ル
バレーボー

しげ

まつ

ち

ひろ

まつ

もと

し

ふじ

おり

やま

とも

新居浜＜昨日・今日・明日Ⅱ＞

かめ おか あきら

亀岡 明さん

！
私が
します
お答え

愛顔つなぐハートフルポイント制度（終了告知）

え がお

愛顔つなぐハートフルポイント制度（第2期）
は1/31（日）でポイン
トの交付を終了しました。商品券への引換えは2/29（月）
までです。
県内にある商品券引換窓口
ポイント制度の利用者
所定のポイントシールを貼付したポイントカードを持参
障害福祉課
089-912-2424

いし やま

3/2（水）13：00〜15：50
30名（先着、視聴覚障害者に対する福祉活動希望者）
2/10（水）〜23（火）に受講申込書を郵送・電話・FAXで
県視聴覚福祉センター（松山市本町6-11-5）
089-923-9093
089-923-9224

へ

えひめ結婚支援センター
「ボランティア推進員」募集

場

今治市城東公民館（今治市東門町）

2/17（水）18：00〜20：00

新居浜ウイメンズプラザ（新居浜市庄内町）

2/18（木）14：00〜16：00

宇和島市役所（宇和島市曙町）

2/18（木）18：00〜20：00

大洲喜多法人会（大洲市中村字長畑）

え がお

2017年に開催される「愛顔つなぐえひめ国体」のデモンスト
レーションスポーツ（カローリング・ディスコン・ダブルダッチほ
か）を体験していただけます。
3/27（日）9：00〜12：30
小学生以上150名（年齢・性別を問わず小学生から大人まで参加可）
3/21（月・振休）までに、参加者名・年齢・電話番号を、郵送・FAX・メール・電話で
へ
（公財）愛媛県スポーツ振興事業団 振興課（松山市上野町乙46 県総合運動公園）
089-963-2216
089-963-4104
info@eco-spo.com

定員 申し込み 選考日

089-912-2491
089-912-2357

地域医療構想

医療対策課医療政策グループ

089-912-2445

農産園芸課普及指導係

089-912-2557

15名 2/26
3/4
（金） （金）
宇和島高等技術専門校 ※木工クラフト科（1年） 15名 必着
0895-22-3410
※アパレルビジネス科（10ヶ月） 10名
入校選考料／2,200円 入校料／5,650円 授業料／月額9,900円※はすべて無料
応募方法の詳細等は または最寄りのハローワークへ

市民公開講座「県病院のがん診断における新たな取り組み」
◇「ロボット手術の現況／直腸癌に対するロボット手術」
泌尿器科 菅医師／消化器外科 發知医師
◇「安全と安心を届けたい 術前サポートセンター」
呼吸器外科 古川医師・樋野看護師
2/27（土）14：00〜16：00
200名
県立中央病院（松山市春日町）
089-947-1111

研修名

アイコンの説明

日時

開催場所

日

時

2/17
（水）
13：30 〜 15：30

講

師

訪問歯科衛生士
阿部 博恵

料金

※特に表記のない場合は、無料

しまなみ縦走2016
しまなみ海道を徒歩または自転車でまわるスタンプラリーです。
参加者には記念品、完走者には完走証と記念品を進呈します。
3/12（土）
・13（日）7：00〜17：00
参加料は無料。
しまなみ海道沿線
本州四国連絡高速道路（株）
しまなみ尾道管理センター
0848-44-3700

えひめこどもの城

「えがおダンス」を一緒におどろう。

コシロちゃん

へ

地域伝統文化キッズ・カーニバル
和太鼓や獅子舞など愛媛の多彩な伝統芸能を子どもたちが熱演
するほか、華道の展示や茶道、俳句、川柳、ちぎり絵、将棋の体験
コーナーもあります。

シイタケの植菌から試食までを体験してみませんか（1家族あた
りほだ木2本程度。全3回）。

3/13（日）10：00〜12：00（第1回目）
小学生とその保護者30組
（抽選）
2/26（金）
までに、郵便番号・住所・氏名（全員）
・学年・電話番号を往復はがきで へ
えひめ森林公園（伊予市上三谷）
089-983-3069

