県政 ＆

8/4（土）
・11（土）
・25（土）
・26（日）
・31（金）
※カフェは夕方（17時頃）より開催
宇和島市 岩松川おまつり広場周辺

森と水と四万十源流コンサート

Q
A

うみ
・

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

り
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え
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８/8（水）13：30〜 オープニングセレモニー
松山市大街道3-6-1 岡崎産業ビル1F
※松山城ロープウェイのりばから南へ徒歩3分（駐車場 無）
観光物産課
089-912-2493
089-912-2489
kankou@pref.ehime.jp

8/23（木）
13：30〜16：30
8/27（月）
13：30〜16：30

正社員チャレンジ応援月間

Web

時

夜間相談

8/6（月）〜8/10（金）、8/20（月）〜8/24（金）20：00まで

日曜相談

8/5（日）
・19（日）10：00〜18：30

就活再スタート
8/11（土）
・25（土）10：00〜17：00
応援集中セミナー

ひめぎんホール（松山市道後町）

Web

しまなみ海道を訪れたサイクリストが自転車の故障や、怪我等で
立ち往生した際、登録タクシー事業者と自転車店等が救援します。
0898-23-2500

すでに認定を受けている方は、現況届（所得状況届）をお住まいの
市町に提出してください。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。
提 出 期 間

児童扶養手当
（ひとり親家庭等の児童） 8/1（水）〜31（金）

各市町児童福祉担当課
又は県庁子育て支援課
089-912-2411

各市町障害福祉担当課
8/13（月）〜9/10（月） 又は県庁障害福祉課
089-912-2421

パブリック・コメント
（意見公募）実施予定案件
容

担 当 課

県地域防災計画（修正案）

危機管理課
089-912-2317

県地域防災計画【原子力災害対策編】
（ 修正案）

原子力安全対策課
089-912-2341

県道の構造の技術的基準等を定める条例（仮称）案

道路建設課
089-912-2711

都市公園の配置及び規模の技術的基準等を定める
条例（案）

都市整備課
089-912-2749

応募先・問・TEL
農地整備課
089-912-2545

瀬戸内海の西条市禎瑞沖で採れ
た新鮮な青のりがたっぷり！ 青の
りを加工する際には名水百選に
「ていずい
も選ばれた「うちぬき水」を使用
青のりクラブ」 し、青のりの甘みと香りを引き出
スタッフの
しました。漁協での直売かネット
みなさん
販売のみの幻のケーキです。

（松山市／43歳／男性）

愛媛国体は、県民の皆さんが「する」
「みる」
「支え
担当者 る」、県民総参加の国体を目指しています。様々
ト
コメン な形でご協力をお願いします。

来号のテーマ「地震・台風等への備えについて」みなさんは、日頃、自然災害に対してどのような備えをしていますか。
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84通）

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：8/7（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。
※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。

歴史文化博物館

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）
8月は無休。8月の土日祝及び8/13〜15は18:30まで開館。
Web

オリンピックの歴史に名を刻んだ県出身選手を紹介し、ゆかりの
品を展示します。

特別展「GO GO TRAIN！」
愛媛県の鉄道史を史料や写真パネルで紹介。

〜9/2（日 ）
大人（高校生以上）500円、小中学生・65歳以上250円

ミニSL乗車会
Web

歴博にミニSLがやってくるよ！ みんなも乗ってみよう！

8/12（日 ）
・19（日 ）
・26（日 ）11：00〜12：00、14：00〜15：00
※特別展観覧券もしくは共通観覧券が必要

8/21（火）
・22（水）9：00〜17：00
エミフルMASAKI（松前町筒井）
産業技術研究所
089-976-7612

愛媛県美術館

平成24年度県職員・県警察官採用候補者試験
採用予定人員

一般事務

11名程度

警察事務

3名程度

資格免許職 臨床検査技師
（短大卒程度） 診療放射線技師

7名程度

少年補導職員

1名程度

4名程度

警察官（男性）
（ 高校卒程度）

39名程度

警察官（女性）
（ 高校卒程度）

6名程度

養鶏研究所１日体験学習

Web

受付期間

Web

9/23（日）

10/14（日）

Web

リサイクル製品製造現場の見学や、えひめエコハウスでの環境学習
など、3Rを見て触れて体験できるバスツアーに参加しませんか。
8/21（火）9:00〜17:00、8/24（金）8:30〜17:３0
県内の3R企業（各日2〜3社）、えひめエコハウス等
各日30名（小学4年生以上・抽選）
8/６
（月）までに所定様式を郵送・FAX・メールで へ
循環型社会推進課
089-912-2360
089-912-2354
junkan-shakai@pref.ehime.jp ※詳細はホームページでご確認ください。

