いただけるものにするため、本県出身のトップアーティスト水樹奈々さんが歌
うイメージソング「えがおは君のためにある」に合わせて楽しく踊ることができ
る「えがおダンス」と「えがお体操」を制作しました。地域や学校の
運動会などのイベントでみんなで一緒に踊り、両大会を盛り上げま
しょう！ダンス・体操の映像・振り付けは、HPで公開しています。
えがお
体操

紙製品紙加工品展や赤石五葉松盆栽展、農産物
の展示・販売、各種バザー、農産物のせり市、もち
投げなど楽しいイベント満載！ 四国最大の大鍋
で、四国中央市特産の里芋（伊予美人）を使った
「いもたき」の販売（16日のみ）もあります。
11/15（土）10：00〜16：00・16（日）9：00〜15：00
伊予三島運動公園体育館、JAうまジャジャうま広場
四国中央市農業振興課
0896-28-6323

愛媛県は、土石流・地すべり・がけ崩れが発生する恐れのある「土砂災害危険箇
所」が県内一円に広く分布し、その数は、約1万５千カ所（全国１４位）もあります。

てさまざまな分野で少子化対策に取
り組み、県民が家庭や子育てに夢を持
ち、安心して子どもを生み育てること

詳しくは…

県政 ＆

自分の住んでいる場所が「土砂災害危険箇所」か確かめましょう！
県や市町から出されている土砂災害危険箇所マップや防災マップなどを見
て自分の家のまわりに危険な場所がないか調べておきましょう。
〈愛媛県砂防課のホームページから各市町の防災マップも確認できます。〉
http://www.pref.ehime.jp/h40700/5743/dmap/index.html
大雨の時や土砂災害警戒情報が発表された際には、早めに避難しましょう！

地すべり

Q. 山本 広美

質問
今月の

Q

がけ崩れ

県議会事務局 政務調査室
089-912-2848
http://www.pref.ehime.jp/gikai/katsudou/teian/index.html

11/11（火）〜12/10（水）の「差別をなくする
強調月間」について教えてください。
やま もと

ひろ

み

さん（パート）

県では、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解消と人
権が尊重される社会づくりを進めるため、12/10（水）の「世
界人権デー」を最終日とする1か月間を「差別をなくする強
調月間」と定めています。
月間中は、県民のみなさんに人権について
理解を深めていただくため、
「 差別をなくする
県民のつどい」や人権啓発講座をはじめ各種
啓発事業を実施します。ぜひご参加ください！

私が ます！
し
お答え

A.

よこ やま

ひで お

横山 秀生（人権対策課）

H16.8月 四国中央市

詳しくは…

砂防課

H17.4月 八幡浜市

詳しくは…

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害で
す。1人で悩まず早めに相談してください。秘密は厳守します。
県婦人相談所
089-927-3490
県男女共同参画センター
089-926-1644

土木の日（11/18）、くらしと土木の週間（11/18〜24） Web
土木工事の重要性を理解してもらうため、県内の小中学生などを
対象に現場見学会「えひめの土木体感プログラム」を県内5カ所で
実施する予定です。
089-912-2647

差し押さえ不動産の合同公売会の開催

Web

滞納整理の一環として、税務署、愛媛地方税滞納整理機構と合同
で差し押さえ不動産の公売会を実施します。
12/3（水）13：00〜
中予地方局7階大会議室（松山市北持田町）
国税徴収法第92条または第108条に抵触しない方
税務課・愛媛地方税滞納整理機構・松山税務署他
089-912-2204

歯と口腔の健康づくり月間（11月）

Web

え がお

「元気歯つらつ 愛顔のえひめ！−みんなで目指そうお口の健康−」
からだの健康につながる「お口の健康」を見直してみましょう！
089-912-2401

児童虐待防止推進月間（11月）

Web

あなたからの連絡が、子どもを虐待から守るための大きな一歩と
なります。ためらわずに、行動を起こしてください。
089-934-0110

パブリック・コメント（意見公募）実施予定案件

11/29（土）9：30〜11：30、13：30〜15：30
各20名（抽選、小学生以上、小学生は保護者同伴）
11/14（金）までに、希望時間帯・住所氏名・年齢・電話番号を、
往復はがき・メール・FAXで へ
繊維産業技術センター
（今治市クリエイティブヒルズ４-１）
0898-22-0021
0898-22-0030
seni-cnt@pref.ehime.jp

