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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）
1/8（火）、15（火）、21（月）、28（月）

新春！ 初科学2019

木の葉化石を発掘するワークショップや、館内に隠されたキーワー

ドを探すイベントを開催します。1/2（水）・3（木）は科学博物館オ

リジナルカレンダーを先着100名（一家族1枚）にプレゼント。
～1/6（日）※1/2（水）～6（日）はプラネタリウム5回投影、1/2（水）・3（木）は

特別投影あり　 ワークショップなどにより異なる

企画展 葉で見分ける常緑樹 関連イベント
「葉っぱをくんくん！ 植物の香り」

植物は種類によっていろんな匂いがあります。匂いのヒミツを担当

学芸員が解説します。
1/19（土）13：00～13：30　 常設展示観覧券が必要

テーマ展「切手・葉書コレクション」

お正月といえば年賀状。これまで当館が収集してきた年賀切手や

珍しい消印が押されている葉書などを紹介します。
～1/27（日）9：00～17：30　 高校生以上510円、65歳以上260円、中学生以下無料

猫の譲渡会＆譲渡前講習会

地域の模範飼い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。
1/12（土）9：30～11：30　 動物愛護センター
1/11（金）までに専用はがきを郵送（必着）、または1/10（木）までに電子申請

愛媛県美術館 ☎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）
月曜（月曜が祝日の場合は翌日。第1月曜開館、翌日休館）
※県庁西駐車場が利用できます

連続講座「ウォーターレス・リトグラフ」

水を使わないリトグラフ（版画）に挑戦してみましょう。
1/13（日）・20（日）13：30～16：00　 1,000円程度　 8名（中学生以上）

へ事前申し込み　 美術館学芸課普及グループ　 089-932-0010

印象派への旅 海運王の夢 バレル・コレクション

英国スコットランドの美術館・バレル・コレクションより西洋近代

絵画80点（うち日本初公開76点）を、「身の回りの情景」「戸外に目

を向けて」「川から港、そして外洋へ」という構成で紹介します。
～3/24（日）9：40～18：00　 一般1,300円、高大生900円、小中生700円
バレル・コレクション展愛媛展実行委員会　 089-921-2192

「えひめのまつり」子ども絵画展

愛媛の祭りをテーマに県内の小学生が描いた絵画作品を展示しま

す。子どもたちが自由に描いたえひめのまつりをお楽しみください。
～2/3（日）9：00～17：30

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）

は
に
坊

七草粥のふるまい

七草粥を食べて、体の邪気を払い、一年の健康を祈りましょう！
1/7（月）11：00～　 あいあい児童館前（雨天時：あいあい児童館エントランスホール）

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）

犬の移動譲渡会&譲渡前講習会 in 愛媛銀行本店

地域の模範飼い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。開催場所にご注意ください。
1/12（土）13：30～15：30　 愛媛銀行本店（松山市勝山町2-1）
1/11（金）までに専用はがきを郵送（必着）、または1/10（木）までに電子申請

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

プレゼント
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みきゃんと解こう！
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「ぼうさい」
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昨秋の西日本大会を勝ち抜
き、全日本選抜大会へ出場す
るなどシニアの大会でも健闘。
今後の活躍が期待される存在
です。第74回釧路国体出場が
期待されており、「レベルの高
い戦いになると思うが、自分の
スケートで勝負をしたい！」と
語ってくれました。

 つち　や　 げん  き

土屋 源輝選手

（イヨテツスピードクラブ）

プロフィール

2002年生まれ、松山市出身。愛

媛県立松山中央高等学校2年

生。小学2年でスケートと出合

い、イヨテツスピードクラブに入

部。冬季はイヨテツスポーツセ

ンターの営業後のリンクで仲間

とともに練習に励む。

スピードスケート

土屋選手はこんなに強い！

2018年
第64回西日本ショートトラックスピードスケート選手権大会

総合18位
第42回全日本選抜ショートトラックスピードスケート選手権大会

総合33位

とべZOOイルミネーション 2018開催中！

詳しくは…

昨年開園30周年を迎えたと
べ動物園に、この冬、新たな
賑わいの場として「光の動物
園」が登場します。虹のオーロ
ラや光の動物たち、体験型の
ガーデンなど、昼とは違う幻

想的な空間が園内を包みま
す。ぜひ今年の冬はとべ動物
園に足を運んでみませんか？

本会合は、日本で初のG20サミット（首脳級会合）が大阪
市で開催されることに伴う分野別閣僚級会合の１つで、労
働雇用部門におけるG20各国や招待国の大臣、国際機関
の代表者など大勢の方が来県し、世界から
愛媛が注目されます。県や松山市等でつく
る協議会では、今月31日に県民の方々に
も参加いただけるキックオフフォーラムを
開催（詳細は「イベントにでかけませんか」
のコーナー参照）します。会合に向けて一
緒に盛り上げていきましょう。

