Q.

大洲市 鹿野川荘 2018年4月に大リニューアル予定！

県職員や警察官の仕事について、
話を聞く機会はありますか？

お私
答た
えち
しが
ま
す
！

A.

県の仕事の魅力発見セミナーを開催します。さまざま
な部署の先輩職員との座談会や、仕事と家庭生活の両
立について、
先輩職員によるパネルディスカッションを
行います。
翌日の職場見学会にもぜひご参加ください！

お肌がしっとりpH10の美人湯

え

●
「えひめ自助・共助推進大会」
を開催します
災害時における自助・共助の大切さについて理解を深めませんか？ 事前申し
込みのうえ、
ぜひ会場にお越しください！

材料
（4人分）

②

089-941-2160

る
「愛」あ で
品
産
ド
ン
ブラ
！
う
ろ
つく

「紅まどんな（かんきつ）」

3

※写真はイメージです。

鍋に（B）を入れ、沸騰直前まで温めて火からおろす。
（A）を加えてしっかり混ぜて溶かす。
1 をバットなどに入れて冷蔵庫で約2時間冷やしてかためる。
2 がかたまったら適度にくずし、
紅まどんなと混ぜ合わせて器に盛る。

1/9（火）13：30～15：00
県総合運動公園 体育館
（松山市上野町乙46）
500円
60名（先着）
12/28（木）までに、氏名、電話番号を電話・FAX・メール・ハガキで
へ
県総合運動公園振興課
089-963-2216
089-963-4104
info@eco-spo.com

忘年会・新年会はおいしく残さず食べきろう！
宴会の開始後30分と終了前10分は自席で料理をおいしく食べ
きる
「3010運動」を実践し、食品ロスを削減しましょう。

多重債務無料相談会

寄付月間2017 ―Giving December―

12/14（木）13：30～16：30
12名（借金問題でお悩みの方）
089-926-2603

1年の終わりに、寄付について考えてみませんか？ さまざまな取り組み
に、
あなたの思いを託しましょう。
あなたの寄付が日本の未来を創ります。
男女参画・県民協働課

差押不動産の合同公売会

12/6（水）13：00～
中予地方局（松山市北持田町132）
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・高松国税局
089-912-2204

～12/7（木）

健康増進課

089-912-2402

県内では「動画閲覧料未納」とメールが届き、利用料名目等でお
金をだまし取られる被害が多発しています。特に、電子マネーが
使われる被害が増加中です。注意してください。
警察相談専用電話

♯9110

県消費生活センター（松山市山越町450）
～12/13（水）までに電話にて へ

12/16（土）14：00～15：30
15名（先着、初心者）
申込書に必要事項を記入の上 へ。詳しくはHPをご覧ください。
県武道館
089-965-3111

県臨時職員採用試験
受験資格

満18歳以上（H30.4/1現在）

職務内容

事務補助

試験方法

筆記試験および面接試験 ※身体障がい者対象の採用試験も行います。

応募方法

12/8（金）～1/9（火）までに、インターネットまたは郵送により申し込み。
応募初日から試験案内を配布します。詳細は県のHPをご確認ください。

試験日

12/23
（土・祝）16：00～18：30
ひめぎんホール
（松山市道後町2-5-1）
3000名
入場整理券事前申し込み
文化・スポーツ振興課
089-912-2972
え がお

愛顔のえひめ特別支援学校技能検定

門

日

清掃・販売実務サービス部門
特別支援教育課

アイコンの説明

日時

開催場所

時

場

所

12/22
（金）
テクノプラザ愛媛
9：30～15：30 （松山市久米窪田町337-1）
1/20
（土）
9：30～15：30

※特に表記のない場合は、無料

歴史文化博物館

とべ動物園

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）

カ
ハ
ク
ン

クリスマスイベント

12/23（土・祝）
・24（日）両日とも11：15～

有料（各ワークショップなどにより異なる）

※特に表記のない場合は、申し込み不要、現地集合

常設展観覧券が必要

動物愛護センター

問 問い合わせ

☎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

ねこの移動譲渡会＆譲渡前講習会 in 宇和島

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。
12/9（土）9：30～11：30（ねこ）、13：30～15：30（犬）
動物愛護センター（松山市東川町乙44-7）
12/8
（金）
までに専用はがきを郵送
（必着）
、
または12/7
（木）
までに電子申請

