え

がお

愛顔つなぐフォト・絵画コンテスト

宇和島市 パールフェスティバル in うわじま2017

募集期間
選手の活動や県民の応援、ボランティア活動等
（水）
～１２/２２
（金）
記憶に残したい瞬間をおさめた写真・絵画を募集します！ １１/１
◆フォトコンテスト
【応募資格】 年齢、
性別、
国籍は問いません。
【応募方法】 専用ホームページ
「愛顔
（えがお）
つなぐフォトコンテスト」
にある
投稿フォームから応募してください
（河原学園HP）
。

089-947-5457

えひめ国体

2
3

089-912-2401

総合政策課
自転車新文化推進室
み
せ
とし ひと
見勢 俊人
詳しくは

授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を
対象に給付金を支給します
（県外の学校に通う高校生等も対象です）。
（私立）私学文書課

089-912-2221

訓練科名

お子さんの職業として、県職員や警察官に関心をお持ちの保護者
の方等を対象とした説明会を開催します。
・東予会場（東予地方局7F 中会議室） 12/4（月）13：30～15：00
・南予会場（南予地方局7F 第1会議室）12/6（水）13：30～15：00
・中予会場（県庁第一別館11F 会議室）12/9（土）13：30～15：00
参加者の氏名、電話番号等を電話等で へ（当日参加も可）
人事委員会事務局
089-912-2826

住まいづくり木工科
10カ月
アパレルビジネス科

11/1（水）～H30.3/26（月）

11/15（水）13：00～16：00
ひめぎんホール（松山市道後町2-5-1）
1,000名
人権対策課
089-912-2457

県総合運動公園「ペタンク教室」参加者募集
11/26（日）10：00～12：00
500円
30名（先着）
11/17
（金）
までに、
氏名、
電話番号を電話またはFAX、
メール、
ハガキで
県総合運動公園振興課（松山市上野町乙46）
089-963-2216
089-963-4104
info@eco-spo.com

開催場所

料金

12/23
（土・祝）16：00～18：30
ひめぎんホール
（松山市道後町2-5-1）
3,000人
入場整理券事前申し込み
文化・スポーツ振興課
089-912-2972

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

30名（小学1年生～18歳）

問 問い合わせ

電話

☎089-962-6000

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）

謎に包まれた未完の壁画の鍵を握る重要な作品タヴォラ・ドーリ
ア（ドーリア家の板絵）を中心に、
レオナルド幻の巨大壁画の「謎」
をめぐる旅へ誘います。

所蔵品展無料観覧やさまざまなイベントで美術館の誕生日を祝います。

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）

（動物愛護週間関連行事）
長寿犬猫飼育者・ペット写真コンクール入賞者表彰、動物愛護宣
言、
しつけ方相談、動物ふれあい等を実施します。
11/18
（土）
10：00～14：30
ひめぎんグラウンド
（松山市恵原町592）
※雨天時は10：00～、松山市保健所（松山市萱町6-30-5）
で表彰式のみ開催

飼い主自身が犬と一緒に問題行動を修正する方法を学ぶ教室です。
11/25（土）、12/3（日）
・10（日）
・17（日）9：30～12：00
5名
10/29
（日）
～11/12
（日）
の間に もしくはセンター来所時に申し込み