愛媛県 G20 大臣会合 労働雇用

G20愛媛・松山労働雇用大臣会合
について教えてください。

9/1（日）・2（月）に松山市で開催される本県では
初めてのハイレベルで大規模な国際会議です。

G20労働雇用大臣会合推進室　■☎ 089-912-2467
詳しくは…

G20労働雇用大臣
会合推進室
 ほそかわ  だいすけ

細川 大祐

Q
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マラソンの部／一般4,000円、高校生以下1,000円
ウォーキングの部／高校生以上1,500円、中学生以下1,000円
マラソンの部／ハーフ1,300名、10km700名、3km700名　ウォーキングの部／300名
2/28（木）までに、RUNNETからエントリーまたは郵便振替
まつの桃源郷マラソン大会事務局　　0895-42-1118

4/14（日）9:30～14:00
開会式／松野町スポーツ交流センター（松野町松丸166-6）

ハーフ・10km・3kmのほか、松野
の歴史、文化、自然を楽しむウォー
キングもあります。花と自然豊か
な松野町にぜひお越しください。

第30回まつの桃源郷マラソン大会松野町

2/17（日）9：30～15：00　　  南レクロッジ前駐車場（愛南町御荘平城689）
愛南町商工観光課　　0895-72-7315

かきやブリをはじめ、愛南町の冬
の味覚が勢ぞろい！かきの食べ
放題やかきのすくい取りなど、老
若男女が楽しめる企画を多数用
意してお待ちしていますので、ぜ
ひ遊びに来てください。

ぎゅぎゅっと愛南！ 冬の陣愛南町

私はメカトロ部に所属し、電
子回路の開発・研究を行って
います。そのなかで技量を試
す大会に出場し、昨年度は

「若年者ものづくり競技大
会」で銀賞、「高校生ものづく
りコンテスト」で優勝、今年

度は「若年者ものづくり競技
大会」で金賞を獲得。来年度
からは社会人になりますが、
人のために役に立つものづ
くりを行っていきたいと考え
ています。

（石田 有希人さん）

※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：投稿またはクロスワードの答えを郵便・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、クロスワードの答え、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595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：1/8（火）当日消印有効

厳正な審査を経て大洲市が
認定した特産品「大洲ええモ
ンセレクション」。自然の恵み
を活かした「ええモン」は、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（平日8：30～17：15）

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

① 松山市中心部にある「まつ○○タウン」
は、日本で2番目に短い○○街です。

② その人の能力に比べて役目が軽すぎる
こと。「力不足」と誤用されることが多い。

③ 「雨」は英語で「rain」。読み方は？
④ 愛媛県が掲げる「○○○○○新文

化」。サイクリングイベントの開催や
安全利用の促進などを推進します。

⑦ おすもうさんが踏むもの
⑧ 早春に咲く香りのいい花。南楽園（宇

和島）、七折（砥部）、西条市市民の森な
ど県内にも名所がたくさんあります。

タテのカギ

① 「挑戦」は英語で「challenge」。　
読み方は？

⑤ 大勢の方一人ひとりに敬意を表す
言葉。「皆さま方」の意味で改まっ
た場や書面で用いられます。

⑥ 一つの身体や物が、2つ以上に分か
れること。「○○○○の術」という
忍術もあります。

⑧ ○○からでたまこと
⑨ 身体の一部。「話の○○を折る」「○

○が低い」「○○を抜かす」
⑩ 百人一首かるたの遊び方「坊主○○○」

ヨコのカギ

愛顔のえひめオリジナルみきゃんの
缶バッジを5名さまに。ダークみきゃんが当たることもあるかも？

クロスワード正解者のなかから抽選でプレゼント！

A賞

B賞

正解は来月の「愛顔のえひめ」で発表します

県　http://www.pref.ehime.jp/h30300/keieishien/crowdfunding_project.html

READYFOR（株）

詳しくは…

南予の中小企業などが

クラウドファンディングを実施中！

県では、平成30年7月豪雨
で被害を受けた南予地域の
中小企業等の皆さんが、クラ
ウドファンディングを活用
して事業の復旧を図る場合
に、支援を行っています。現
在、クラウドファンディング

を運営するREADYFOR
（株）と連携し、同社のHP上
に特設サイトを開設。中小企
業等の皆さんの復旧プロ
ジェクトを公開しています
ので、ぜひご支援・ご協力を
お願いします！