愛犬のしつけ方講座

県内の小学生が描いた作品を、
エントランスホールに展示します。
12/9（土）～2/4（日）

犬を正しく理解し、犬とうまくコミュニケーションをとるための講
座です。犬の同伴不可。実技演習はセンターの犬を用いて行います。
12/3（日）14：00～15：00

テーマ展「学芸員のまなざし」、
「戸島歌舞伎と川瀨歌舞伎」

愛媛オレンジバイキングスホームゲーム

12/19（火）～1/28（日）

常設展観覧券が必要

えひめこどもの城

☎089-963-3300

日時

対戦相手

12/16（土）
12/17（日）
12/20（水）
12/29（金）
12/30（土）

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）

福島
奈良
名古屋

※試合に関する問い合わせ先
コシロちゃん

開始

会場

14：00

宇和島市総合体育館

14：00
19：00

松山市総合コミュニティセンター

14：00
14：00

今治市営中央体育館

㈱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）

楽しいネイチャークラフト ～たねの動物づくり～
自然からもらった珍しいたねや材料を使って、いろいろな動物を
作る工作を楽しもう！

電話

主な施設の年末年始の休館・休園日のご案内

089-912-2983

休館・休園

12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1
1/2
1/3
（月） （火） （水） （木） （金） （土） （日）（月・祝）（火） （水）

12/9（土）13：30～16：00

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～

受け付け、募集期間、応募方法

1/2（火）
・3（水）両日とも9：00～

12/16（土）13：00～15：00
南予地方局 7階 第1会議室（宇和島市天神町7-1）
12/15（金）
までに専用はがきを郵送（必着）、
または12/14（木）
までに電子申請

は
に
坊

「えひめのまつり」子ども絵画展

☎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）

対象者

☎0894-62-6222

今年3月に、
県指定文化財となった
「大型器台」
を展示しています。
12/16（土）13：20～下條信行愛媛大学名誉教授、大分市教委の
坪根伸也氏、
県埋文センターの松村さを里氏による
「鼎談」
を開催。

12/4
（月）
～10
（日）
9：40～18：00 ※12/5
（火）
は休館日
県美術館特別展示室（松山市堀之内）
障がい福祉課
089-912-2424

愛媛県美術館

先着300名さまにオリジナルマスコット、先着300組にオリジナ
ルカレンダーをプレゼントします。3日の11時からはおもちつき
も行います。

南予地域における模範飼主育成のため、ねこの移動譲渡会およ
び譲渡前講習会を開催します。

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―」

県内にお住まいの障がいのある方から応募いただいたアート作品を展示。ご来
場いただいた方からの投票で観客賞を決定しますので、ぜひお越しください！

カバ舎

お年玉プレゼント

学芸員が選んだ収蔵資料の逸品を
「こぼれ話」
も交え紹介します。
宇和島・戸島の歌舞伎資料などを同時期に展示します。

089-912-2965

☎089-962-6000

動物園ならではのクリスマスイベントを開催。カバのハグラーく
んに特製クリスマスケーキをプレゼントします。先着50名はケー
キの飾りつけに参加することができます。

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）

県武道館 剣道場
（松山市市坪西町551）

～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

料金

※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。

常設展観覧券が必要

12/23（土・祝）～25（月）

～2/25（日）

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。

人事課
089-912-2177
東予地方局総務県民課
0897-56-1300
南予地方局総務県民課
0895-22-5211

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：12/12（火）当日消印有効

開館時間を延長し、いつもとは違う夜の博物館をお楽しみいただ
けます。クリスマスにちなんだワークショップを開催します。

愛顔ひろがる えひめの障がい者アート展

1/20（土）

試験実施場所 県庁、中予地方局以外の地方局、支局

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。

クリスマスイベント

ゲストに歌手の米良美一氏や作家の早見和真氏をお迎えして、ク
ラシックコンサートや高 校 生ビブリオバトル 、坊っちゃん劇 場
ミュージカルコンサートなど、盛りだくさんのイベントを開催しま

