【1日目】4月28日
（土）
昼食 宇和島鯛めし
午後 伊達なまち歩き
（ガイド同行）

宇和島城見学
天赦園、伊達博物館見学
夕食 宇和島郷土料理
宿泊 木屋旅館
●パールエステ
（旅館内）1
●
●

成川渓谷
グリーンマーケット

【2日目】4月29日
（日）

風光明媚（めいび）な成川渓谷で、工芸
品やアート作品、インテリア雑貨など
個性豊かな作品を手づくりする技術者
が市を開催。喫茶、軽食等もあります。

午前 土居真珠 2

真珠養殖体験、アクセサリー作り
昼食 リストランテ・ルーコラ
（パールランチ）
午後 滑床渓谷
●ネイチャーガイドと散策
宿泊 森の国ホテル（夕食ホテル内）3
●

6/23（土）
・24（日）
10：00〜15：00
鬼北町 成川渓谷キャンプ場

宮本真希さんセレクト！

読者プレゼント

1

おさかな館見学
●ガラス工房
（サンドブラスト体験）
昼食 成川渓谷休養センター
（鬼北熟成雉鍋コース）4
●

A

㲆㲆

へ

クリック！
089-912-2235

089-912-2969

yume-teian@pref.ehime.jp

Web

089-912-2356

6月は土砂災害防止月間

Web

大雨警報発表後、土砂災害の危険性が非常に高くなった地域を
ホームページ等を通じて発表しています。避難の際は目安にして
ください。
089-912-2700

詳しくは…

東予

今治港開港90周年記念

今治市民のまつり
「おんまく」
「おんまく」とは、今治の方言で「おもいっきり」な
どを意味します。今年は「踊り」
「 郷土芸能」
「花
火」の3部で盛り上がるほか、今治港開港90周年
を記念したイベントも行われる予定です。今年の
夏は、今治で おんまく 楽しんでみませんか。

8/4（土）11：00〜21：30、5（日）11：00〜21：00
今治港（今治市片原町）ほか
今治市民のまつり振興会事務局
0898-23-3939

今号の
テーマ

食育の推進について

日

Web

提供／遊子漁業協同組合
☎ 0895-62-0211
■

（宇和島市／24歳／女性）

●朝ごはんは野菜、卵、魚、フルーツなどしっかり、夜は軽めに食べる。
（鬼北町／24歳／男性）

食事前の「いただきます」は、感謝の気持ちです。
担当者 食卓をみんなで囲み、体だけでなく心も満たして
ト
コメン くれる食事を楽しみましょう。

かつて水俣湾や阿賀野川等の魚をたくさん食べ、手足にしびれな
どの症状がある方は、
ご相談ください。

郵便はがき、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、
「来月のテーマ」または「今月号に対するご意見・ご感想」
を明記のうえ、下記までお送りください。
（先月の応募115通）

時

Web

問

会

場

6/８（金）
10：00〜17：00
電気自動車の試乗
会も開催。

技術開発部、食品産業技術セ テクノプラザ愛媛
ンター、建設技術センター、窯 （松山市久米窪田町）
業技術センター
089-976-7612

6/14（木）、15（金）
10：00〜16：00

繊維産業技術センター
0898-48-0021

繊維産業技術センター
（今治市東村南）

6/13（水）
10：30〜16：00

紙産業技術センター
0896-58-2144

紙産業技術センター
（四国中央市妻鳥町）

※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。
※お寄せいただいた意見すべてをご紹介することはできませんので、ご了承
ください。ご意見は必ず担当者と共有し、今後の参考に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。

一日講座「色を知る〜青〜」
ひとつの色を取り上げ、絵画における絵の具の素材や作り方を学
びます。あわせてその色ゆかりの小品をつくってみましょう。
6/24（日 ）13：30〜15：30
500円程度
15名（小学4年生以上、先着）
電話・ホームページで