都市整備課　　089-912-2745

～2/11（月・祝）までの毎週土曜および
2/10（日）・11（月・祝）17：00～21：00

（入園は19：30まで）
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愛媛県立松山工業高等学校
メカトロ部
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愛媛 災害 レディーフォー

1/18は「118番の日」 ～海のもしもは118番～

118番とは海の事件や事故に対応するための海上保安庁緊急通報

用番号ですが、間違い電話などが通報の多くを占めています。118

番の適切な利用にご協力お願いいたします。
第六管区海上保安本部警備救難部救難課　 082-251-5111

G20愛媛・松山労働雇用大臣会合キックオフフォーラム

2019年はG20サミットイヤーです。9月に松山市で開催される大臣会合

に向け、キックオフフォーラムを開催します。厚切りジェイソン氏の講演

や茂本ヒデキチ氏の墨絵ライブパフォーマンス、「働きやすく暮らしやす

い愛媛の魅力」をテーマにしたパネルディスカッションなどを行います。
1/31（木）14：00～16：30　 松山市民会館中ホール（松山市堀之内）
500名（参加無料、事前申し込み不要）
G20労働雇用大臣会合推進室　 089-912-2467

えひめ・みかん祭り 
～味わって愛媛のかんきつ 届けよう愛媛のこころ♡～

みかんや紅まどんな、甘平など、有名柑橘からレアな品種まで勢ぞろい。ポ

ンジュース蛇口、みかん餅つきもあり、みきゃんとダークみきゃんも来ます。
1/19（土）・20（日）10：00～19：00（20日は18：00まで）
いよてつ髙島屋（松山市湊町5-1-1）　 農産園芸課　 089-912-2566

お 知 ら せ し ま す

増加している特殊詐欺の手口

「名義を貸して」という電話は詐欺です。後日「名義貸しは違法。お

金を払えば問題解決できる」などとお金を要求されます。このよう

な場合、いったん電話を切り、家族や警察に相談してください。
警察相談専用電話　 ♯9110

育児などに配慮した保育士再就職支援コース訓練生募集

過去に習得した知識の学び直し、新たな実践的な職業能力などを

身につけたい方が、保育士としての基礎知識、基礎技能の学び直し

を行い、現場実習を実践する訓練です。専門知識と技能を習得し、

保育現場での復職や再就職を目指します。
選考日：2/8（金）、訓練期間：2/18（月）～3/15（金）
無料（テキスト代等は自己負担）
15名（保育士の資格を有し、ハローワークに求職申し込みを行っている方で、

ハローワークの受講推薦が受けられる方）
1/7（月）～2/6（水）までに、願書を最寄りのハローワークに提出
松山高等技術専門校（松山市本町7-2）　 089-924-5768

休日県庁見学の参加者募集

歴史的価値がある県庁本館の魅力発信のため、県庁本館で休日県

庁見学を行います。県庁内を見学してみませんか。
1/13（日）・27（日）、2/9（土）・17（日）、3/24（日）11：00～12：00、13：30～14：30
県庁本館 ※駐車場はありませんので、公共交通機関でお越しください
各30名（先着）
参加希望日の直前の金曜の昼12：00までに電話、またはFAXで へ
広報広聴課　 089-912-2243　 089-912-2248

パパママほやほや子育てセミナー

助産師や子育て中のパパママ同士のグループトークやベビーマッ

サージなどで親子・夫婦のスキンシップを楽しみませんか。
2/24（日）13：00～16：00
20組（先着、生後1年未満のお子さんと保護者および妊娠中のご夫婦など）
1/8（火）～2/8（金）に電話にて へ

県男女共同参画センター（松山市山越町450）　 089-926-1633

在宅介護研修センター（愛ケア）研修受講者募集

テーマは「あなたの認知症ケア大丈夫？ 認知症の治療・薬と支

援」。認知症の早期発見・早期対応を含めた医療との連携の取り方、

本人や家族が病院受診する際の注意点について学びましょう。

（講師：長尾クリニック 院長 長尾和宏先生）
1/19（土）10：00～14：30　 リジェール松山（松山市南堀端町2-3）
600円　 200名　 電話、FAXまたはHPから へ
県在宅介護研修センター　 089-914-0721　 089-914-0732

「介護力強化セミナー」受講者募集

介護による離職ゼロをめざして、仕事と介護の両立について学ぶ

セミナーを開催。（講師：愛媛県リハビリテーション専門職協会 会

長 藤田健次先生、産業カウンセラー 石井真奈先生）企業など働く

現場への専門家（介護のセミナー講師）派遣制度もあります。
1/28（月）13：30～15：30　 新居浜商工会議所（新居浜市一宮町2-4-8）
20名　 電話、FAXまたは郵送にて へ
県法人会連合会　 089-933-5596　 089-947-4251