え がお

初めてやってみたい人も、また柔道を始めたい人も大歓迎！ まず
は始めてみませんか。

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347通）

☎0897-40-4100

12/9（土）～1/28（日）

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。

私たちの生活に深く関わっている電気、熱、
光、運動、位置などのエネルギーを実際に体
験しながら、エネルギーの移り変わりや働
きを紹介します。

県民総合文化祭30周年記念事業プレイベント

接客・情報サービス部門

生きがいづくり武道入門講座 大人のための柔道編

プレゼント B賞 みきゃんの缶バッジを5名さまに

～1/14（日）平日（金曜のみ）13:00～、土・日曜、祝日13:00～／15:00～
常設展観覧券が必要

健康づくりセミナー（一般）
12/10（日）10：00～11：30
40名
申込書に必要事項を記入の上 へ。詳しくはHPをご覧ください。
県武道館
089-965-3111

提供／鬼北町
☎ 0895-45-1111
（8：30～17：15）
■

～3/11（日）9：00～17：30（入館は～17：00）
※休館日：月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29（金）～1/3（水））
県生涯学習センター内 愛媛人物博物館（松山市上野町甲650）
089-963-2111

部

ゼロからはじめるランニング講座です。

豊かな自然のなかで育った「鬼北熟成きじ」
は、しっかりした肉質と濃厚なうまみが特徴
です。肉とダシのうまみがたっぷり味わえる
「きじ鍋」と「きじだんご」をセットにしまし
た。この冬、ぜひ召し上がれ！

サイエンスショー「なるほど！ THE エネルギー」

清掃、
接客、
販売実務、
情報の各サービス業務について、
技能検定を
実施します。
特別支援学校の生徒のやる気と力を見に来てください。

募集します

プレゼント A賞

私たちの身のまわりには、どのようなエネルギーがあるのでしょ
うか。
エネルギーの種類や特性を分かりやすく実験で紹介します。

動画閲覧料やサイト利用料に関する架空請求詐欺メールに注意！

愛媛県選手団○○○！
応援ありがとうございました。

鬼北町「きじ鍋セット味付き」
を5 名 さまに

県生涯学習センターが所蔵する柳原極堂に関する史料（初公開史料多数）
を一堂に公開。俳人として、子規顕彰者としての業績を中心に紹介します。

愛媛県エイズ予防週間（12/1～12/7）
今年のテーマは「UPDATE！ エイズのイメージを変えよう」です。
期間中、県内各保健所では、無料・匿名による時間外エイズ抗体
検査を実施します。詳しくは、県HPをご覧ください。

プレゼント
クイズ

企画展「体験！ エネルギーワールド」

冬季企画展 生誕150周年記念 ～柳原極堂 所蔵品展

滞納整理の一環として、高松国税局、愛媛地方税滞納整理機構と
合同で差押不動産の公売会を実施します。

○○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。

089-912-2969

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）

イベ ン トに 出 か け ま せ ん か ？

089-912-2305

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。

総合科学博物館

県、愛媛弁護士会、愛媛県司法書士会と共催で、無料相談会を開催
します。
借金問題でお悩みの方、
法律専門家に相談してみませんか。

089-912-2356

え がお

11月11日のお誕生日に愛顔PR特命副知事に
任命されて驚いたけん！全国に愛媛の魅力と
え がお
愛顔を届けられるようがんばっていくけん！

愛媛大学法文学部
総合政策学科3回生

長年、筋膜を研究してきた首都大学東京の竹井仁教授に、今話題
の｢筋膜リリース体操｣について解説していただきます。

お知らせします

意気込みを教えて！
（E.M・松山市・31歳）

自転車を楽しみましょう！

県総合運動公園
「肩こり・腰痛の効果的な解消法 ～筋膜リリース体操を中心に～」

Convenient Notebook

え がお

おしえて 愛顔PR特命副知事になったってきいたけど
みきゃん！

私は夏休みの期間を利用して、自分の進路選択の
参考のために、愛媛県のインターンシップに参加
しました。配属された総合政策課自転車新文化推
進室では、県民の皆さんにもっと自転車を利用し
ていただくため、広報やイベントなどのさまざま
な企画を行っていました。私も実際に、広報や自転
車道の整備に関する会議を見学させていただき、県庁でどのような仕事が行わ
れているのかを深く知ることができました。今回、学んだことを参考にしながら、
今後の自分の進路を決めていきたいと思います。
また愛媛県の魅力発信のツール
として、自転車新文化が県内外により広がっていくことを期待しています。

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

循環型社会推進課

たく まさ

瀧岡 拓真さん

県民の便利手帖

089-912-2190

みんなのお便り待っとるけん！

文化・スポーツ振興課
089-912-2972
bunkasports@pref.ehime.lg.jp

たき おか

紅まどんな ......................... 1個
（食べやすい大きさに切る）

2

財政課

～インターンシップを終えて～

みかんジュース............. 330cc
（B） コアントロー酒............. 大さじ1
砂糖 ........................... 25g

