
みきゃんも行くけん！

四国まるごと公共交通利用促進キャンペーン「都市イベント in 松山」

10/13（金）～10/15（日）
9/15（金）までに郵便振替または　 へ申し込み
2,000円（当日申し込みは2,500円）　　 今治市イベント交流推進課
0898-36-1515　　 0898-33-8066

前夜祭10/21（土）18：00～、当日10/22（日）15：00まで
（前夜祭）鬼北総合公園体育館
（当日）鬼北町役場裏 奈良川河川敷
鬼北町教育課　　 0895-45-1111　　 0895-45-2061

※施設見学可（要予約）　※宇和島高等技術専門校は11月頃から募集予定

皆さんは「みきゃんリレー」というもの

をご存じですか？ これは「えひめ国

体」のマスコット「みきゃん」のぬいぐ

るみ6体をバトンに見立て、国体開催日まで県内各地につないでいくというも

ので、2013年10月から取り組まれてきました。「他県にはない独自の取り組み

を！」との思いで行われてきたみきゃんリレーが、間もなくゴールを迎えます。

みきゃんリレーの写真投稿は2,000件を超え、多くの県民の方々につながれて

きました。えひめ国体の総合開会式では、これまでつないできた方々の写真を

モザイクアートとして展示する予定です。ぜひご覧ください！ 

松井 駿さん

松田 透和さん
ま つ だ とう

ま つ い しゅん

わ

松山大学
経済学部経済学科
3年次生

総合開会式でのゴールをお楽しみに！

えひめ国体に向けて
～つながれてきた愛顔のバトン～

開催場所 問い合わせ問対象者 電話 ファクス メールアドレス料金
※特に表記のない場合は、無料

スタッフの介助あり
※事前連絡が必要日時 定休日 駐車場 多目的トイレ 食事施設 託児サービス受け付け、募集期間、応募方法

※特に表記のない場合は、申し込み不要、現地集合 Webにも掲載Webアイコンの説明

県民の便利手帖
Convenient  Notebook  

A.

お 知 ら せ し ま す

募 集 し ま す

イベ ン ト に 出 か け ま せ ん か ？

今治と尾道を結ぶしまなみ海道を舞台に開催される

ウオーキング大会「瀬戸内しまなみ海道スリーデー

マーチ」の参加者を募集します。

第17回瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ参加者募集今治市

「高技専」訓練生を募集します！（H30年度入校）

〔安心な授業料：月額9,900円、高い就職率：93.8％（H28普通課程）〕 愛媛県庁本館が今年で竣工88周年（米寿）を迎えます。これを記念して、普段

平日に行っている県庁見学を10/14（土）～22（日）までの土・日曜に実施し

ます。10/7（土）はラジオ生中継による句会ライブ、8（日）は松山ビジネスカ

レッジクリエイティブ校の学生によるファッションショーと県庁見学を行い

ます。ご応募をお待ちしています。

県庁本館竣工88周年記念イベント
愛媛県庁本館休日県庁見学デー県内ものづくり産業への就職を希望する方などを対象に、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高等技術専門校の入校生を募集します。

カ
ハ
ク
ン

総合科学博物館 ☎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）

愛媛県美術館 ☎089-932-0010　

松山市堀之内　　 089-932-0511　　 
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）

材料（4人分）
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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

媛っこ地鶏のくわ焼

鶏肉は一口大に切り、片栗粉をまぶす。
フライパンにサラダ油を熱し、　 を焼き、（A）を加えてからめる。
　 にししとうを入れてからめる。器に盛り、粉さんしょうをふる。

1

12

23

鶏もも肉 ............................ 2枚（400g）
片栗粉 ............................... 大さじ2
ししとう............................. 8本
　…切り込みを入れておく
サラダ油 ............................ 適量

粉さんしょう....................... 少々

酒 ..............................大さじ1と1/2
みりん.........................大さじ1と1/2
濃口しょうゆ................大さじ1と1/2
砂糖 ...........................大さじ1/2