県武道館「武道入門講座（はじめての空手道編）」
11/22（土）10：00〜11：00
30名程度（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）
089-965-3111
089-965-3388
jigyo@ehimekenbudoukan.or.jp

秋季全国火災予防運動（11/9〜15）

消火の確認を徹底し、住宅火災や林野火災を防ぎましょう。また、
住宅用火災警報器を設置し、逃げ遅れの被害を防ぎましょう。
089-912-2316

12/1（月）
13：30〜15：30
南予地方局
（宇和島市天神町）

テーマ：インターネット
による人権侵害
環太平洋大学・就実大学
非常勤講師 筒井 愛知

11/25（火）までに へ
南予地方局総務県民課
0895-22-5211

12/9（火）
13：30〜15：30
東予地方局
（西条市喜多川）

テーマ：高齢者の人権
愛媛県医療ソーシャル
ワーカー協会
理事 畝本 幸男

12/２（火）までに へ
東予地方局総務県民課
0897-56-1300

各講座50名。中予地区についても後日開催予定。

ボランティア活動
はじめの一歩

時

講

12/6（土）
13：30〜15：30

Web

師

八幡浜みなっと みなと交流館
木村 謙児

無料
40名
電話・FAXで へ
在宅介護研修センター（松山市末町）
089-914-0732

089-914-0721

歯科医学大会市民フォーラムの参加者募集

Web

歯や口の健康習慣について、目からうろこのお話を岡崎好秀、丸
森英史、西田亙の3人の先生がお伝えします。
11/9（日）9：30〜12：00
松山市総合コミュニティセンター（松山市湊町）
中予地方局健康増進課
089-909-8757

800名

「食の安全・安心県民講座」参加者募集

Web

食の安全・安心に関する行政および食品関連事業者の取り組み紹
介や参加者との意見交換を行います。
日

時

場

11/5（水）13：30〜15：20

所

東予地方局大会議室（西条市喜多川）

11/10（月）13：30〜15：20

今治市民会館大会議室（今治市別宮町）

11/12（水）13：30〜15：20

南予地方局大会議室（宇和島市天神町）

11/14（金）13：30〜15：20

八幡浜支局大会議室（八幡浜市北浜）

各100名程度（先着）
所定様式を、郵送・メール・FAX・電話で
薬務衛生課
089-912-2395
089-912-2389
yakumueisei@pref.ehime.jp

アイコンの説明

日時

開催場所

料金

へ

※特に表記のない場合は、無料

囲碁、
吹奏楽
川柳

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、クイズの答え、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。
（先月の応募497通）

※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。

ひ美文 ひ美
涯内 文涯

ひ
今

茶会

￥

俳句

文 文

文 文

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）

将棋￥、短歌、三曲・日舞・能楽

ひ ひ

民謡民舞

前

中学校文化祭美術作品展

常設展・特別展が無料で観覧いただけるほか、当日は記念式典や
楽しいイベントが盛りだくさんです。

美 美 美

演劇

八

漢詩、
現代詩

ひ

モダンダンス

11/16（日）

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）

ひ
丹

※1：11/15（土）は大街道・銀天街（松山市）でパレードを開催
高等学校総合文化祭実行委員会事務局
089-922-8931
※2：ステージ発表、体験コーナー、移動動物園など
生涯学習課
089-912-2932

東京富士美術館所蔵写真展
ロバート・キャパと過ごす時間／光の風景へ
戦争の世紀を駆け抜け、報道写真家として高く評価
されているロバート・キャパ（1913−54）。東京富士
美術館の2万点以上のコレクションからえりすぐり
の約140点をご紹介します。 ルース・オーキン≪ロバート・キャパ、パリ≫1951年