1

～12/22（金）

がお

行政を知る

ブランド産品

ゼラチン...................... 5g
（A） 水 .............................. 少々
（ゼラチンをふやかしておく）

※コアントロー酒…オレンジリキュール

10：00～／13：00～
2,000円
（1セット5食分料金、
別
途体験料として1人300円が必要）
※個人は5日前、
団体は10
日前までに要予約
月曜
（祝祭日の場合は翌日）
クラフトの里 そば打ち体験道場
（伊予市中山町中山子271）
089-968-0756

詳しくは

えひめ自助・共助推進大会

大人な味のみかんゼリー

「年末ジャンボ」
「ミニ」
「プチ700万」が3本同時に発売中です。特に「年末ジャ
ンボ」は、1等前後賞合わせて10億円の超豪華賞金！宝くじの収益金は、皆さ
んの暮らしに役立てられています。ぜひ県内の売り場でお買い求めください!!

朗読者選考会：12/19（火）、表彰式イベント：H30.2/25（日）14：00～予定
ひめぎんホールメインホール（松山市道後町2-5-1）
先着15名
12/11（月）までに、郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、職業を、電話・FAX・メー
ルで へ

12/20（水）13：00～16：30
ひめぎんホール サブホール
内容／記念講演、活動事例発表、パネルディスカッションほか
※入場無料（定員になり次第、締め切らせていただく場合があります）

089-912-2335

「年末ジャンボ宝くじ」
1等前後賞合わせて10億円！

全国各地から3000作品を超える応
え がお
募のあった「愛顔あふれる感動のエ
ピソード」の受賞作品について、表
彰式イベント当日に朗読いただける
方を募集します。ご応募いただいた
方を対象に、県庁にて選考会を実施
し、朗読者3名程度を決定します。

12/18（月）11：00～1分間 ※えひめ防災週間［12/17（日）
～23（土・祝）］
の間ならいつでも可能
県HPの登録フォーム、または応募用紙をFAX・郵送で へ

防災危機管理課

みきゃんも注目！

「愛顔あふれる感動のエピソード」朗読者募集！

●
「シェイクアウトえひめ」
に参加しましょう
誰でも・いつでも・どこでも、簡単に参加できる1分間の地震防災訓練
です。事前登録をして、
「シェイクアウトえひめ」に参加しましょう！

①

投稿やクイズ正解者のなかから
抽選でプレゼント！

11：00～21：00
〔入浴料〕大人460円、4歳～小学生210円
大洲市交流促進センター 鹿野川荘
（大洲市肱川町宇和川588-1）
0893-34-2000

体験の様子

089-912-2826

12/21は
「えひめ防災の日」、
12/17～23は
「えひめ防災週間」
です！

詳しくは

クラブ

指導員がそばの打ち方を丁寧に指導してくれるの
で、安心して楽しめます。家族や友達同士で自分が
つくった本物の手打ちそばを楽しみませんか。

12/17（日）10：00～16：40
県庁第二別館6F大会議室ほか（技術部門座談会は事前
申し込みが必要）
※12/18（月）には、職場見学会（県庁・技術部門・教育・
警察）
を開催します。見学会は事前申し込みが必要です。

人事委員会事務局

みきゃんC LU B

伊予市 クラフトの里そば打ち体験

県の仕事の魅力発見セミナー
人事委員会事務局
ゆき むら しん や
行村 真哉
あり とも
み さき
詳しくは 有友 美咲

！
みきゃん大好き

宿泊温泉施設「鹿野川荘」は12月から改修工事に入
ります。来年4月（予定）、新たに露天風呂や展望風呂
付スイートルームを備えてリニューアルオープン！

総合科学博物館・歴史文化博物館
えひめこどもの城

わくわく♪ クリスマス会 2017

図書館
武道館・生涯学習センター・美術館

ゲームをしたり、劇団夢邪気のお芝居をみたり。そしてサンタさんからの
すてきなプレゼントもあります。安全考慮のため、入場制限があります。
12/17（日）14：00～15：30

ファクス

メールアドレス

とべ動物園
南楽園

子ども200円

定休日

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

託児サービス Web Webにも掲載

