
みんなに見てほしいけん！

10/2（月）～えひめの暮らしやすさ、マンガで発信します！

11/4（土）10：00～16：00
ひめぎんホール（松山市道後町2-5-1）

「子ども伝統文化フェスタ」は、子どもを対象とした伝統文化に親しむための

フェスティバルです。子どもたちの成果発表や体験コーナー、展示のほか、きま

ぐれ市や移動動物園など、子どもたちが楽しめるイベントがもりだくさん！

また、今年度の県民総合文化祭は「躍れ、咲

け、文化の息吹き―愛媛2017―」をテーマ

に、10～12月にかけて県内各地で開催さ

れます。事業の日程等の詳細は県ホーム

ページをご覧ください。お待ちしています。

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 ？

「みかんと魚とちゃんぽんのまち八幡浜」の魅力を発

信するイベント。四国のご当地グルメが大集結し、航

空アクロバットショーも実施します！

やわたはま産業まつり・四国食1グランプリ 愛媛大会八幡浜市

11/11（土）・12（日）10：00～16：00
道の駅・みなとオアシス 八幡浜みなっと 緑地公園
やわたはま産業まつり実行委員会
0894-22-3111

H29年度県民総合文化祭

子ども伝統文化フェスタ

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）

「愛」あ
る

ブランド
産品で

つくろう
！

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

さといもごはん

さといもは1cm角に切り、水でさっと洗う。
炊飯器に洗った米・さといも・水・昆布・塩を入れて炊く。
茶碗によそい、ちりめん山椒を添える。

1

2

3

さといも............................. 70g
米 ..................................... 1.5合（225g）
水 ..................................... 320cc
昆布 .................................. 5cm角
塩 ..................................... 小さじ1/4
ちりめん山椒 ...................... 2g

ブランド産品

「伊予美人（さといも）」

※写真はイメージです。

観光スマホアプリ「みかん人倶楽部」では、県内の観

光施設をめぐると抽選で特産品が当たるポイントラ

リーを開催中です。ラリー参加には、まずアプリをイ

ンストール（無料）して、会員登録してください。ポイ

ントラリー画面にある観光施設を利用するとポイン

トを獲得できますので、来年2月末までに県内5施設

以上でのポイント獲得を条件に、自動でエントリーさ

れます。ぜひ秋の行楽シーズンに、みかん人倶楽部で

県内観光を楽しんでください。
観光物産課

岡田 大樹
おか だ だい き

私
が

お
答
え
し
ま
す
！

昨年の様子

はだか麦の生産が盛んな松前町には、そのおいしさ

が味わえるヘルシーなおやつがいっぱい。ぜひ味わ

いに来てください。詳しくは、専用HPをチェック！

はだか麦おやつ松前町

はだか麦おやつ

観光物産課　　 089-912-2491
info@mikanjin.jp みかん人倶楽部

詳しくは

文化・スポーツ振興課　　 089-912-2972

詳しくは

今月は「臓器移植普及推進月間」です

パブリック・コメント（意見公募）実施予定案件

愛媛県国民健康保険運営方針（案）。
保健福祉課医療保険室 国保係　　 089-912-2435

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）

企画展「東予産業遺産」

東予に残る産業遺産について、写真やパネルを用いて紹介します。

（東予歴史文化資源活用市町連携協議会共催）

10/7（土）～11/26（日）　　 常設展観覧券が必要

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。
～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

農林水産参観デー（林業まつり）

研究成果や林業機械・施設等の展示、林業技術・緑化相談、スタン

プラリーなどを行います。
10/21（土）・22（日） 9：00～16：00
　 林業研究センター（久万高原町菅生2-280-38）　　 0892-21-2266

犬ねこの譲渡会&譲渡前講習会

地域の模範飼主となっていただける方を対象とした譲渡会およ

び譲渡前講習会を開催します。
10/14（土）ねこ／9：30～11：30、犬／13：30～15：30
前日までに専用はがきを郵送（必着）、または前々日までに電子申請