開催場所 問 問い合わせ

認知症高齢者との
コミュニケーション

時

講

8/25（土）13：30〜15：30

生活習慣病について 8/26（日）13：30〜15：30

南楽園全国風りんまつり

師

マドンナハウス西石井
井上 和弘

全国各地の風鈴約3,000点を展示販売するとともに、日本の風文
化について紹介します。

矢野内科クリニック
矢野 哲郎

〜8/31（金 ）9：00〜17：00
南楽園（宇和島市津島町）

各400円
各40名
電話、FAXで へ
在宅介護研修センター（松山市末町）
089-914-0721
089-914-0732

大人300円、小人150円
0895-32-3344

8/22（水）9：30〜17：00
衛生環境研究所（松山市三番町8-234）

（独）国立健康・栄養研究所情報センター長 梅垣敬三氏による
「健
康食品の実態と適正な利用に向けて」
と題した講演など。

Web

特別展「ディノ・ミュージアム 〜恐竜の生態と進化〜」
ティラノサウルスの全身骨格や国内で発見された恐竜化石など約
80点の貴重な標本を展示します。

Web

夏だ！ おもしろ実験まつり

089-926-1633

愛媛マンダリンパイレーツホームゲーム
日

時

対戦相手

開始

球

13:00

新居浜

ご自身が考える親子関係について、ポスター・作文・エッセイで表
現してみませんか。

徳島

14:00

しおさい

8/21（火）

香川

18:00

宇和島

8/22（水）

香川

18:00

宇和島

8/24（金）

徳島

18:00

宇和島

8/25（土）

徳島

13:00

愛南

【ポスター】幼児、小学生、中学生、高校生、保護者
【作文】小学生 【エッセイ】中学生、高校生、保護者
9/14（金）までに所定様式を添付して へ
生涯学習課
089-912-2935

愛媛FCホームゲーム

Web

県産農産物等の消費拡大とPRを目的に
開催します。
ご応募をお待ちしています。

対戦相手

開始

徳島

19:00

9/5（水）までに郵送、メールで
へ
ブランド戦略課
089-912-2567
contest@ehime-sweets.com

8/19（日）

山形

19:00

8/26（日）

岐阜

18:00

時

ニンジニアスタジアム

メールアドレス

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）

昨年のグランプリ作品「花蜜柑」

料金

※特に表記のない場合は、無料

日時

定休日

Web

主なイベント

駐車場

089-912-2983

多目的トイレ

089-962-6000

日時等
8/1（水）〜31（金）9：00〜17：00
保育園児、幼稚園児、小学生、中学生
9/4（火）までに持参又は郵送

【夜の動物園】
※昼・夜両方入園される場合は、
お得な「特別入園券」があります。

8/4（土）
・11（土）
・18（土）
・25（土）
・
9/1（土）いずれも17：30〜21：00

動物愛護センター

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）

Web

8/12（日）

日

8/12（日）

【動物画コンクール】
※画用紙等の必要なものは持参
※参加者（中学生以下）は入園無料

089-914-8102

えひめスイーツコンテスト2012作品募集

Web

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）

Web

場

高知

ファクス

夜間イベント
「遊 涼み会」

8/14（火）〜16（木）

へ

日時等
8/4（土）
・11（土）
・14（火）
15（水）
・18（土）
・25（土）
9/1（土）
〜22:00

とべ動物園

8/18（土）

電話

主なイベント

屋外で行う大迫力の「巨大実験ショー」や
誰でも気軽に参加できる「チャレンジ！プ
チ科学工作」など。

Web

8/12（日）

対象者

えひめこどもの城

松山市西野町乙108-1
089-963-3300
9：00〜17：00
8月中は無休。18：00閉園。
7/22〜8/26の日曜は19：00閉園。

こども妖怪サミット

Web

※特に表記のない場合は、申し込み不要、現地集合

一日講座「たんけんはっけんアンソール！」

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）
〜9/2の土日及び8/14〜16は19:00まで開館、夏休み期間中は無休