南予博プレイベント
鬼嫁コンテスト 〜すべて私に任せなさい〜

【ジャンボスライダー】
巨大なエアスライダーで遊ぼう！

2/11（木・祝）10：00〜16：00
5歳〜12歳
参加費100円

【全国大会5冠！ しげきひろし
「けん玉パフォーマンスショー」】

2/21（日）11：30〜12：00、14：30〜15：00
観覧無料

とべ動物園

主なイベント

毎週土・日曜、祝日13：15〜
200円
30名（先着）
※9：00から管理事務所にて
チケット販売

動物愛護センター

南楽園梅まつり
約160本の梅が次々と咲き、
1か月にわたって花見が楽しめます。
大人300円、小人150円
0895-32-3344

ファクス

科学イベント「みんな集まれ！ わくわくサイエンス広場」
親子で一緒に実験や工作を体験することで、科学の不思議、楽し
さを感じてもらう参加体験型の科学イベントです。
2/13（土）
・14（日）

愛媛県美術館

日時等

子犬のしつけ方講座
※犬の同伴不可。

2/7（日）14：00〜15：00

犬ねこの譲渡会＆譲渡前講習会

2/13（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）

譲渡犬のしつけ方教室
※譲渡した犬は同伴可。

2/20（土）14：00〜15：00

メールアドレス

☎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）
※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）

定休日

国立カイロ博物館所蔵「黄金のファラオと大ピラミッド」展
国立カイロ博物館が所蔵する18万点もの収蔵品の中から選び抜
かれた100点あまりの至宝を通して、ファラオたちや貴族の活
躍、庶民の暮らし等を紹介します。
〜3/27（日）
一般1,400円、大学生・高校生800円、小中生500円
「黄金のファラオとピラミッド展」実行委員会事務局
089-921-2192

2/14（日）
・21（日）10：30〜11：30、13：30〜14：30
南館アトリエ2
300円程度
各10名（先着、各幼児〜小学生※幼児は保護者同伴）
開催日の前日までに電話・FAX・HPで へ
美術館普及グループ
089-932-0010
089-932-0511

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）
月曜（月曜が祝日の場合は翌日。第1月曜開館、翌日休館）

☎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）

主なイベント

淡路人形 2/21（日）、現代狂言 3/13（日）
内子座（喜多郡内子町）
内子町町並地域振興課
0893-44-2118

電話

日時等

【ヒポヒポランチ】
カバのハグラーくんに
エサをあげよう。

お笑いの「ウッチャンナンチャン」南原清隆さんと九世野村万蔵
率いる萬狂言がタッグを組んで現代狂言を披露。また淡路人形
座が100年前の再現公演を開催します。

常設展観覧券が必要

ローラーを転がし、
いろいろな模様を写してみよう。

2/21（日）10：30〜11：45
300円
15名（先着）
※9：00から管理事務所にて
チケット販売

あいちゃん＆愛ちゃん

2/27（土）〜4/10（日）

一日講座「コロコロころころローラー版画」

【ねこ歩き】
ネコ科動物限定のガイドツアー

内子座創建100周年記念特別公演

問 問い合わせ

☎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）

2/14（日）13：00〜16：00
広見中学校（北宇和郡鬼北町）
鬼北町役場産業課
0895-45-1111

自然災害が起こるメカニズムのほか、災害に
対して私たちが日ごろから備えておくべきこ
と、役立つ科学の知識、防災グッズなどを紹
介し、防災について考えます。

日時等
2/7（日）10：30〜12：00、13：00〜15：00
観覧無料

「すべて私に任せなさい！」この言葉がピッタリくる、深い愛情を
もった「鬼嫁」を全国から募集し、
コンテストを開催します。

☎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）
月曜（月曜が祝日の場合は翌日。第1月曜開館、翌日休館）