（A）

ブランド産品

「媛っこ地鶏」

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

国体期間にあわせ、9/30（土）から

10/10（火）まで、南予の道の駅や産直

施設などで、共同販促イベント「秋の

南予ぐるっと旬グルメ」を開催しま

す。もぎたて果物や旬の食材を使った

スイーツなど、施設担当者のイチオシ

グルメで南予の“おいしい”を満喫し

てください！ 一部の施設ではお得な割

引等も行っています。
八幡浜支局商工観光室

安井 優介
やす　い ゆう すけ

私
が

お
答
え
し
ま
す
！

私
が

お
答
え
し
ま
す
！

昨年の様子

前夜祭は邦楽ライブ、当日はジャンボきじ鍋の無料

提供や魚のつかみどり、びっくり市など。歌やダンス

など多彩なステージも披露されます。

鬼北町最大のイベント『でちこんか2017』鬼北町

昨年のびっくり市の様子八幡浜支局商工観光室　　 0894-22-4111

詳しくは

上記の各高等技術専門校へお問い合わせください

詳しくは

昔あそびフェスタ

竹馬やコマ、お手玉などの昔遊びを体験してみましょう！ おじいちゃ

んやおばあちゃんと一緒につくれる、竹ぽっくり工作もあります。

9/24（日）11：00～12：00、14：00～15：00
工作のみ先着100名　　 工作のみ100円

第16回えひめスポーツ俳句大賞

スポーツをテーマとした「俳句」「ハイブリット（俳句＋フォト）」の2

部門において、すべてのスポーツに関する作品を広く募集します。

日本在住の方（海外の方も可）
11/30（木）までに、協会HP、指定ハガキにより投句 ※当日消印有効

（公財）愛媛県体育協会「えひめスポーツ俳句大賞」係　　 089-911-1199

「救急の日」イベント ～ドクターヘリ実地訓練～

東温市で開催する「救急の日」イベントにあわせ、ドクターヘリの

円滑な運航を図るための実地訓練等を実施します。

9/10（日）10：00～15：00　　 フジグラン重信店（東温市野田3-1-13）
医療対策課　　 089-912-2450 ※天候等により中止の場合あり

農林水産参観デー〔10/13（金）・14（土）〕

今年に限り、日程が変更となっておりますのでご注意ください。

10/13（金）・14（土）8：30～16：00（14日は～15：00）
　 農林水産研究所（松山市上難波甲311）　　 089-993-2020
　 果樹研究センター（松山市下伊台町1618）　　 089-977-2100

南楽園観月祭いもたき

風味豊かな「いもたき料理」に舌鼓を打ち、秋の一夜を楽しめま

す。期間中は雅楽、ジャズなどの演奏会も開催予定です。

9/8（金）～24（日）18：00～21：00 期間中無休
※天候により室内で行う場合あり。
お月見セット2,180円（いもたき＋月見弁当）※入園料が別途必要
　 南楽園（宇和島市津島町近家甲1813）　　 0895-32-3344

障がい者文化芸術祭 ～アーツポンチえひめ～

障がいのある人によるアート作品の展示、舞台発表のほか、障がい者福

祉施設によるお菓子やジャム、クラフト、雑貨などの販売を行います。
9/13（水）・14（木）10：00～17：00　　 エミフルMASAKI（松前町筒井850）
障がい福祉課　　 089-912-2424

夜の動物園

普段とは違う、夜の動物たちの様子をお楽しみください。

10/14（土）、21（土）9：00～21：00（入園は19：30まで）

犬と楽しみながら学ぶしつけ方教室（3回コース）

ドッグスポーツを通して、犬も飼い主も楽しみながらしつけ方を

学んでいく教室です。協力：NPO法人　日本ケアドッグ協会

10/15（日）、22（日）、29（日）13：00～15：00
先着7名（県内在住のドッグスポーツを楽しみたい飼い主と犬。犬は登録・
狂犬病予防注射済、混合ワクチン有効期間中であること）
～9/24（日）までに電話または来所にて申し込み