広見川をテーマとしたポスター・絵画を募集します。入賞者は表彰
し、最優秀作品は河川愛護啓発ポスターとして活用します。

受付、募集期間、応募方法

〜8/26（日 ）まで
大人1,200円、高大生800円、小中生400円
アンソール展実行委員会事務局
089-915-8889

8/5（日 ）
・12（日 ）
・19（日 ）
・26（日 ）10:00〜17:00
アンソール展観覧券が必要

〜9/23（日 ）
高校生以上600円、65歳以上・小中学生300円

『親子のふれあい・つながり』
ポスター・作文・エッセイの募集

ベルギー近代美術を代表する画家アンソールと
同時代の画家の作品約100点を通して、アンソー
ル独自の芸術を生み出した背景に迫ります。

美術館からの「指令書」を受け取って、アンソール展の世界を探検！

089-931-8757

総合科学博物館

8/28（火）13：30〜15：50
男女共同参画センター（松山市山越町）
300名
8/17（金）までに郵送、電話、FAX、メールで へ
県民生活課
089-912-2337
089-912-2299
kenminseikatsu@pref.ehime.jp

アントワープ王立美術館所蔵
「ジェームズ・アンソール ー写実と幻想の系譜ー」

ジェームズ・アンソール《牡蠣を食べる女（色
彩の国にて）》1882年、アントワープ王立美術
館 Lukas - Art in Flanders vzw / KMSKA

衛生環境研究所 施設参観デー

食品表示・安全に関する講演会

小中学生
9/10（月）までに学校または
南予地方局管理課
0895-22-4832

Web

8/18（土）10：00〜14：00
愛媛調理製菓専門学校（松山市旭町）
500円
2名ｘ20組 計40名（抽選）
8/10（金）までに電話、FAX、メールで へ
養鶏研究所
0898-66-5004
0898-66-5093
yokei-kenkyu@pref.ehime.jp

Web

愛ラブ広見川小中学生ポスター・絵画作品募集

※受験資格等詳細については、各試験案内でご確認ください。
※各試験案内及び申込書は、人事委員会事務局、各地方局等で配布してい
るほか、県のホームページにも掲載しています。
人事委員会事務局
089-912-2826

3R企業エコツアー参加者募集

日

9/13（木）
・27（木）
・10/11（木）
・26（金）
10：00〜15：00（10/26は〜12：00）
20名（抽選）
8/24（金）までに所定様式を へ
男女共同参画センター（松山市山越町）

第１次試験

8/15（水）
〜9/3（月）

県在宅介護研修センター研修受講者募集

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）

県が開発した「媛っこ地鶏」を使った調理実習と試食会。

個人事業者、団体
8/17（金）までに所定様式を へ
南予地方局建設企画課
0895-22-5211
0895-22-4830
nan-kenkikaku@pref.ehime.jp

5名様に

提供／ていずい青のりクラブ
☎ 0897-57-9711
■

（新居浜市／49歳／男性）

研究成果のパネル展示と、
ものづくり体験。

募集期間・人数

ていずいロール

（1箱6〜8名分）を

●一時的なイベントで終わらないことを期待したい。

産業技術研究所研究成果展示会

8/1（水）〜31（金）
１名

く
で働
地区
ずい
品！
い
の
て
慢 一
ちの自
女性た

西条市

●愛媛に来る選手たちをおもてなしの心でお迎えできるよう
（今治市／66歳／女性）
ボランティアガイドとして活動したい。
●国体選手に指導を受けたり、自然に触れ合える場が欲しい。