愛媛FCホームゲーム
日時

対戦相手 開始

11/5（日） 徳島

日時

日時

ニンジニアスタジアム
対戦相手 開始

15：00 11/8（水） 京都

対戦相手 開始

11/17（金） 山形 19：00
12/1（金） 東京Z 19：00

アフリカゾウの「媛」へ特製ケーキのプレゼントなどを行います。
※餌やり体験等が当たる抽選券を12：00から先着300枚配布

日時

定休日

対戦相手 開始

19：00 11/12（日） 群馬 15：00

㈱愛媛FC

089-970-0700

会場

日時

対戦相手 開始

松山市総合 11/18（土） 山形 14：00
コミュニティ
12/2（土） 東京Z 14：00
センター

※試合に関する問い合わせ先

会場

駐車場

多目的トイレ

スタッフの介助あり
※事前連絡が必要

食事施設

松山市総合
コミュニティ
センター

㈱エヒメスポーツエンターテイメント
089-934-2355

県プロスポーツ地域振興協議会（文化・スポーツ振興課）

11/11（土）13：00～

メールアドレス

あい＆愛

11/3（金・祝） 福岡 14：00 伊予市民体育館 11/4（土） 福岡 14：00 伊予市民体育館

アフリカゾウ媛の誕生会

ファクス

☎089-977-9200

愛媛オレンジバイキングスホームゲーム

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）

11/15（水）13：30～16：00
松山市立子規記念博物館（松山市道後公園1-30）
都市計画課
089-912-2738

対象者

☎089-932-0010

※試合に関する問い合わせ先

県文祭30周年記念事業第一弾！坊っちゃん劇場や米良美一氏出演予定です。

※特に表記のない場合は、無料

コ
シ
ロ
ち
ゃ
ん

愛媛マンダリンパイレーツの選手が、野球を基本から指導してく
れます。
野球やってみませんか。

とべ動物園

常設展観覧券が必要

問題行動のある犬のしつけ方教室（4回コース）

☎089-963-3300

エンジョイ・レク！「野球」

東京大学羽藤教授による講演、景観まちづくりに携わる方々によ
るパネルディスカッションを行います。

へ

～2/25
（日）9：00～17：30

動物愛護フェスティバルえひめ2017

常設展観覧券が必要

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）

えひめ景観シンポジウム

H29.3月に県指定有形文化財（考古資料）になった、大型器台と
いう弥生土器から当時の西部瀬戸内の交流の様子を探ります。

動物愛護センター

常設展観覧券が必要

11/25（土）13：30～15：00

テーマ展「大型器台とその時代 －西部瀬戸内の弥生文化圏を探る－」

開館記念イベント
（11/19（日））
カ
ハ
ク
ン

太陽観測衛星「ひので」をはじめとする最新鋭の観測装置によ
り、次々に明らかにされてきている太陽の姿を豊富な写真やイラ
ストで紹介します。

県民総合文化祭30周年記念事業プレイベント

初心者から経験者まで、
どなたでもご参加いただけます。

☎0897-40-4100

えひめこどもの城

開館23周年記念イベント 無料開放日
（11/12
（日）
）

～12/24
（日）
9：40～18：00
一般1,300円、
高大生900円、
小中学生500円
「アンギアーリの戦い」愛媛展実行委員会
089-935-2355

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との共催です。

089-977-3261

は
に
坊

企画展 レオナルド・ダ・ヴィンチと「アンギアーリの戦い」展
～日本初公開「タヴォラ・ドーリア」の謎～

企画展「東予産業遺産」

～11/19（日）

☎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）

愛媛県美術館

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）

～11/26（日）

歴史文化博物館

常設展・特別展「高虎と嘉明」が無料で観覧いただけます。毎年恒
例のおもち・お菓子配り、
はに坊のどんぐりマルシェも実施します。

12/2（土）10：00～11：00
30名（先着、4歳児程度～小学生の初心者）
11/30（木）までに、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

評論家の荻上チキさんの講演等人権について理解を深めるイベ
ントを開催します。強調月間中は、このほかに人権啓発講座も開
催します。詳しくは県HPをご覧ください。

12/9（土）13：00～16：00
30名（抽選）
11/24（金）までに、参加者全員の住所、氏名、電話番号、小中高校生の場合
は学年を明記のうえ、往復ハガキまたはFAX、メールで へ（1度の応募で
5名まで）※メールの場合は、件名に「12月体験教室応募」
と明記
紙産業技術センター 12月体験教室係（四国中央市妻鳥町乙127）
0896-58-2144
0896-58-2145
kami-cnt@pref.ehime.lg.jp

