ！」
が満載。
グルメあり、
ビュースポットあり、
注目のグッズあ
りで、
プチ旅気分も味わえます。ぜ
ひフォローして楽しんでください。

まじめえひめ動画

えひめのまじめ図鑑

愛媛の「まじめ」な魅力をお届けする
「まじめえひめ」公式サイト

友近さんの表紙が目印！

「あなたのまじめを見
せて！」。たくさんの愛
媛県民の皆さんが、
イ
ンタビュー動画で「ま
じめ」
な魅力をお届け
します。東・中・南予、
ありのままの愛媛県
民をご覧ください。

公式サイト

プロジェクトに友近さん！
このたび、
愛媛県出身のタレント・友
近さんとともに新たなプロジェクト
「ま
じめなえひめ研究所」
を立ち上げ、
友近
編集長が誕生。
愛媛県内を編集長自ら
取材し、
動画やＳＮＳなどで情報発信し
ら、
こんなに面白いんだぞ』
ということ

友近編集長の分身、大物演歌歌手の水谷千
重子Instagramで、
愛媛の旬の情報をお届け。

まじめ課長（みきゃん）
が友近さんにまじめエピソードな
どインタビューする様
子 や 友 近さんの P R
活 動をまとめたW E B
ページを公開中！

4 水谷千重子Instagram

「まじめえひめ友近さんコラボページ」
3 公式サイト

愛媛の誇れるものに
は、
あまり知られてい
ない「まじめ」で素敵
なエピソードがありま
す。愛媛のことをよく
知る人にも、
これから
知りたい人にも、愛
媛の新たな魅力をフ
レッシュにお届け！

まじめな魅力が
たくさん詰まった
コンテンツを更新中！
楽しくて、
“なるほど”が
いっぱいです。

ます。
友近さんは
「
『愛媛ってまじめだか
を、
日本中・世界中に発信していきたい」

動画は
コチラ！

友近編集長が取材
した内 容をまとめた
季 刊 誌「えひめ」。
県内の愛媛県広
報ラックを中心にフ
リーペーパーとして
配布しています。東
予編、南予編も順次
作成予定！
友近編集長が県内の「ヒト」
「モノ」
「コト」に焦点をあ
て、ユニークな視点で愛媛の魅力を発信。

2 季刊誌「えひめ」
1 YouTube「友近／楽演チャンネル」
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089-912-2241

まじめ課（広報広聴課）

と、
抱負を語ってくれました。

まじめな魅力を再発見！
友近さんならではの視点で
「まじめ」
にユーモアを 交えたPRは、今まで気
づけなかった愛媛の魅力を、
たくさん再
発見させてくれるはず。
みんなで盛り
上げましょう！

友 近 編 集 長 、が ん ばります！

映える写真やイラストを掲載。
「まじめ」
を見つける旅をご一緒に！

毎年11月の第２日曜日は「愛媛サイクリングの日」。今年は
11/14（日）
に、県内各地で自転車に関するイベントが開催さ
れます。自転車に乗っている人も、普段は乗っていない人も、
自転車に触れて、
サイクリングを楽しみましょう！ イベントの詳
細は、HPをご覧ください。
県自転車新文化推進協会事務局
089-912-2234
（自転車新文化推進課）

松前町のイメージキャラクター

「マッキー」
が隠れているよ

11/14（日）
は「愛媛サイクリングの日」
！

松前町

町内をサイクリングしながら、
スポットに隠れている
マッキーを探そう！ 3つのミッションをクリアすると、
プ
レゼントが当たるかも。詳しくは町HPをチェック！
松前町産業課商工水産観光係

八幡浜市

詳細は
コチラ！

みきゃん 生 誕 10

［ ミラクル☆音楽モンスター ］
ス

ケ

S ASU KE さん

第8回やわたはま産業まつり

周 年イベント

みきゃんをみんな で祝 おう！

トラックメイカー・フレッシュいよかん大使

僕は仕事で東京へ行くことが多く、
その度に愛媛の
良さを再認識。音楽活動のなかで出会う人たちに、
そ
の良さを伝えていければと思います。僕は温泉が好き
なので道後温泉などをPRしたいし、
みきゃんも大好き
だから、僕のSNSなどに出てもらいたいですね。皆さ
んにも僕の活動をチェックしてもらえるとうれしいです！

SASUKEさんの
活動はSNSで
発信中！

松山市出身の18歳。2歳から
音楽に触れ、14歳でメジャー
デビュー。作詞・作曲・編曲、
歌からダンス、DJまで活動は
幅広く、国内外からオファー殺
到中。東京パラ閉会式に出演
したことも話題となりました。