愛媛人物博物館企画展「愛媛とオリンピック」

089-912-2354

エンパワーメントカレッジ
「リーダー養成セミナー」受講生募集

募集します！

アイコンの説明

愛媛国体について

8/6（月）〜9/17（月・祝）9：00〜17：30
生涯学習センター（松山市上野町）
089-963-2111

「南レク公園イノベーション事業」のパートナー募集

研 修 名

児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届

級

各100名
環境政策課
089-912-2346
kankyou@pref.ehime.jp

今号の
テーマ

EVENT GUIDE

応募方法

南レク公園の未利用地を活用して、魅力ある公園づくりをしませんか。

しまなみ島走レスキュー

初

応募締切

所定様式を
郵送・FAX・
南予地方局（宇和島市天神町） 8/21（火）
メールで
へ
東予地方局（西条市喜多川） 8/27（月）

委員会等の名称

とう そう

試験区分

所

！

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

※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

8/15（水）10：30〜11：20（受付9：00〜）
長寿介護課
089-912-2434

内

県議会事務局議事調査課
089-912-2846
http://www.pref.ehime.jp/gikai/index.htm

愛媛県森の交流センター

イベ ントガ イド

中予地方局（松山市北持田町） 8/17（金）

愛媛県中山間ふるさと保全
対策推進委員会

愛媛県戦没者追悼式

特別児童扶養手当
（障害のある児童）

8/31（金）
13：30〜16：30

詳しくは…

このコーナーでは、県民のみなさんの
「 声」を紹介します。

委員会・審議会などの委員を募集

パート・アルバイト・派遣などで働いている方、現在働いていない方
電話で へ
ジョブカフェ愛work（松山市湊町）
089-913-8686

象

089-912-2597

ボランティア・チャレンジ2012は、県民の皆さ
んのボランティア活動や地域活動への参加を県
が応援する取り組みです。本事業では、県内のボ
ランティア募集情報を分野別にガイドブックや
愛媛ボランティアネットで提供するほか、年4回
のボランティア・チャレンジウィーク（8月、10
ボラッペ
月、12月、2月）には、NPO法人がボランティア参
加型イベントを実施します。ガイドブックや夏・秋（8〜11月）のイベ
ント情報やボランティア情報を掲載したリーフレットを、県や市町の
窓口で配布していますので、ぜひご覧いただき、興味のあるボラン
ティアに参加してみませんか？自分の意思で、無理せず、楽しく、でき
ることから始めてみましょう！

場

小・中学生を対象に県
議会が行っているもの
で 、これまで たくさん
の子どもたちが参加し
ています。本 会 議 場の
議員席に座って議会に
ついて話を聞いた後 、
議員と同じように演壇
に立ち、熱 心に議 長に
質問するなど、県議会
の仕組みや役割を楽し
く学んでいます。

詳しくは…

ボランティア・チャレンジ
2012実施中!!

時

こどもたちの議会体験会

E〜もりくん

県民活動推進課 NPO・ボランティア係
089-912-2305
kenminkatsudou@pref.ehime.jp
http://nv.pref.ehime.jp/ 愛媛ボランティアネット

日

お知らせします！

対

森林環境税を活用して、CO 2吸収源対策や水源かん養
などのための間伐等の森林整備や県産木材の利用推
進のほか、県民の森林保全活動の支援等を行っていま
す。年間税額は、個人700円、法人1,400円〜56,000
円（資本金などに応じた額）です。

行政・学校・住民・民間団体等が協働して環境保全に取り組むため
の仕組みづくりを考えませんか。

tebook
Convenient no

今治支局総務県民室

たか し

玉置 教司（森林整備課）

環境教育と協働取組を考える研修会

県 民の便 利 手 帖

日

たま き

小・中学生の皆さん
県議会を体験してみませんか！

!!

松山市のロープウェー街に、愛媛の物産観光情報発信拠点「えひめ愛
がお
顔の観光物産館」がオープンします。豊かな自然に育まれた食品や、
匠の技が光る民芸品など、愛媛が
誇る県 産 品 や 市 町の特 産 品を 展
示・販売。また、県内各地の観光パ
ンフレット等も取りそろえ、旬な
情報を発信します。県外からの観
光客の方にはもちろんのこと、県
民 の 皆 様 にも 楽しん で い た だ け
る 、愛 媛 県 の 魅 力 が ぎ ゅっ と 詰
まった施設となっていますので、 えひめ愛顔の観光物産館（イメージ）
※整備イメージのため実物と異なる場合が
ぜひご来館ください。
あります。

容

A.

により保全・整備していくために、森林環境
税の納税をお願いしています。

あなたの声を
県政に活かします！

クローズアップニュース

え

か

私が
！ 県では、県土の約７割を占め、私たちの生活
します になくてはならない森林を、県民皆様の参加
お答え

森林整備課

えひめ愛顔の観光物産館オープン

今月の

内

？？

9/1（土）13:30〜16:00
鬼北町 鬼北総合公園体育館

り

池内 里香さん（主婦）

？？

森 と 水 の ハ ー モ ニ ー 、そ れ と 溶 け 合 う 名 曲 の
数々。メインゲストに加藤登紀子さんを迎え、音
楽によるいやしのひとときを楽しめます。ライオ
ノートさん、千桃生そらさんも出演。

Q.

い けう ち

議会だより

岩松川夏色 津島よいとこ2012

川のほとりにオープンカフェが登場し、ミニライ
ブ等の催しが行われます。８/25・31には、岩松川
でのシーカヤックが楽しめます。

ひと
もり・ 、楽 園
め
わ・

質問
今月の
森林環境税のことをよく知りません。
どのような税ですか。

ズバリ
聞きます！

きさいや！いやし博

「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！

主なイベント

日時等
Web

親子で楽しくワンニャン教室

8/4（土）13：30〜15：00

夏休み！！子犬のおためし保育園

Web
8/12（日）14：00〜15：00
16週齢程度までの子犬とその飼主
電話にてセンターまで

スタッフの介助あり
※事前連絡が必要

食事施設

託児サービス Web Webにも掲載