※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。

ノッてる！えひめ

保護者も一緒に参加できます。

差別をなくする強調月間〔11/11（土）～12/10（日）〕
「差別をなくする県民のつどい」

水引でクリスマスの飾りをつくろう！

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
メール: kohoshi@pref.ehime.lg.jp 締め切り：11/7（火）当日消印有効

パネル巡回展「太陽のふしぎ」

農大産の新鮮な野菜・花・果物の販売、
もちまき等を行います。

募集します

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。

武道入門講座「はじめての剣道編」

089-912-2349

県立農業大学校収穫祭
11/3（金・祝）10：00～14：30
県立農業大学校（松山市下伊台町1553）

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353通）

～11/30（木）9：00～17：00
入園料大人310円、小人150円
南楽園（宇和島市津島町近家甲1813）
0895-32-3344

総合科学博物館

県社会福祉事業団「ほほえみフェスタ」

089-924-3305

※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。

秋のいやしの南楽園

合格発表

11/13（月）
～
12/15（金） 12/22（金）
12/8（金）
必着

環境政策課

089-912-2234

絵柄は
届いてからの
お楽しみ！

プレゼント B賞 みきゃんの缶バッジを5名さまに

11/26（日）14：00～16：00
県立中央病院（松山市春日町83）
200名
県立中央病院総務医事課
089-947-1111（内線2170）

温泉でほっ！ とシェアキャンペーン

市町村税・県税一斉滞納整理強化期間

日時

選考日

提供／東温市観光物産協会
☎ 089-993-8054
（8：30～17：15）
■

「チームで心不全を防ぐ、
治す」
をテーマとし、
心不全はどんな病気、
治療で使うお薬、運動療法のほか、心臓病の食事について、医師、薬
剤師、
理学療法士、
管理栄養士がそれぞれ講演します。

11/12（日）10：00～15：00
県身体障がい者福祉センター（松山市道後町2-12-11）
089-924-2101

税金の納付忘れはありませんか？ 11月から12月は給料やボー
ナスの差し押さえなど滞納整理を強化します。納付はお早めに！

東温市の特産品であり、食物繊維が豊富で健
康食品として注目を集めている「もち麦」と、
骨まで食べられる干物「まるとっと」の詰め
合わせをお届けします。東温市の“おいしい
もの”でヘルシーな毎日をお過ごしください。

市民公開講座「知っておきたい心臓病の最新情報」

イベ ン トに 出 か け ま せ ん か ？

お店選びはSマークで

アイコンの説明

申し込み期間

障がいのある方と地域の皆さんが和気あいあいと交流できる楽
しいイベントが盛りだくさんです。

厚生労働大臣許可のSマークを表示している理容店、クリーニン
グ店、美容店、
めん類飲食店などは安全、安心、清潔を約束します。

東温市「特産品詰め合わせ」
を5名 さまに

11/12（日）12：30～16：00
松山市総合コミュニティセンター
（松山市湊町7-5）
1,000名
県精神保健福祉協会
089-934-5714

銭湯や温泉施設を利用して、家庭でお風呂を沸かす回数を減ら
すことで地球温暖化の防止につなげましょう。

県職員等の業務内容等に関する保護者説明会

（公財）県生活衛生営業指導センター

訓練期間

入校料・授業料無料（テキスト代等の自己負担あり）※施設見学可（要予約）
県立宇和島高等技術専門校
0895-22-3410

089-912-2414

自分の身や家族を守るには
日頃の○○の積み重ねから！

えひめクールチョイス大作戦

期間中、盆栽展（11/3（金・祝）～15（水）や茶会（11/5（日））、
ウオーキングイベント
（11/12（日）、19（日））、夜間のライトアッ
プ（11/23（木・祝）～26（日））など、さまざまな催しを行います。