企画展「防災サイエンス 〜自然災害から身を守れ！〜」

☎089-963-3300

【人形劇フェスティバル】
楽しい人形劇団がやってくるよ！

2/28（日）10：00〜15：30
ひめぎんホール（松山市道後町）
文化・スポーツ振興課
089-912-2972

総合科学博物館

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）

主なイベント

イベ ン トに 出 か け ま せ ん か ？

※特に表記のない場合は、申し込み不要、現地集合

郵 便： 〒790-8570（住所記入不要）愛媛県庁広報広聴課「みきゃんCLUB」宛て
メール: kohoshi@pref.ehime.jp 締め切り：2/9（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。

2/20（土）10：00〜16：00
県身体障害者福祉センター（松山市道後町）
県障害者スポーツ協会事務局
089-924-2101

運動神経がUPする体操講座

受付、募集期間、応募方法

みきゃんへの質問投稿時の注意：ペンネームで掲載されたい方は、
氏名と一緒にペンネームもご記入ください。
※お住まいの市町、
氏名またはペンネーム、
年齢が掲載されます。

障がい者スポーツの体験等を通して、障がい者スポーツの理解や
関係団体との連携強化、支援者や応援者の拡充を図ります。

2/21（日）〜3/12（土）
松山市内の中央商店街、
ロープウェー商店街等のまちゼミ参加店舗
（株）まちづくり松山
089-998-3533

対象者

プレゼント応募方法： 投稿またはクイズの答えを郵便・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、
クイズの答え、
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562通）

2/21（日）13：00〜15：00
あかがねミュージアム（新居浜市坂井町）
セミナー/小中高生の保護者（先着200名） 記念撮影会/参加自由
県警察本部生活環境課サイバー犯罪対策室
089-934-0110

089-914-0732

絵柄は
届いてからの
お楽しみ！

※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。

「子どもをネット犯罪から守るために」をテーマにセキュリティー
セミナーを開催します。セミナーのほか、白バイや「まもるくん」
との記念撮影会なども行います。

商店街等のお店の人が講師となり、プロならではの専門知識や
情報を無料でお伝えする少人数制のゼミを実施します。

2/21（日）10：30〜11：30
80名程度（5歳児程度から※先着順）
所定様式を
県武道館（松山市市坪西町）
089-965-3111

賞 みきゃんの缶バッジを5名さまに

プレゼント

障がい者スポーツふれあいフェスティバル

松山のまちゼミ 〜得するまちのゼミナール〜

〜2/28（日）9：00〜17：00
南楽園（宇和島市津島町）

提供／鬼北町
☎ 0895-45-1111
■

セキュリティーセミナー

県在宅介護研修センター研修受講者募集

総合建築科（1年）

「きじだんご＆きじ飯セット」を
5名さまに

はに坊

県立高等技術専門校訓練生募集【28年度：後期試験Ⅱ】
松山高等技術専門校
089-924-5768

担当課

賞

豊かな自然のなかで育った『愛媛の「愛」あるブラン
ド』 鬼北熟成雉 は、しっかりした肉質と濃厚な旨み
が特徴です。お肉と出汁の旨みがたっぷり味わえる
「きじだんご」
と
「きじ飯」をどうぞ召し上がれ！