とべ動物園の日

17歳以下もしくは高校生まで入園料が無料。もちまき大会、動物

○×クイズ大会などイベントも盛りだくさんです。
10/22（日）

みかん研究所参観デー

試験・研究成果の発表、施設や研究ほ場の公開に加え、早生みか

んコンクールなどのイベントを開催します。
10/25（水）9：30～15：00
農林水産研究所果樹研究センター みかん研究所（宇和島市吉田町法花津7-115）
カンキツ生産農家　　 みかん研究所　　0895-52-1004

えひめスポーツサイクルフォーラム

健康づくり・生きがいづくりに関心のあるシニア世代の方、サイク

リングを通じたセカンドライフの楽しみ方を学んでみませんか。

11/4（土）12：50～16：40　　 松前総合文化センター（松前町筒井633）
150名（県内在住の概ね60歳以上のサイクリングに関心のある高齢者）
県社会福祉協議会長寿推進課　　 089-921-5140

道後公園文化まつり 観月祭

伝統芸能やアマチュア音楽家の演舞・演奏が楽しめるほか、「道

後のいもたき」「湯築まんじゅう」の販売などがあります。

10/14（土）　　 道後公園
道後公園湯築城資料館（管理事務所）　　 089-941-1480

県立医療技術大学 学生祭

「わ」をテーマに開催します。第2回オープンキャンパスも同時開催。
10/21（土）・22（日）　　 オープンキャンパスは受験希望者および保護者等
　 県立医療技術大学（砥部町高尾田543）　　 089-958-2111

「みかん人倶楽部特産品プレゼントラリー」への

参加方法を教えてください。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

全国のアスリートたちが集結！ 選手たちに

熱い○○を送って私たちも競技に参加しましょう！

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361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：10/10（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。

Facebookやtwitter、instagramで
愛媛のええとこを発信しよるけん！

ぜひみてみてねぇ～♡

みきゃんはSNSはやってるの？
（松山市・えひめ大好き・31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！

若者の葛藤や地元愛を通し、“愛媛の良いとこ
ろ”を気づいてもらうマンガが完成。作者は県
内在住の漫画家・前山三都里（みどり）さん。
二次元コードから、ぜひご覧ください。

総合政策課　　 089-912-2230

「大洲ええモンセレクション」は、厳正な審査

を経て大洲市が認定した特産品です。自然の

恵みを活かした大洲ならではの「ええモン」を、

ぜひお召し上がりください。ご贈答にもおす

すめです！

提供／大洲市地産多消推進協議会
■☎ 0893-24-1722（8：30～17：15）

プレゼント A賞

大洲市 「大洲ええモンセレクション詰め合わせ」を5名さまに

絵柄は

届いてからの

お楽しみ！

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

※試合に関する問い合わせ先　　 ㈱愛媛FC　　 089-970-0700

愛媛FCホームゲーム ニンジニアスタジアム

日時 対戦相手 開始

10/15（日） 讃岐 15：00

愛媛オレンジバイキングスホームゲーム

※試合に関する問い合わせ先　　 ㈱エヒメスポーツエンターテイメント
　　　　　　　　　　　　　　　 089-934-2355

会場日時

10/14（土）

10/15（日）

10/20（金）

10/21（土）

10/29（日）

10/30（月）

開始

15：00

14：00

19：00

14：00

18：00

18：30

松山市総合
コミュニティセンター 体育館

松山市総合
コミュニティセンター 体育館

対戦相手

香川

熊本

群馬 宇和島市総合体育館

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

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

嘉明に着目し、彼らが生きた時代の伊予の姿について振り返ります。

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

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

高齢・障がい者雇用フェスタinえひめ

高年齢者・障がい者の雇用について、県民や事業主の理解と関心

を深めるためフェスタを開催します。
10/24（火）13：30～16：00　　 ひめぎんホール（松山市道後町2-5-1）
200名　　 雇用対策室　　 089-912-2505