県立宇和島高等技術専門校
入校生募集〔H30年度入校：前期試験〕

児童虐待防止推進月間（11月）～オレンジリボンキャンペーン～

子育て支援課

プレゼント
クイズ

子どもの発達障がいをテーマとし、名古屋大学医学部附属病院
親と子どもの心療科の岡田俊先生の講演や、オカリナ演奏、医
療・教育の専門家によるシンポジウム等を行います。

12/1
（金）
13：30～16：00
県男女共同参画センター
（松山市山越町450）
100名
（先着）
11/29
（水）
までに、
FAXまたはメール、
郵送、
電話で へ
えひめ若者サポートステーション
089-948-2832
089-941-5301
sp-station@lagoon.ocn.ne.jp

089-927-3490
089-926-1644

虐待かなと思ったら、児童相談所または市町の窓口、
もしくは全国
共通ダイヤル189までご連絡ください。

○○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。

県精神保健福祉大会「心のふれあい講座」

えひめ若者サポートフォーラム

女性に対する暴力をなくす運動〔11/12（日）～25（土）〕
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。次の機関では、年間を通じ相談を受け付けています。一人で
悩まず早めに相談してください。秘密は厳守します。

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。

今年度は11/12（日）を自転車に親しみ、サイク
リングを楽しむ「愛媛サイクリングの日」
として、
県内市町で一斉に自転車に関するイベントが開
催されます。ロゲイニングやスタンプラリー等、
家族で参加できるサイクリングや、大人と子ども
の自転車運動会、レンタサイクルの無料貸し出
し、
サイクリストへのおもてなし等のほか、当日、
気軽に参加できるイベントもあります。
この機会
にぜひ自転車に乗ってサイクリングの魅力を体
感してみませんか。

総合政策課自転車新文化推進室

なかなか仕事に就くことができない…そんな状況にある若者の
支援について考えるフォーラムを開催します。

奨学のための給付金〔期限：11/30（木）〕

県福祉総合支援センター
県男女共同参画センター

089-912-2349

A.

11/26（日）13：30～15：30
県薬剤師会館（松山市三番町7-6-9）
20名（県内在住の18歳以上の方）
11/17（金）までに、応募申込書をメール・FAX・郵送で へ
薬務衛生課
089-912-2391
089-912-2389
yakumueisei@pref.ehime.lg.jp

「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！

みんなのお便り待っとるけん！

「愛媛サイクリングの日」について教えてください。

献血時に行う骨髄バンクドナー登録会で、希望者に説明を行う
「ドナー登
録説明員」
の養成研修参加者を募集します。詳細はHPをご覧ください。

歯と口腔の健康づくり月間（11月）

え がお

みんなの愛顔と愛媛のおいしい食べ物が
元気の源やけん！

プレゼント A賞

お私
答が
え
し
ま
す
！

お知らせします

089-912-2951

ツ

「ドナー登録説明員」養成研修会参加者募集

Convenient Notebook

（国公立）高校教育課

コ

Q.

レンコンとナスを素揚げする。
鶏むね肉は片栗粉をまぶして揚げる。
鍋で
（A）
を合わせ、1 を入れてさっと煮る。
器に盛り、
青ねぎと糸とうがらしをのせる。

県民の便利手帖

おしえて みきゃんはいつも元気だけどそのパワーは
みきゃん！ どこからくるの？（八幡浜市・60歳・M.Sさん）

ブランド産品

る
「愛」あ で 「媛っ子地鶏
（鶏肉）
品
産
ド
ン
松山長なす
ブラ
！
／まっすぐ
（なす）
」
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

健康増進課

ツ

環境政策課

だし............................ 300cc
（A） 濃口しょうゆ................ 大さじ2と1/2
みりん......................... 大さじ2と1/2
揚げ油 ............................... 適量
※写真はイメージです。
1