089-912-2972

県精神保健福祉大会「心のふれあい講座」
「統合失調症がやってきた」をテーマとし、お笑い芸人の「松本ハ
ウス」さんの講演会および、県内当事者代表の体験発表、
トーク&
トークのほか、心の美術展、パネル展示などを行います。

©Collection Capa/Magnum Photos
〜12/1（月）
一般1,100円、高大生700円、小中生500円
東京富士美術館所蔵写真展実行委員会事務局
089-915-8889

県美術館開館記念日

美術館も今年で16歳！ 今年も愛媛県美術館の誕生を記念して
さまざまな催しを開催します。
Web

11/23（日・祝）

とべ動物園

八西地区特産のミカンや、
ミカンの加工品の展示・実演販売、その場で
絞る
「フレッシュジュース」
の無料配布など、
おいしいイベント満載！

主なイベント

総合科学博物館

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）

開館20周年記念イベント

健やか親子21全国大会

Web

特別講演「子育てハッピーアドバイス〜子が宝なら、母もまた宝 〜（講
師：明橋大二先生）」、
シンポジウムおよび各種研究集会を開催します。
11/25（火）13：30〜15：00・26（水）13：00〜19：30・
27（木）9：45〜14：45
ひめぎんホール（松山市道後町）
特別講演1,400名、
シンポジウム600名（母子保健関係者を含め一般の方）
所定様式を、電話・FAX・メールで へ
健康増進課
089-912-2405
089-912-2399
healthpro@pref.ehime.jp

南予合同産直市

Web

南予の産直施設が一堂に集まり、各施設おすすめの特産品や加工
品を販売します。※「宇和島市産業まつり」
と同時開催

常設展示室の観覧料を無料とするほか、有
馬朗人名誉館長講演会、無重力を疑似体験
できる スペースチューブ や「新居浜×科
博」太鼓祭り！
（9日のみ）など、さまざまなイ
ベントを開催します。

生物多様性フェスティバル

生命が存在可能な領域 ゴルディロックス ゾーン を切り口とし
て、太陽系外惑星の歴史や未来に触れながら、未知の惑星たちの
姿をドーム空間に描き出します。
〜H27.3/31（火）14：00〜
高校生以上510円、65歳以上・小中学生260円

県視聴覚福祉センター文化祭
視覚障害・聴覚障害者が日頃の活動を発表する文化祭を開催します。
11/23（日・祝）10：00〜15：00
県視聴覚福祉センター（松山市本町）
089-923-9093
089-923-9224

電話

各回300名

えひめこどもの城

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）

児童・生徒による研究発表やアラスカ写真家松本紀生さんのスラ
イドショーを開催します。
11/22（土）11：00〜18：00
エミフルMASAKI（松前町筒井）
自然保護課
089-912-2368

11/2（日）
10：30〜12：30（投票）
13：00〜13：30（正解発表）

【アフリカゾウ『媛』ちゃんの
ハッピーバースデイ】
日本で初めて人の手で育てられ
たアフリカゾウの『媛』ちゃん。
今年で元気に8歳を迎えます。

11/8（土）13：00〜

動物愛護センター

プラネタリウム新番組「グッドナイト ゴルディロックス」

Web

主なイベント

日時等

【わくわく♪ つみつみ 〜つみ木であそぼう〜】
シンプルなつみきで遊びが広がる！

Web
11/2（日）
・3（月・祝）
10：30〜12：00、13：00〜15：30

【えひめ児童館ジャンボリー】
県内の児童館が、いろんな遊びをもって大集合！
主催／愛媛県児童館連絡協議会

Web
11/9（日）
10：30〜12：00、13：00〜15：00（体験）
11:30〜13:00（公演）

ファクス

メールアドレス

定休日

日時等

【計量クイズ】
動物の体重や体長を予想して投票
しよう。
正解者のなかから抽選で
記念品が当たります。

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）

11/8（土）
・9（日）

11/9（日）10：00〜15：00
きさいやロード（宇和島市恵美須町）
南予地方局産業振興課
0895-28-6145

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開園）

11/9（日）9：30〜14：30
八幡浜「みなっと」みなと交流館（八幡浜市字沖新田）
八幡浜支局地域農業室
0894-23-0163

Web

実費

愛媛県美術館

西

県民総合文化祭実行委員会事務局

一般550円、小中学生・65歳以上280円

開館20周年記念 無料開放日

ひ

いけばな

特別展「続・上黒岩岩陰遺跡とその時代ー縄文時代早期の世界」
最新の研究成果によって浮かび上がってきた「上黒岩岩陰遺跡」
に関する新たな知見を紹介。さらには定住化の傾向が強まり、自
然との関係が深まったことで、新たな文化が列島各地に展開・定
着した時期である縄文時代早期という時代に焦点を当てます。
〜12/7（日）