ペット写真コンクール作品募集

ペットと飼い主が一緒に写った写真を募集します。未発表・自作

の作品（E判以上・カラー）で、一人3点まで。

「題」、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、メッセージを記載し、郵送ま
たは持参にて申し込み。10/15（日）消印有効。

動物何でも相談

動物病院と動物園の獣医さんが皆さんの疑問に答えてくれます。

所蔵品展 えひめ国体開催記念 侍の美

えひめ国体開催を記念した県美術館所蔵品によるテーマ展を開催します。

9/9（土）～11/6（月）9：40～18：00　　 大人300円、高大生200円、小中学生無料
県美術館学芸課　　 089-932-0010

特別展「高虎と嘉明 ―転換期の伊予と両雄―」

安土桃山時代から江戸時代にかけて、伊予を治めた藤堂高虎と加藤

嘉明に注目し、彼らが生きた時代の伊予の姿について振り返ります。

9/30（土）～11/26（日）9：00～17：30
高校生以上550円、65歳以上・小中学生280円

テーマ展「相撲の歴史と民俗 ―館蔵品を中心に―」

西予市野村町での国体相撲の開催にあわせ、愛媛の相撲の歴史・

文化に関する資料を紹介します。

9/30（土）～11/26（日）9：00～17：30　　 常設展観覧料が必要

サイエンスショー「カラフル☆ケミカルサイエンスショー」

グラスに注ぐと色が変わるジュース、声に反応する液体、赤色や

緑色の炎で燃えるランプなど、ふしぎで美しい化学のサイエンス

ショー。
～10/9（月・祝） 金曜13：00～、土・日曜、祝日13：00～／15：00～
常設展観覧券が必要

特別展「VRスポーツサイエンス」

VR装置と科学体験展示でさまざまなスポーツ競技を見て触れて

知って楽しもう！

～9/18（月・祝）　　 高校生以上800円、65歳以上600円、小中学生400円

9/17（日）11：00～16：30　　 エミフルMASAKI（松前町筒井850）
講演会のみ150名（抽選）　　 9/6（水）までに氏名、住所、電話、参加人数を 　 へ
人権対策課　　 089-912-2455

ふれあいフェスティバル2017

LGBTアクティビスト東小雪さんの特別講演会（事前申し込み要）のほか、人

権をテーマにしたイベントが満載！ 楽しみながら、一緒に考えてみませんか。

えひめジョブチャレンジU‐15事業！ 協力企業募集

県では、今年度より中学生が5日間の職場体験学習を行う、えひ

めジョブチャレンジU‐15事業を、今治東、松山西、宇和島南の

県立中等教育学校をモデル校として実施します。来年度以降、こ

の取り組みを広げていく予定ですので、中学生の5日間の職場体

験学習の受け入れをしていただける企業を募集しています。

教育委員会義務教育課　　 089-912-2943

自転車ヘルメット de おしゃれコンテスト

ヘルメットと自転車、お気に入りの洋服をコーディネートした写真

を応募するコンテストの参加者を募集します。各部門上位3人に県

産品等を贈呈するほか、最優秀者はポスターモデルに採用します。
9/10（日）までに、HP、郵送により応募。
詳細についてはお問い合わせいただくか、県HPでご確認ください。
消防防災安全課　　 089-912-2321