シイタケ植菌・採取・試食体験教室参加募集

えひめニュースポーツ交流大会

訓練科名（訓練期間）

容

観光物産課観光企画係

oﬃce@msc-ehime.jp

がお

鬼北町

専門学校 松山ビジネスカレッジ
クリエイティブ校
ファッションビューティ学科1年

循環型社会推進課一般廃棄物係

所

2/17（水）14：00〜16：00

校名

え

愛媛県災害廃棄物処理計画

松山商工会館（松山市大手町）

各開催日の2日前までに電話・メールで へ
えひめ結婚支援センター
089-933-5596

とも

愛媛県観光振興基本計画

出会いイベントの運営にご協力いただく「ボランティア推進員」
を募集しています。希望者を対象に説明会を開催します。

え

愛顔 あふれる故郷 づくり！
！

プレゼント

紙産業技術センターでは、最新鋭機器
を使った試験研究に加え、紙産業の技
術支援や紙文化の普及啓発も行われ
ています。私は昨年、四国中央市の地場産業である紙（不織布）
と水引を使った
ファッションショー
「紙コレクション」
に初めて参加し、紙産業に興味を持ちま
した。
ひと言に紙と言っても、特徴はバラエティーに富んでおり、厚さや透け感
もさまざま。ショーでは特性を生かしたデザインを心がけ制作しました。私も
このファッションショーを通して、今後の紙産業の発展と知名度UPに貢献し
たいと思っています。

400円
40名
電話・FAXで へ
県在宅介護研修センター
089-914-0721

点訳・音訳・手話・要約筆記が体験できる講座を開催します。自分
に合ったボランティア活動を見つけてみませんか。

○○事業を進めて

〜四国中央市 紙まつりに参加して〜

牛乳「夕しぼり」

この他にも随時研修を行っていますので、
お問い合わせください。

視聴覚障害者支援ボランティア体験講座募集

プレゼント
クイズ

紙産業の発展
石山 智恵さん

募集します

○○には何がはいるでしょうか。※ヒントはオモテ面にあります。

可憐なグラジオラスの花をテーマに制作

ブランド産品

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〜

みきゃんへの質問を募集しとるけん！そのなかから、毎月数点の
質問に答えるよ〜。※すべての質問に答えるものではありません。

税務課
089-912-2200
http://www.pref.ehime.jp/h10500/jnks/jnks.html
納税証明書については、各地方局・支局県税窓口へ

詳しくは…

生しいたけ
「媛王」

愛媛県農山漁村女性ビジョン

みんなのお便り待っとるけん！

カハクン

お知らせします

時

み

パブリック・コメント
（意見公募）実施予定案件

え がお

日

とも

ブランド産品

内

こたつでおいしい愛媛産かんきつを
食べよる時やけ〜ん♪

3/1（火）から、登録自動車の車検時に納税証
明書の提示が省略できるようになります。
ただ
し、自動車税を納付後すぐに車検等を受ける場合な
ど、納税証明書の提示が必要な場合があります。ま
た、自動車税に滞納があると、
これまでどおり自動車
検査証の返付は受けられません。

税務課 西岡 知美

参考／愛媛県発行『「愛」あるブランド産品を使ったえひめの献立』
［県内書店等で販売中（750円＋税）］
1献立あたり塩分3.0g以下、カロリー600kcalを目安にした31献立を紹介

Convenient Notebook

（伊方町・みかん大好きママ・31歳）

A.

にし おか

1 鍋にバターを入れ、
（A）
を入れて炒める。 2 酒・ブイヨンを加え、
かぼちゃ
が柔らかくなるまで煮る。 3 牛乳を加えて少し煮て、
塩・こしょうで味をとと
のえる。 4 器に盛り、
パセリをふる。

2/12（金）14：00〜16：00
18：00〜20：00

おしえて
「幸せだな」と思う瞬間は？
みきゃん！ みきゃんが

Q.

かぼちゃ
（2cm角）......... 1/6個（200g）
玉ねぎ（薄切り）............ 1/2個（100g）
（A）
しめじ
（ほぐす）............. 1/2パック
（50g）
しいたけ
（薄切り）......... 2枚（30g）
酒 ..................................... 大さじ4
ブイヨン............................. 400cc
牛乳 .................................. 300cc
塩 ..................................... 適量
こしょう ............................. 適量
バター ............................... 適量
※写真はイメージです。
パセリ
（みじん切り）.............. 適量