ひ

オレンジフェスタ2014

089-977-3261

問 問い合わせ

おつまみの原 点ともいわれる「 五 色
煮」は、当時の原料や製法をできるだ
五色煮×２、アーモンド小魚×１、 け忠実に再現して製造。またアーモン
ド小魚、やわらか小いわしは、おつま
やわらか小いわし×１
み・おやつとして人気の高い商品です。
提供／扇屋食品（株）
それぞれの自然なおいしさをお召し
☎ 089-984-2141（9：00〜17：00） 上がりください。
■

ひ
￥

お ばた しん いち

小畠 伸一係長

付出しを5名さまに

ひ ひ

合唱

農大産の新鮮な野菜・花・果樹の販売、
もちまき等を行います。

※特に表記のない場合は、申し込み不要、現地集合

美 美

扇屋食品（株）

松前町

ひ

高等学校総合文化祭 ※1

松前町の
自慢の一品！

クイズに正解した方のなかから、
抽選で愛媛自慢の特産品をプレゼント！

Web

総合フェスティバル ☆

県立農業大学校収穫祭

受付、募集期間、応募方法

※ヒントはオモテ面にあります

11月
イベント
（☆要事前申し込み ￥要料金） 2 3 8 9 13 14 15 16 22 23 24 29 30
（日）（月）（土）（日）（木）（金）（土）（日）（土）（日）（月）（土）（日）

11/2（日）
・3（月・祝）
エミフルMASAKI（松前町筒井）
ブランド戦略課
089-912-2541

対象者

◯◯には何が入るでしょうか。

11/5（水）13：00〜15：50
松山市総合コミュニティセンター（松山市湊町）
1,000名
県精神保健福祉協会
089-934-5714

イベ ントガ イド

11/3（月・祝）10：00〜14：30
県立農業大学校（松山市下伊台町）

募集します！
県在宅介護研修センター研修受講者募集

県民総合文化祭

「えひめスイーツコンテスト2014」の受賞作品の販売フェアを行います。
Web

愛媛にはイイもの◯◯◯ものがいっぱい！

ひ：ひめぎんホール 美：美術館 文：生活文化センター 涯：生涯学習センター
今：今治市公会堂 前：松前総合文化センター 八：八幡浜市文化会館「ゆめみかん」
西：西条市総合文化会館 丹：西条市丹原文化会館 内：内子座

応募方法・問

「えひめスイーツコンテスト2014」
受賞作品販売フェア

089-912-2368

日

テーマ・講師

089-912-2457

吟詠剣詩舞

人権啓発講座（東予地区・南予地区）
日時・場所

Quiz

連句

EVENT GUIDE

入山の際は、十分注意をお願いします。
【イノシシ・ニホンジカ】〜Ｈ27.3/15（日）
【その他の狩猟鳥獣】11/15（土）〜Ｈ27.2/15（日）

研修名

Web

一緒に楽しく、空手道を遊びながら体験しませんか。
（ 保護者も一
緒に参加できます）

Web

狩猟解禁のお知らせ

消防防災安全課

Web

Question

はがき：〒790-8570（住所記入不要）愛媛県庁広報広聴課内「愛顔のえひめ」編集担当 宛て
メール: kohoshi@pref.ehime.jp 締 切：11/11（火）当日消印有効