11/11
（土）
13：00～16：00
（10：30～12：00は一部キャラクターによるPRタイムを実施予定）
えひめこどもの城芝生広場※雨天の場合は児童館内
えひめこどもの城
089-963-3300

詳しくは

②

あのこの愛媛

材料
（4人分）

11/11（土）はみきゃんのお誕生日。今年はえひめこどもの城で「みんなでお祝
い！
！ みきゃんのお誕生日イベント」
を開催します。
イベントでは、
ご当地キャラ
による運動会などを行い、
みんなと楽しく遊びます。

家庭の省エネ対策を無料で提案する「うちエコ診断」を受けた方々を対象に、
11～12月の電気・ガス使用量について、前年同月の使用量と比べた削減量に
応じてポイントを付与するキャンペーンを実施しています。対象の
省エネ家電を購入する際に、ポイント数に応じて最大
10％の割り引きが受けられるほか、うち
エコ診断を受けた方は、もれなく1%の割
り引きを受けられます（要申請）。キャン
ペーンに参加して、お得に省
エネ家電を購入しませんか。

詳しくは

レンコン............................. 1節（180g）
（0.5cm幅のいちょう切り）
鶏むね肉（ひと口大に切る）.... 125g
ナス
（乱切り）...................... 1本（80g）
青ねぎ（小口切り）................ 適量
糸とうがらし....................... 適量
片栗粉 ............................... 少々

みきゃんのお誕生日会イベント

お得に省エネ家電の買い替えをしませんか
CO2CO2がんばるキャンペーン実施中！

※「あのこの愛媛」は愛媛県、伊予銀行、いよぎん地域経済
研究センター、野村総合研究所、HRソリューションズで構
成するコンソーシアムで運営しています。

レンコンと鶏肉のあげびたし

お誕生日会やるけん！

11/23（木・祝）、25（土）
・26（日）
9：00～18：00（入館は17：30まで）
鉄道歴史パーク in SAIJO（西条市大町798-1）
0897-47-3855

鉄道ホビートレインがやってくる！

15,000件以上の県内求人情報や移住情報を、スマート
フォンやPCなどからまとめて探せる新しい求人・移住情
報総合サイト
「あのこの愛媛」がオープン！ 短時間でも働
ける近所のパート・アルバイトや新卒社員の募集など、多
様な求人情報を発信。地図上での求人企業の表示やキー
ワード検索、主婦・主夫歓迎、シニア歓迎コーナーなどさ
まざまな方法で愛媛の求人を探せます。

089-912-2233

投稿やクイズ正解者のなかから
抽選でプレゼント！

開館10周年を記念して、鉄道ホビートレインや保線
用車両の特別公開、C57機関士体験、
ミニSL乗車会
など、
楽しい鉄道イベントを開催します。

コ

総合政策課

クラブ

西条市 伊予西条 鉄道フェスタ2017

愛媛の求人・移住情報総合サイトが新登場！

①

みきゃんC LU B

11/11（土）
・12（日）10：00～17：00
南予文化会館 産業振興センター
（宇和島市中央町2-5-1）
宇和島市商工観光課
0895-49-7023

昨年の様子

◆絵画コンテスト
【募集部門】「小学生の部」
「中学生の部」
「高校生の部」
「特別支援の部」
の４部門
【応募資格】 小学生の部／県内の小学校に通う児童
中学生の部／県内の中学校および中等教育学校
（前期課程）
に通う生徒
高校生の部／県内の高等学校および中等教育学校
（後期課程）
に通う生徒
特別支援の部／県内の特別支援学校および特別支援学級に通う児童・生徒
※学校に提出してください。
一般の方の応募は受け付けておりません。
詳しくは

国体総務企画課

！
みきゃん大好き

日本一の真珠の産地、宇和島ならではの高品質な真
珠製品を特価で販売します。11/12（日）は、宇和島
市産業まつりも同時開催します！

089-912-2983

託児サービス Web Webにも掲載