えひめこどもの城

給付申請受付期限：平成24年7月31日（火）
電話番号

研修名

環境林務課

099-286-2584

新潟県

生活衛生課

025-280-5204、5207

委員会
員会・審議会などの委員を募集
会
員
募集期間・人数

応募先・問・電話

愛媛県総合科学博物館
協議会

6/1（金）〜19（火）
2名

生涯学習課
089-912-2931

愛媛県歴史文化博物館
協議会

6/1（金）〜19（火）
2名

生涯学習課
089-912-2931

時

講

Web

師

6/7（木）
特別養護老人ホーム ひろた
13：30〜15：30 丹 紀代

医療福祉地域との連携

松山赤十字病院
6/28（木）
13：30〜15：30 久坂 照美

各400円
各40名
電話、FAXで へ
県在宅介護研修センター（松山市末町甲）
089-914-0732

募集します！

委員会等の名称

巡回展「光の謎を解き明かせ！」

施設での看取りから
学んだこと

096-333-2306

鹿児島県

日

6/17（日）13：30〜15：30
小学1年生〜

家族で願いを…☆
家族みんなで短冊にお願いをかこう。

6/23（土）〜7/7（土）
9：30〜16：00

〜6/17（日）
高校生以上300円、小中学生・65歳以上200円

とべ動物園

〜6/24（日）
無料（常設展観覧料は必要）

089-914-0721

西予市宇和町卯之町4-11-2
0894-62-6222
9：00〜17：30（展示室への入場は17：00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）

消費者力アップ通信講座受講生募集
費

視覚障害者の福祉・リハビリテーションの基本や接し方等につい
てのセミナー、遮光眼鏡の特別講演。

Web

消費生活に関する必要な知識を学べる通信講座。学習後は消費者
力検定試験を受験。
（受講料県負担）
7/6（金）13：30〜15：30（開会式、講義 講師：村千鶴子氏（弁護士））
中予地方局
60名（一般消費者、過去に本講座を受講した者を除く）
6/22（金）までに、メール、ハガキ、FAX、持参で へ
県民生活課
089-912-2337
089-912-2299
kenminseikatsu@pref.ehime.jp
Web

一緒に楽しく、柔道・相撲を遊びながら体験しませんか。
7/7（土）10：00〜11：30
30名（4歳児から小学校高学年 ※初心者）
所定様式を へ
県武道館（松山市市坪西町551）
089-965-3111
089-965-3388
jigyo@ehimekenbudoukan.or.jp

6/30（土）、7/1（日）
・7（土）10：00〜16：20
3,000円
20名（先着）
所定様式を へ
県視聴覚福祉センター（松山市本町6-11-5）
089-923-9224

9月上旬にオープンする常設展示「密●空と海」の作者・和紙彫塑
家・内海清美氏による講演。
6/15（金）13：30〜15：00
300名（先着）

和紙彫塑家・内海清美氏による四国の和紙を使ったお面づくり体験。
6/16（土）10：00〜12：00
500円
30名（小学生〜）
6/5（火）までに、往復ハガキにて

イベ ントガ イド

博物館くん蒸に伴う臨時休館のお知らせ
く

EVENT GUIDE

収蔵品等の保存のため、館内をくん蒸しますので、臨時休館します。

【歯みがきできれいにカバー】
歯医者さんのお話を聞いたり、
動物の歯みがきを見てみよう。

6/3（日）10：00〜11：00 Web

動物愛護センター
主なイベント

移動譲渡会
＆譲渡前講習会
in 八幡浜

6/9（土）13：30〜15：30
八幡浜保健所
所定様式を郵送（前日までに必着）
または電子申請（前々日までに申請）

Web

問題行動のある
犬のしつけ方教室
（４回コース）

6/17（日）
・24（日）、7/1（日）
・8（日）
10：00〜12：30
5名（応募多数の場合は選考）
6/9（土）までに、電話にて

Web

愛媛マンダリンパイレーツホームゲーム
日

南楽園花菖蒲まつり

エンパワーメントカレッジ
「こころとからだのリフレッシュセミナー」
受講生募集
「目指す！足元から健康美人」をテ
をテーマに健康の増進と生活の質の
マに健康の増進と生活の質の
向上を図ります。
7/11（水）
・18（水）
・25（水）19：00〜20：30
50名（抽選・県内在住18歳以上の女性・原則として全講義受講可能な方）
電話、FAXで へ
県男女共同参画センター（松山市山越町） 089-926-1633
089-926-1661