点字版・音声版の選挙公報の配付案内（10/17締切）

配付を希望する視覚に障がいのある方（県議会松山市・上浮穴郡

選挙区の補欠選挙の有権者に限る）はご連絡ください。県広報誌

「愛顔のえひめ」（点字版・音声版）の購読世帯には送付予定です。
県選挙管理委員会　　 089-912-2212

「個別労働関係紛争処理制度」周知月間（10月）

雇用のトラブルまず相談。解雇や賃金未払い、労働条件違反など

お気軽にご相談ください。相談料は無料です。
労働委員会事務局　　 089-912-2996

里親月間（里親を求める運動）（10月）

さまざまな事情で自分の家庭で暮らすことができない子どもたち

を、自らの家庭で愛情と真心を込めて養育していただく里親さん

を募集しています。

子育て支援課または各児童相談所　　 089-912-2414

赤い羽根共同募金〔10/1（日）～H30.3/31（土）〕

寄せられた募金は、あなたのまちの福祉に役立てられます。

（福）愛媛県共同募金会　　 089-921-4535

ハロウィンジャンボ宝くじ発売〔10/11（水）～31（火）〕

1等賞金3億円、1等前後賞あわせて5億円！県内の宝くじ売り場でお

買い求めいただいたハロウィンジャンボ宝くじの収益金は、県内市町

の貴重な財源として、皆さんの暮らしに役立てられています。

財政課　　 089-912-2190

「棚田農業体験ツアー in 天川」参加者募集

美しい棚田で農業体験をしてみませんか。棚田に興味のある学

生の参加者を募集します。
10/22（日）9：00～16：00　　 西条市河之内「天川棚田」
20人（先着順、県内在住の18歳以上の学生・高校生は除く）
～10/13（金）までにメールにて　 へ（詳細は県HPを参照）
農地整備課農村整備係　　 089-912-2545

えひめツーキニストクラブ会員募集中

県では、個人または3人一組のチームを編成して、みんなで楽し

みながら自転車通勤に挑戦する「えひめツーキニストクラブ」の

会員を募集しています。
勤務先等で自転車通勤（通学）の許可を得ている方
県HP専用ページの様式に必要事項を入力して送信
環境政策課温暖化対策グループ　　 089-912-2349

森林ボランティア

森林ボランティアに興味がある方は一緒に参加しませんか。

10/22（日）10：00～15：00（中予会場予定）
中予会場 久谷ふれあい林（松山市久谷県有林）
10/13（金）までに、電話またはFAXで　 へ。詳細は同基金HPを参照

（公財）愛媛の森林基金　　 089-941-2111　　 089-912-2594

骨髄バンク推進月間（10月）

1人でも多くの患者さんを救うため、骨髄バンクドナー登録にご

協力をお願いします。
18～54歳までの健康な方　　 薬務衛生課　　 089-912-2391

えひめ教育の日〔11/1（水）〕、えひめ教育月間（11月）
「えひめ教育の日」推進大会・推進フェスティバル

「えひめ教育の日」を迎えるにあたり、教育関係者による記念講演や子

どもたちによる各種アトラクション、協賛イベントなどを行います。

11/5（日）12：30～16：20
エスポワール愛媛文教会館（松山市祝谷町1-5-33）

「えひめ教育の日」推進会議事務局〔（公財）県教育会〕
089-945-8644

① ②

松前町産業課商工水産観光係　
089-985-4120
https://hadakamugi.com/

愛媛県県民総合文化祭 医療対策課　　 089-912-2384

詳しくは

愛媛県 臓器移植普及推進月間

臓器移植法施行から20年を迎えますが、移植を希

望する人は全国で約14,000人。これに対し移植を

受けられるのは、わずか2％という現状です。臓器

移植の一層の推進を図るには、皆さんのご理解とご

協力が必要です。このため、県では、10/16（月）の

グリーンリボンデーに、いよてつ髙島屋「くるりん」

を緑色にライトアップするほか、スーパーのレジ画

面広報や県内各地での街頭キャンペーンなどを展

開します。これを機会に、家族や大切な人と“いの

ち”や“臓器移植”について話し合いませんか。NO

を含め、臓器提供の意思表示をお願いします。

　10/25松山市、11/14今治市・西条市、11/15宇和島市・八幡浜市、
11/16四国中央市・新居浜市
HPから申し込み（先着順）　　 （株）いよぎん地域経済研究センター
089-931-9705