委員会・審議会などの委員を募集

愛媛県スポーツ推進審議会の委員（1名）を募集します。

～9/15（金）までに応募。応募資格等の詳細については　  またはHPでご確認ください。
文化・スポーツ振興課　　 089-912-2983

マイナポータルで子育てサポート

保育所入所や児童手当のお手続きは子育てワンストップサービスで簡単便

利。ご利用にはマイナンバーカードが必要です。カードの申請はお早めに！

市町振興課　　 089-912-2211

高速道路 秋季夜間通行止めのお知らせ

松山IC～大洲北IC間／9/4（月）～8（金）（5夜間）各日20：00～翌朝6：00

今治小松道／9/19（火）・20（水）（2夜間）各日20：00～翌朝6：00

西日本高速道路（株）四国支社 愛媛高速道路事務所　　 089-905-0181

衆議院小選挙区の区割りの改定等について

衆議院小選挙区の区割りが改定されました。詳細は県選挙管理

委員会のHPをご覧ください。
県選挙管理委員会　　 089-912-2212

9/9（土）は「救急の日」

医療機関や救急車の適正な利用を心がけましょう。

医療対策課　　 089-912-2450

ご存知ですか？ 無期転換ルール

H25.4/1以降に開始した有期労働契約が反復更新されて通算5

年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない

労働契約（無期労働契約）に転換できます。
愛媛労働局雇用環境・均等室　　 089-935-5222

消費生活講座 ～県と愛媛大学の連携講座～ 受講生募集

消費生活に関わる法律や経済の知識、消費生活トラブルに関す

る対処法を学びませんか。

10/4（水）～H30.1/24（水）毎週水曜10：20～11：50（全15回）
※祝日および年末年始、12/27（水）は除く
愛媛大学法文学部大講義室（松山市文京町3）
50名程度（消費者問題に関心のある一般消費者）
9/22（金）までに住所、氏名、年齢、性別、電話番号を、FAXまたはメールで　  へ
県民生活課消費者行政グループ　　 089-912-2336
089-912-2299　　 kenminseikatsu@pref.ehime.lg.jp

H29年就業構造基本調査〔10/1（日）調査期日〕

就業・不就業の状態を明らかにし、国や県の雇用・経済政策などに役

立てられる、5年に1度の調査です。調査員が伺いましたら、ご回答を

お願いします。インターネットでも回答できます。

全国から無作為抽出された世帯（県内では約1万世帯）の、15歳以上の世帯員
統計課　　 089-912-2266

秋の行楽シーズンに南予地域で開催される
“食”のイベントを教えてください。Q.

みきゃんCL
UBみきゃんCL
UB

みきゃん大好き
！

CLUB
投稿やクイズ正解者のなかから

抽選でプレゼント！

クラブ

選手たちを○○して、

一緒に盛り上がりましょう！

プレゼント
クイズ

プレゼント
クイズ

○○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。

みきゃんの缶バッジを5名さまにプレゼントB賞
※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。

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247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。

郵　便：

メール:

〒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　締め切り：9/12（火）当日消印有効

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。

県内外からたくさんの方々がいらっしゃるえひめ国体！

みきゃんらしい最高のおもてなしをしたいけん！

いよいよ今月末にえひめ国体が開幕するけど、

みきゃんの意気込みは？（松山市・すっちー・24歳）

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。

みんなのお便り待っとるけん！

おしえて
みきゃん！

アンパンマンバスやノンステップバス。レトロなバス

の展示・試乗のほか、鉄道模型の走行展示などを実施

します。

国体みきゃんのイラストが入った「ハタダ栗タル

ト」のほか、「御栗タルト」「金時のさぶ」「鳴門金時

ポテト」「媛の月」と、ハタダを代表する銘菓を詰

め合わせました。おみやげにもぴったり！

提供／（株）ハタダ
■☎ 0897-41-4141（8：30～20：00）

プレゼント A賞

新居浜市 「ハタダ銘菓詰め合わせ」を

5名さまに

絵柄は

届いてからの

お楽しみ！

とべ動物園 ☎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）

動物愛護センター ☎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） あい＆愛

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） 坊

に
は

えひめこどもの城 ☎089-963-3300

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）

県プロスポーツ地域振興協議会（文化・スポーツ振興課）　　 089-912-2983

愛媛FCホームゲーム

※試合に関する問い合わせ先　　 （株）愛媛FC　　 089-970-0700

ニンジニアスタジアム

日時 対戦相手 開始

9/17（日）

9/24（日）

京都

横浜

19：00

16：00

9/10（日）10：00～15：00　　 大街道アーケード内（千舟町側入り口）
交通対策課　　 089-912-2251

親子健康づくり講座

あなたの体力、生活習慣をチェック！ 親子で楽しく体力づくりし

ましょう。
10/15（日）14：00～15：30
お子さんと保護者30組（4歳児程度のお子さんから）
申込書に必要事項を記入の上、　 へ
　 県武道館（松山市市坪西町551）　　 089-965-3111