6/9（土）

愛媛県美術館
松山市堀之内
089-932-0010
9：40〜18：00（展示室への入場は17：30まで）
※県庁西駐車場が利用できます
月曜（月曜が祝日の場合は翌日。第1月曜開館、翌日休館）

えひめITフェア2012
『つながる つたえる ICT』

ヴェネツィア市立美術館群が所蔵する約140件の貴重な作品や歴
史資料により、華麗なヴェネツィア文化を多角的に紹介します。

6/29（金）
・30（土）10：00〜17：00
アイテムえひめ（松山市大可賀）
えひめITフェア実行委員会事務局
089-911-1640

対象者

電話

対戦相手

開始

徳島

18:00

東予

ファックス

メールアドレス

料金

※特に表記のない場合は、無料

日時

定休日

駐車場

徳島

13:00

生名スポレク
マドンナ

6/10（日） ソフトバンク 13:00

マドンナ

6/13（水）

徳島

18:00

東予

6/16（土）

高知

14:00

川之江

6/20（水）

香川

18:00

宇和島

6/24（日）

徳島

14:00

新居浜

Web

愛媛FCホームゲーム
日

時

対戦相手

スタッフの介助あり
※事前連絡が必要

開

始

6/13（水）

京都

19:00

6/24（日）

東京

19:00

089-905-8882

県プロスポーツ地域振興協議会（文化・スポーツ振興課）

多目的トイレ

場

ソフトバンク 13:00

ニンジニアスタジアム

ムラーノ製青色ガラスの小杯
15世紀末〜16世紀初頭 ガラス博物館蔵
©ヴェネツィア市立美術館群財団

球

Web

089-914-8102

〜7/16（月・祝）
大人1,200円、高大生800円、小中生500円
ヴェネツィア展実行委員会
089-921-2192

身近な生活に浸透しているICTを再発見し、ICTの現状と未来の可
能性を感じ取ってみませんか。

※特に表記のない場合は、申し込み不要、現地集合

時

6/3（日）

世界遺産 ヴェネツィア展- 魅惑の芸術ｰ千年の都-

受付・募集期間・応募方法

日 時・対 象・料 金

6/1（金）

〜6/10（日）9：00〜17：00
大人300円、小人150円
南楽園（宇和島市津島町近家）
0895-32-3344

Web

松山市東川町乙44-7
089-977-9200
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）

6/19（火）
・20（水）

3万株約25万本の花菖蒲が咲き競い初
夏の庭園を彩ります。

時

6/1（金）〜7/31（火）

6/3（日）14：00〜15：00
子犬のしつけ方講座
※犬の同伴不可。センターの犬を用います。

「和紙 de アート - お面づくり
く -」
089-923-9093

日

【雨の日だって楽しい動物園】
雨の日に来園された先着100組に
ステキな写真をプレゼント。

089-947-1111（内線2235）

Web

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（月曜が祝日の場合は翌日）

主なイベント

歴史文化博物館

Web

視覚障害福祉セミナー

開催場所 問 問い合わせ

ジョイスポ！
「バドミントン」

巡回展「科学技術の『美』パネル展」

※応募資格等詳細については、お問い合わせ又はホームページでご確認ください。

6/10（日）
・24（日）
①13：30〜 ②15：30〜
※②のみ先着100名に
コシロちゃん風船をプレゼント。

コシロちゃんと
握手をしよう！

講演会
会「密 ● 空と海-和紙人形による空海の世界-」

文化財保護課
089-912-2975

「武道入門講座｣（はじめての柔道・相撲編）

私たちの身の回りに満ちあふれている「光」の基
本的な性質について、さまざまな体験型の実験
装置を使って楽しく学ぶことができます。

日 時・対 象・料 金
6/3（日）13：00〜15：00
50円
100名（先着）

みんなでつくろう
シャボン玉ワールド

研究などの過程や成果で発生した、美しい現象や見たことのない
感動的な画像の数々を展示します。

市民公開講座「がんについて学ぼう」
6/10（日）14：00〜15：30
80名（先着）
電話、メールで へ
県立中央病院（松山市春日町）
chuo-byoin@pref.ehime.jp