11/14
（日）
、
えひめこどもの城にて
「みきゃん
生誕10周年」
を祝う記念イベントを開催しま
す。当日は県内のいろいろなキャラクターが
駆けつける!? みきゃんとキャラクターたちの運
動会やショーも予定。詳しくはHPをチェック！
なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況に
より、急遽変更・中止する場合があります。

えひめこどもの城で開催！
いろんなキャラクターも来るよ

11/14
（日）
10：00～16：30
（競技などのスタートは13：00～）
みきゃん10周年

えひめこどもの城

ネグレクト（育児の怠慢・拒否）
食事を与えない、
ひどく不潔にする、
病院に連れて行かない など

その四

189 児童相談所

性的虐待
子どもへの性的行為、
性的行為を見せる、
ポルノの被写体にする など

その三

近所で子どもの泣き声が聞こえるなど虐待が疑
われる場合は、児童相談所にご連絡ください。
児童相談所虐待対応ダイヤル「 189（いち・は
や・く）」にかけていただくと、お住まいの地域を
管轄する児童相談所へつながります。

身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、
投げ落とすなど

その二
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11月は児童虐待防止推進月間
虐待かな？と思ったら
「189」

その一

人権対策課
089-912-2455

INFOMATION

県では、新型コロナウイルスの感
染防止対策やワクチン接種への
理解、
コロナ差別防止などを広く
呼びかけるサイトを開設しました。
コロナに関する心のケア、人権
問題、消費者トラブルなどの相談
窓口もご案内しています。ぜひご
覧ください。詳しくはHPで。

089-963-4990

児童虐待の具体例

「＃ひとりの愛、みんなの愛顔。」
特設サイト開設!

ひとりのあい

089-985-4120

11/14（日）9：45～16：00
特産品の物産展や航空アクロバットショー
道の駅・みなとオアシス 八
が人気の産業まつり。今回は「第3回ダルメ
幡浜みなっと 緑地公園
イン世界マーマレードフェスティバル日本大
やわたはま産業まつり実行
会」
も同時開催。八幡浜の魅力をたっぷりと！ 委員会
0894-22-3111

のってるえひめ

サ

抽選で30名さまに2,000円分の焼肉チケット贈呈！

心理的虐待
ドメスティックバイオレンス
（DV)の目撃（面前DV）、
言葉による脅し、無視 など

子育て支援課

089-912-2410

愛 顔 の安 心 飲 食 店 認 証 制 度

10月号の答えは

県が定める新型コロナウイルス感染症予
防対策の基準に適合している飲食店を認
証する｢愛顔の安心飲食店認証制度｣につ
いて、申請を受け付けています。

※新型コロナウイルスの状況により、
日時や内容は
変更または中止になる場合があります。

食品衛生法に規定する営業許可を受けた県内に店舗を有す
Webもしくは郵送にて へ申請
愛顔の安
る飲食店
089-945-3280
心飲食店認証制度事務局

11月号プレゼントクイズ !
「?」に当てはまる文字をお答えください

Q. 友近さんが「？」に就任！
正 解 者の な か から抽選でプレゼント！

A賞

鬼北町
「きじ鍋セット

えひめ山の日の集い

（味付き）」
を5名さまに

標準営業約款普及登録促進月間

お店選びはSマークで。厚生労働大臣許可
のSマークを表示している理容店、美容店、
クリーニング店、めん類飲食店などは安全、
安心、清潔を約束します。
089-924-3305

11/6
（土）
【エミフルMASAKI】10：30～15：30、
【えひめ森林公園】第1部10：00～12：00、第2部13：00～15：00
エミフルMASAKIグリーンコート
（伊予郡松前町筒井850）
、
えひめ森林公園は先着
えひめ森林公園
（伊予市上三谷）
えひめ森林公園はWebにて申し込み
120名
森林整備課
089-912-2597

提供/鬼北町

※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。
※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。

県福祉総合支援センター
089-927-3490
（#8008）
県男女共同参画センター
089-926-1644
えひめ性暴力被害者支援センター
089-909-8851（#8891）

歯と口腔の健康づくり月間［11/1（月）～30（火）］
一度失った歯は取り戻せません。痛みがな
くても年1回以上は定期的に歯科医院で
歯科検診を受けましょう。

11月9日 火

当日消印有効

応募方法 郵便・メールにて、住所、氏名、年齢、電話番号、
「 ?」
の答え、みきゃんへの質問、
または紙面へのご意見・ご感想を、

［11/12（金）～ 25（木）］

女性へのあらゆる暴力は人権侵害であり、許される行為で
はありません。
次の機関では、
年間を通じ相談を受け付けて
います。
一人で悩まず早めに相談してください。
秘密厳守。