連続講座 アトリエを最大限利用してオリジナルの服を創ろう！

アトリエの再開を祝し、アトリエで対応できるさまざまな方法の

なかから、オリジナルの服にリメイクしてみましょう。天然素材の

Tシャツ・布等をご持参ください。
9/9（土）・10（日）、23（土・祝）・24（日）10：00～15：00
※上記日程で技法を説明。制作は通常のアトリエも利用可能
※初日以外は必要な日程に参加
10名（先着）　　 事前申し込みが必要　　 200円～1,000円程度
美術館学芸課普及グループ　　 089-932-0010

① ②
広報広聴課　　 089-912-2243

詳しくは

県庁本館  88周年愛媛県 職業訓練

校　名 訓練科名（普通課程） 訓練期間

総合建築科 １年

募集期間等

２年

２年

２年

２年

２年

１年

２年

＜募集期間＞

9/25（月）～

10/18（水）必着

＜試験＞

10/25（水）

＜合格発表＞

11/1（水）

メカトロニクス科

自動車整備科

メタル技術科

今治タオルものづくり科

服飾モード科

ビジネスデザイン科

設備エンジニア科

新居浜高等技術専門校
　 0897-43-4123

今治高等技術専門校
　 0898-48-0525

松山高等技術専門校
　 089-924-5768

え がお

えひめ介護情報アプリ「愛顔ケアねっと」

愛媛の介護情報を手軽に検索できるアプリができました。介護保

険制度のしくみや手続き、相談機関や便利情報などを掲載。ぜひ

ダウンロードしてお使いください。「愛顔ケアねっと」で検索。
長寿介護課　　 089-912-2430

え がお

9/23（土・祝）13：00～16：00

南予ぐるっと旬グルメ

10/7（土）～22（日）の土・日曜11：00～、13：30～　　 各回20名 ※10/8（日）のみ1回60名
※県庁見学を希望される方は事前予約が必要です
※10/7（土）については、南海放送のHPから募集要項をご確認いただき、お申し込みください
※10/8（日）は、県庁見学の後、ファッションショーをご覧いただけます
参加希望日直前の金曜12：00までに、電話またはメール（kohokocho@pref.ehime.lg.jp）で　  へ

▲写真左が松井さん、右が松田さん

日時 主な対象者 場所

従業員
働く家族など

大洲市総合福祉センター
（大洲市東大洲270-1）

県紙パルプ工業会
（四国中央市川之江町4084-1）

経営者・管理職・
福利厚生担当者など

9/8（金）
13：30～15：30

9/13（水）
13：30～15：30

働く家族の介護力強化セミナー 受講者募集

県法人会連合会（松山市大手町2-5-7）　　 FAX、郵送、電話で　 へ
089-933-5596　　 089-947-4251

現役で働く世代向けに介護のセミナーを開催します！

えひめの生物多様性まるごとフェスタ
～つないでいこう 豊かな自然と生きものの恵み～

シンガーソングライターで生物多様性リーダー・イルカさんの講演や展示・

体験等を通して、自然・生きものとその恵みの大切さを楽しく学びます。

10/15（日）
・8Fスカイドームで展示、体験、物販等、9Fフロアで展示。10：30～17：00
・9Fローズホールで講演・活動発表会等を実施。13：00～16：30
いよてつ髙島屋（松山市湊町5-1-1）
300名（先着、9Fローズホール内のみ。他は定員無）
10/10（火）までに、住所、氏名、電話番号を、メールまたはFAXで　 へ
自然保護課　　 089-912-2368　　 089-912-2354
shizenhogo@pref.ehime.lg.jp

コ
シ
ロ
ち
ゃ
ん