松山市西野町乙108-1
089-963-3300
9：00〜17：00
水曜（水曜が祝日の場合は翌日）

主なイベント

新居浜市大生院2133-2
0897-40-4100
9：00〜17：30（展示室への入場は17：00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）

Web

県在宅介護研修センター研修受講者 募集

ゆ す

遊子漁業協同組合
女性部

遊子は日本有数の鯛の産地。漁
協のお母さんたちが、都会で暮ら
す子どもたちが手間をかけずに
食べられるようにと、工夫を凝ら
し た 逸 品 で す 。きゅっと身 のし
まった鯛の旨みを味わってくだ
さい。※メール便での発送です。

来号のテーマ「南予いやし博2012」皆さんは、どのようなイベントに参加してみたいですか。

総合科学博物館

へ

5名様に

●食前に手を合わせて「いただきます」
と言う。
一口一口味わってよく噛んで食べるようになった。

ハガキ：〒790-8570 松山市一番町四丁目4番地2
愛媛県庁広報広聴課内「愛顔のえひめ」編集担当 宛
メール: kohoshi@pref.ehime.jp
締 切：6/8（金）当日消印有効

他の模範となるようなリサイクル製品、廃棄物等の3Rなどに積極
的に取り組んでいる企業や店舗などを募集します。
県内企業等
7/17（火）までに、所定様式を郵送又は持参で
循環型社会推進課
089-912-2360

遊子の台所「鯛釜めしの素」
（1合分3袋セット）を

（松山市／53歳／女性）

へ

愛媛県資源循環優良モデルの募集

母さんの
く浜のお
遊子で働
自慢の一品！

宇和島市

●朝食にたくさんの種類の野菜と豆腐を入れた味噌汁を作る。

産業技術研究所研究成果展示会
会
Web

7/25（水）9：20〜12：00／14：00〜16：40
小学5・6年生／各50名（抽選）
6/29（金）までに所定様式又は葉書に必要事項を記入の上
広報広聴課
089-912-2243
089-912-2248
kohokocho@pref.ehime.jp

！

ご応募くださった方のなかから、抽選で 愛媛の地産地消産品をプレゼント

漁政課
089-912-2606
http://www.ehimenosakana.jp/ （水産王国愛媛宣言）

認定制度シンボルマーク

水俣病特措法に基づく給付申請の受付
く

アイコンの説明

7/29（日）9：30〜16：00
四国中央市川之江体育館（四国中央市川之江町）
書道パフォーマンス甲子園実行委員会
0896-28-6037
http://shodo-performance.jp/

小学生のみなさん、県庁見学してみませんか。

6月は環境月間です ペ
6月は環境月間です。
ペットボトル等の使い捨て容器の削減のた
トボトル等の使い捨て容器の削減のた
め、マイボトル、マイカップを利用しましょう。

6/1（金）〜19（火）
2名

豊かな海に恵まれた愛媛県は海面養殖全国1位で、
安全・安心かつおいしい魚がたくさん育てられて
います。
「 愛育フィッシュ」の名前には「愛媛で育て
た魚」という意味と、
「 愛情を込めて育てた魚」とい
う2つの意味が込められています。

小学生県庁見学デー参加者募集
参

マイボトル・マイカップキャンペーンを実施します！

担当課

さん（漁政課）

県内在住又は出身者
7/20（金）までに、郵送又は持参で へ（折曲不可）
文化・スポーツ振興課
089-912-2972

お知らせします！

水俣病保健課

のり ひさ

県民総合文化祭 総合プログラム
表紙原画デザイン募集

tebook
Convenient no

県

で育てた魚です」のキャッチフレーズと
ともに、県内外に PR しています。

夢提案

県 民の便 利 手 帖

熊本県

さん（主婦）

私が
！「愛育フィッシュ」とは、愛媛県内で養
します 殖された魚の新しいネーミング。「愛媛
え
答
お

A. 梶村 典久

四国中央市は日本一の紙のまちです。その紙の
まちが誇る本大会も5回目を迎えました。今年も
全国の高校書道部が当市に集結。伝統的な書の
本質と新しい書の魅力を観客に披露します。