県民の便利手帖

松山以南の予讃線と予土線
県観光物産課
089-912-2492 Web http://www.iyashinonanyo.jp

「自動車税納付確認システム」
について
教えてください。

農政課（県グリーン・ツーリズム推進協議会事務局）
089-912-2514
http://www.ehime-gtnavi.jp/

材料（4人分）

「みきゃん」や、
「 にゃんよ」をはじめとする南
予地域のご当地キャラクターなどが、ＪＲ列
車に大集合！ 2/21（日）
［予定］から南予キャ
ラクター列車の運行がスタートします！ 詳し
くは南予博HPをご覧ください。

10：00〜21：00
第4木曜（祝日の場合は営業、翌日休）
中学生以上600円、65歳以上500円、小学生以下300円、3歳未満無料
亀ヶ池温泉（西宇和郡伊方町二見甲1289）
0894-39-1160

事業への登録民宿（H28.1/8現在、8市町22軒）
サイクリスト及びその同伴者
3/22（火）までに登録民宿へ直接連絡（HP参照）

ある
「愛」
産品で
ブランド
ろ
つく う！

南予キャラクター列車運行開始！

地下1,500ｍから湧き出る天然温泉で、疲労回
復等の効能があるといわれています。2月末ま
での土・日曜、祝日には
「みかん湯」
が登場！

県内の農林漁家民宿に宿泊し、宿が提供する体験メ
ニュー
（イチゴ狩りや郷土料理づくりなど農作業や生
活文化等）を体験いただくモニターを募集していま
す。サイクリングして、
アンケートに回答いただくと、
農林漁家民宿の宿泊料（1泊朝夕食、同伴者分を含む）
と体験メニューの料金を助成します。

かぼちゃときのこのクリームスープ

みきゃんも注目！

レストラン、足湯、岩盤浴、簡易宿泊施設も！

伊方町 伊方町健康交流施設 亀ヶ池温泉

農山漁村の生活文化を体験したい
サイクリスト募集！ 初心者歓迎！

詳しくは…

クラブ

投稿やクイズ正解者のなかから
抽選でプレゼント！

〜2/28（日）9：30〜17：00
無料
あかがねミュージアム2階
新居浜市美術館（新居浜市坂井町2-8-1）
0897-65-3580

クラブカップ全国大会、優勝おめでとうございます。4年連続で優勝もし
くは準優勝と素晴らしい成績を残しているのは、選手一人一人の意識の
高さであり、厳しい練習を乗り越え切磋琢磨しながら、より高いレベル
を常に心がけているからだと思います。そんな勇姿は当社の社員や周り
の人々に勇気や感動を与えてくれています。えひめ国体でも素晴らしい
活躍を期待しています。重松さん、松元さん、藤山さん、がんばれ！

株式会社
レデイ薬局
総務財務部長

みきゃんC LU B

西条藩領地鳥瞰図屏風ほか、市所蔵の日本画を
中心に展示しています。寺坂公雄コーナー、市
内作家コーナー
（洋画）
もあります。

私たちは、これまで多くの方に支えられてきまし
た。
だからこそ、
えひめ国体ではスポーツの素晴ら
しさや感動を味わっていただけるよう試合に挑
み、
お世話になった方々に恩返しがしたいです。
そ
のためにも常にチャレンジ精神を忘れず、愛媛代
表らしいバレーを最後の笛が鳴るまでチーム一丸
でがんばりますので、応援よろしくお願いします！
職場からのエール！

！
みきゃん大好き

新居浜市 〜新居浜市所蔵日本画を中心に〜

こ

重松 千尋選手 松元 志織選手 藤山 朋子選手

駐車場

多目的トイレ

テーマ展「石手寺周辺を掘る！ ―
道後地区の発掘成果と国立博物館からの里帰り展」
本テーマ展は、発掘調査により出土した資料や東京・奈良・九州
の国立博物館3館から借用した資料を展示し、改めて道後地域の
重要性を理解していただける展示です。
〜3/7（月）

常設展観覧券が必要

おひなさまイベント
おひなさまにちなんだ着物の着付けなど、華やかなイベントを開
催します。
2/27（土）
・2/28（日）

スタッフの介助あり
※事前連絡が必要

実費

食事施設

託児サービス Web Webにも掲載