NEW MIZUHIKI
エキシビション「伊予水引 in 霧の森」
（ 水引）

11/3（ 水・祝）～28（日）

霧の森「茶フェ」が、東南アジアのアーティストの感性で
新たな魅力を引き出された
「伊予水引」
で彩られます。紅
葉の季節「霧の森」で、水引とお茶を楽しみませんか？
道の駅霧の森
（四国中央市新宮町馬立4491-1）
ワークショップ等は定員を設ける場合あり
東予地方局商工観光課
0897-56-1300

（ 先月の応募542通）
（先月の応募542通）
下記までお送りください。

〒790-8570（住所記入不要）愛媛県庁広報広聴課
「みきゃんCLUB」宛 kohoshi@pref.ehime.lg.jp
【個人情報の取扱いについて】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。

次 回 発 行日は11 / 2 8（日）です。
第302号 2021年10月31日発行 編集／愛媛県企画振興部広報広聴課
089-912-2241
〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2

第58回愛媛県精神保健福祉大会
「心のふれあい講座」

089-912-2401

正規雇用の実現を応援します！

11/3（ 水・祝）～9（ 火）

（離職者等正規雇用移行緊急支援事業）

「コロナ禍におけるメンタルヘルスケア」
を
テーマに、
テレビでも活躍中の塚越友子氏
による基調講演を行います。

トライアル雇用後に正規雇用が実現した場合、
県から、正規雇用奨励金とスキル習得のための
研修経費等助成金を支給します。詳しくはHPで。
トライアル雇用助成金を活用し、離職者等を
R4.3/10
（木）
までに、
メールま
正規雇用した県内の事業主
産業人材課
089-912-2505
たは郵送にて へ
sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp

オンライン開催（事前収録したものを動画配信サイト
089-934-5714
Vimeoにて公開） 県精神保健福祉協会

県立宇和島産業技術専門校

テクノプラザ愛媛1Fテクノホール
（松山市久米窪田町337-1）
農林漁業への就業を希望する方、興味のある方
オンラ
（公財）
えひめ農林漁業振興機構
イン相談のみ要予約
089-945-1542

専門的な知識・技能を身につける職業訓練を実
施する県立宇和島産業技術専門校の令和4年
度入校生を募集します。施設見学可（要予約）｡
合格発表

「愛顔 のえひめ」がスマホで読める！
12/17
（金）

12/24
（金）

入校料・授業料無料（ただしテキスト代等の自己負担あり）
県内ものづくり産業への就職を希望する方
県立宇和島産業技術専門校
0895-22-3410

アイコンについての説明

11
14

アプリ
「マチイロ」
では、簡単な設定でお手持ちのスマー
トフォンやタブレットに広報紙が定期配信されます。
ダウンロードは
こちら！

日時
開催場所
料金 ※特に表記の無い場合は、無料
対象者
受け付け、募集期間、応募方法 ※特に表記の無い場合は、申し込み不要、現地集合
問い合わせ
ファクス
メールアドレス
定休日
駐車場
スタッフの介助あり ※事前連絡が必要
多目的トイレ
食事施設
託児サービス
Webにも掲載

日は

10カ月

11/15
（月）
～
12/10
（ 金）
必着

選考日

月

アパレル
ビジネス科

募集期間

愛 媛 サイクリングの 日

住まいづくり
木工科

訓練期間

〜 サ イ ク リン グ 編 〜

えひめの農林漁業へ就業するまでの準備、研修や補助
制度、仕事の内容を、専門家や実務担当者が分かりや
すくアドバイスします。相談無料。
オンライン相談も。

［R4年度入校：前期試験］

スポ ーーツの秋

「求む！ 一次産業を
元気にするえひめの未来人！」
えひめ農・林・漁業合同就業相談会
11/27（ 土）11：00～16：00

訓練科名

0895-45-1111

愛 顔のえひめオリジナル
みきゃん缶バッジを 5名さまに

B賞

応募締切

女性に対する暴力をなくす運動

健康増進課

豊かな自然のなかで育った
「鬼北熟
成雉」は、
しっかりした肉質と濃厚な
旨味が特徴です。肉と出汁のおいし
さがたっぷり味わえる
「きじ鍋」
をぜ
ひお召し上がりください！

「森を感じる」をテーマにした、県民参加型
の森林体験などのイベントを開催します。
詳細はHP参照。

［11/1（月）～ 30（火）］

（公財）
県生活衛生営業指導センター

ブランド

電話

04