1,000名（先着）

えひめ生涯学習 夢 まつり ※2

簡易はたおり機を使い、毛糸でコースターを織ります。

089-912-2412

自然保護課

Web

手織体験教室参加者募集

テーマ／子ども・子育て支援事業支援計画の策定
子育て支援課

人権対策課

11/29（土）14：00〜16：00
200名
県立中央病院（松山市春日町）
089-947-1111

「女性に対する暴力をなくす運動」
（11/12〜25）

ひめぎんホール サブホール

「人権啓発講座（12/1（月）
・9（火））」の詳細は県民の便利手帖の募集覧をご覧ください。

①「肝臓がんの外科治療 ―肝臓を手術しても大丈夫なの？―」
愛媛県立中央病院 がん治療センター長 河﨑 秀樹
②「がんとこころの関係を知ろう」
愛媛県立中央病院 臨床心理士 佐伯 典子

お知らせします！

警察本部 少年課

11/17（月）13：00〜16：15

市民公開講座「知っておきたいがんの情報」

tebook
Convenient no

健康増進課

にしゃんたさん（羽衣国際大学准教授・タレント）による講演会・落語のほか、
ドキュメ
ンタリー映画「HAFU（ハーフ）」の上映および出演者トーク等

089-912-2700

県 民の便 利 手 帖

土木管理課技術企画室

？？

H16.8月 新居浜市

？？

差別をなくする県民のつどい

A

なお、この条例の詳細については、

この条例は、社会全体が一体となっ

Web

クイズに答えて
県産品を当てよう！

ズバリ
聞きます！

クローズアップニュース

くず

まのご理解とご協力をお願いします。

9月議会においては「愛媛県少子化

【笠取山ハイキングについて】
11/5（水）9：00〜15：00
小田深山
3,000円
25名
11/4（火）までに電話・メール・持参で へ
小田深山荘
0892-52-2384
miyamasou@fancy.ocn.ne.jp

土砂災害から身を守るために

土石流

り組んでいます。

されました。

笠取山ハイキングでは、普段は入れないブナ林
など約4kmのコースを歩きます。紅葉の見頃は
11月中旬ごろまで。小田深山荘では、秋の味覚と
紅葉が楽しめます。ぜひお越しください。

国体総務企画課
089-947-5660
http://www.ehimekokutai2017.jp/ えひめ国体

少子化対策の推進に社会全体で取り

「議員提案条例」の制定に積極的に取 組んでいただけるよう、県民のみなさ

対策推進条例」が議員提案され、制定 愛媛県議会HPをご覧ください。

きて・みて・みやま」

詳しくは…

今月の

を解決し、魅力ある地域づくりを目指 を目的とするものです。
して、議員自らが政策条例を提案する

内子町で黄金色の小田深山を楽しむ

南予「第2回

え がお

じ

県議会では、県政のさまざまな課題 ができる社会の実現に寄与すること

もち投げの様子

8/3（日）愛顔フェスタ2014での「えがおダンス」
「えがお体操」の様子。

ど せきりゅう

Web

「愛媛県少子化対策推進条例」
（平成26年10月17日施行）を制定しました。
議員提案による

▲

がお

愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会を県民や来県者が楽しみ、親しみを感じて

第10回四国中央市産業祭＆
第17回JAうまグリーンフェスタ

議会だより

え がお

えがお
ダンス

東予

みきゃんがお届けする
市町だより

ええ

愛 顔つなぐえひめ国 体・えひめ大 会

「えがおダンス」
「えがお体操」が完成しました！

駐車場

多目的トイレ

主なイベント

日時等

犬ねこの譲渡会
譲渡前講習会

Web
11/8（土）
ねこ／9：30〜11：30 犬／13：30〜15：30
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）

動物慰霊祭（献花祭）

11/27（木）13：30〜

Web

犬の移動譲渡会＆
譲渡前講習会
in 八幡浜

11/29（土）13：30〜15：30
南予地方局八幡浜支局（八幡浜市北浜）
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

愛媛FCホームゲーム
日

時

11/15（土）

Web

対戦相手

開始

北九州

17:00

ニンジニアスタジアム

089-970-0700

県プロスポーツ地域振興協議会（文化・スポーツ振興課）

スタッフの介助あり
※事前連絡が必要

食事施設

089-912-2983

託児サービス Web Webにも掲載