経営者・人事責任者向けセミナーの参加者募集

「『働きたい人』獲得 新 採用戦略とは」とのテーマで企業向けのセ

ミナーを開催します。愛媛の新しい求人・移住サイトも紹介。詳し

くはHPをご覧ください。（「愛媛県採用戦略セミナー」で検索）

※応募資格等詳細については　 またはHPでご確認ください。

委員会・審議会などの委員を募集

子育て支援課　　 089-912-2413　　 ～10/16（月）　　 1名

愛媛県子ども・子育て会議

 アイテムえひめ（松山市大可賀2-1-28）
先着100名（マンション管理組合の役員、区分所有者およびマンション関係者）
～10/20（金）までにFAXまたはハガキ、メールにて　 へ
建築住宅課　　 089-912-2758　　 089-941-0326
kenchikujuut@pref.ehime.lg.jp

●えひめ暮らしと住まいフェア〈10/28（土）・29（日）10：00～17：00（29日は～16：00）〉

●マンション管理基礎セミナー（10/29（日）13：30～16：20）

住まい・暮らしに役立つセミナーや住宅に関する相談、楽しいイ

ベントを開催いたします。

アイテムえひめ（松山市大可賀2-1-28）　　 建築住宅課　　 089-912-2760

「えひめ暮らしと住まいフェア」および
「マンション管理基礎セミナー」

分譲マンションでの住環境の維持、トラブルの未然防止について

専門家が分かりやすくアドバイスします。

県議会議員松山市・上浮穴郡選挙区補欠選挙

10/22（日）は、県議会議員松山市・上浮穴郡選挙区の補欠選挙

の投票日です。有権者の意思を政治に反映させる大切な選挙で

す。投票に行きましょう。
県選挙管理委員会　　 089-912-2212

ヘルプマークの導入について

外見から分かりにくい障がい等をお持ちの方々が身に着

けることで、周囲に援助が必要なことを知らせる「ヘルプ

マーク」について、10/11（水）から県および各市町担当窓

口で配布を開始します。
障がい福祉課　　 089-912-2422

開園記念かしまき

10/24はえひめこどもの城の開園記念日！みんなでお祝いしま

しょう!! お菓子を取れなかった子にも、用意しています。

10/22（日）①11：00 ②14：00

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） コシロちゃん

私は大学で「愛媛」について学んでいま

す。そのなかで、愛媛県は全国に誇る大

企業もありますが、多くの産業は中小企

業によって支えられ、近年、少子化や人

口流出が進み、中小企業の数が減りつつ

あるということを知りました。このこと

をきっかけに、中小企業への支援について興味を持ちました。この現状を改善する

ために、県は「プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業」を行っています。粘り強

く思い切った事業展開と企業の生産性の向上などを目的とした取り組みで、経営

者向けのセミナーや研修会を行ったり、求職者と中小企業の間に入り、良い人材を

採用する機会を増やしたりしています。他県から人を呼び込む活動と同時に、中小

企業の活性化により安定した職の提供を進めることも大切だと感じました。

大坪 宥貴さん
お お つ ぼ ゆ う き 愛媛大学

法文学部1回生

愛媛の中小企業を応援します！
愛媛を支える中小企業

自動車ナンバープレートへの図柄導入にかかる意見募集

H30年度中に希望する方は自動車の「愛媛ナンバー」に「みきゃ

ん」柄のナンバーを設置できるよう準備を進めています。このた

び、図柄の選定に当たり、県民の皆さんからご意

見を募集します。詳しくは県HPをご覧ください。

応募者には抽選で県産品が当たります。
～10/31（火）までに、①HPに掲載している応募用紙をメールまたは郵便
にて　 へ、②県地域政策課、市町担当課窓口にて応募用紙を提出
地域政策課　　 089-912-2235　　 089-912-2969
chiikiseisak@pref.ehime.lg.jp

図柄例▶

※公開は10/2（月）～