募集中！

よう こ

かじ むら

第5回 書道パフォーマンス甲子園記念大会

このコーナーでは、県民のみなさんの
「 声」を紹介します。

あなたの声を
県政に活かします！

Q

※画像はイメージです。

書道ガールズの熱い夏

応募方法は、右下欄「あなたの声を県政に活か
します」コーナー参照。希望のプレゼント名と
番号を明記し、
あなたの
「声」
をお寄せください。

㲆㲆

【これまでの事例】
県道路交通規則を一部改正
することで、二人乗りタンデ
ム自転車による一般道路の
通行が可能になりました。
6/30（土）までに所定様式をメール、FAX等で

Q.吉村 陽子
よし むら

県政 ＆

皆さん、
「 県の決まりを変えてくれたら、もっと地域に
役立つ事業ができるのに…」と思ったことはありませ
んか？県では、規制緩和をはじめ、さまざまな形で地域
を応援する「えひめ夢提案制度」を設けています。皆さ
んからの積極的な提案をお待ちしています。
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すべて宮本真希さん直筆サイン色紙付き！ ❶花
真 珠〈 ス キン ケ アソー プ 〉＋〈 パ ー ル エ ス テ
ティック・トライアルキット〉／
企業組合Women s Nest ❷
花珠9mmペンダント／土居真
珠 ❸まつのさわやかうめシ
ロップ／森の国ホテル ❹きじ
鍋セット／鬼北きじ工房

質問
今月の
最近よく耳にする
愛育フィッシュとは何のことですか？

ズバリ
聞きます！

クローズアップニュース

「えひめ夢提案制度」

愛媛県美術館協議会

東京の友人と2泊3日でいやし博を満 テルでゆったりとした時間を。鬼北町
喫しました。宇和島市ではパール尽く では、虹の森公園でガラス皿づくりに
し。宿泊先の木屋旅館で受けたパール 挑戦し、友人たちに振舞った雉鍋も絶
エステで肌がすべすべになりました。 品。こんなふうにいやし博は、心も身
アコヤ貝を使ったパールランチは、八 体も幸せにしてくれる魅力が満載で
幡浜育ちの私でも知らなかった、宇和 す。四季折々に咲く花が異なり、何度
島とっておきの食材。真珠養殖体験も 来ても楽しめます。みなさんもぜひ、
驚きと発見の連続でした！松野町では 来てや！大人の方もお子さまもたっぷ
滑床渓谷を散策し、
お洒落な森の国ホ り癒されてくださいね。
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【3日目】4月30日
（月）

平成24年春の募集

砂防課

1977年生まれ。八幡浜市出身。宝塚歌劇団に入団し、斐貴きららの名で月組・星
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午前 虹の森公園

いやし博交流サロン 0895-20-1848
http://www.iyashihaku.jp/ いやし博

循環型社会推進課

き

抜擢され、
東京国際映画祭の最優秀女優賞。公式ブログ
〈http://www.diamondblog.jp/maki/〉

宮本真希さん
「いやし旅」
コース

6/2（土）17：30（19：10点灯）
松野町目黒

地域政策課

ま

宮本 真希さん（女優）組で活躍後、女優に。1999年に初出演となる映画「おもちゃ」で主役の舞妓役に

静かな山村の田園風景のなか、舞い踊
る蛍と灯籠の明かりが幻想的です。バ
ザーやカフェコーナーもあります。

り
ぐ

うみ
・

みや もと

詳しくは…

今月の

東予

「 南予の魅力に癒されて、心もお腹もいっぱい！」

蛍の畦道ライトアップ

ひと
もり・ 、楽 園
め
わ・

が いやし博に行って来ました！

みきゃんがお届けする
市町だより

ききさいや！いやし博
き
か

いよかん大使

「えひめ南予 いやし博2012」が、11/4（日）
まで、宇和島圏域で開催中！
150以上の多彩なイベントの中からちょっとだけご紹介します！

食事施設

089-912-2983

託児サービス Web Webにも掲載