食品表示・安全に関する講習会について

一般消費者と事業者を対象にした食品表示・安全に関する講習会

を実施します。
1/24（木）13：30～16：00　 200名（一般消費者、事業者）
テクノプラザ愛媛（松山市久米窪田町337-1）
1/17（木）までに郵便、FAXまたはメールにて へ
県民生活課　 089-912-2336　 089-912-2299
kenminseikatsu@pref.ehime.lg.jp

南楽園梅まつり

園内の梅園（約160本）の梅が次々と咲き、1カ月にわたって花見が楽し

めます。期間中、園内管理棟休憩所において豪華絢爛な「座敷雛」を展示。
1/26（土）～3/3（日）9：00～17：00　 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

森のようちえん みきゃんっ子 火育・食育はじめます

自然のなかで遊んだり、カレーやまきまきパンをつくります。
1/15・22・29、2/5・12（いずれも火）9：30～13：30
県総合運動公園 キャンプ場（松山市上野町乙46）
800円＋昼食代300円×人数分（2歳以上）　 先着20名（未就学児とその家族）
参加者全員の氏名、年齢、電話番号を電話、FAX、メールまたはハガキにて へ
県総合運動公園振興課　 089-963-2216　 089-963-4104
info@eco-spo.com

鏡開き式

各武道団体が一堂に会しての式典、演武、稽古始め、餅まき（景品付

き）などを行います。先着300名に記念品贈呈。
1/13（日）9：00～13：00

県武道館（松山市市坪西町551）　 089-965-3111

えひめ農林漁業就業相談会

えひめの農林漁業へ就業するまでの準備、研修・補助制度を専門家

が分かりやすくアドバイスします。農林漁業への就業を考えている

方、まず相談を。相談無料、予約不要。
1/14（月・祝）13：00～16：00
松山市総合コミュニティーセンター（松山市湊町7-5）
農林漁業に就業を希望する方、興味のある方
えひめ農林漁業振興機構　 089-945-1542

愛媛オレンジバイキングスホームゲーム 

日時 対戦相手 開始 会場
1/14（月・祝） 島根 15：00 今治市営中央体育館

1/25（金）
群馬

19：00
松山市総合コミュニティセンター

1/26（土） 15：00

※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

募 集 し ま す

パブリック・コメント（意見公募）実施予定案件

案件名（仮称） 実施機関（照会先）

愛媛県自転車新文化推進計画（案）
自転車新文化推進課
企画推進グループ

089-912-2234

愛媛県薬物依存症対策推進計画（案）および
愛媛県ギャンブル等依存症対策推進計画（案）

健康増進課精神保健係
089-912-2403

愛媛県被災市合同任期付職員募集（総合土木）

Ｈ30.7月豪雨の被災市では、復旧・復興の即戦力となる技術系の任

期付職員を募集します。年齢制限はありません。あなたの力を復旧・

復興にお貸しください。詳しくは愛媛県被災市合同任期付職員募集

HPをご覧ください。

市町振興課　 089-912-2211

募集市 受付期間 第1次試験 第2次試験 申込方法

宇和島市
大洲市
西予市

～1/25（金） 書類選考
面接試験

東京2/16（土）
松山2/17（日）

各市に直接持参
もしくは郵送

JR予土線応援「YODOSENサポーター」募集

「YODOSENサポーター」を募集しています。オリジ

ナルピンバッジなど特典もありますので、ぜひお申し

込みください！ 
1口1,000円（ただし12歳以下は500円）
専用パンフレット付属払込取扱票による会費を納入（払込取

扱票付き専用パンフレットはメールまたは電話にて郵送希望を
受付。南予地方局のほか、県庁交通対策課、JR宇和島駅、松丸
駅、宇和島市などでも配布中）

南予地方局地域政策課
0895-28-6143　 nan-seisaku@pref.ehime.lg.jp

コ
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県営住宅補欠入居者募集

県営住宅に空家ができた場合に備え、入居予定者をあらかじめ決

めるための補欠入居者募集を行います。
受付期間：2/1（金）～8（金）※土・日曜を除く、抽選日：3/6（水）
入居申込資格や家賃など、詳しくは下記の窓口まで

県営住宅所在市町名 問い合わせ先 電話番号（内線）

新居浜市、西条市、
四国中央市

東予地方局 建築指導課 0897-56-1300（416）

今治市 今治土木事務所 管理課 0898-23-2500（265）

松山市、伊予市、東温市、
砥部町

愛媛県営住宅管理グループ
（指定管理者）

089-998-6671

宇和島市 南予地方局 建築指導課 0895-22-5211（425）

八幡浜市、大洲市 八幡浜土木事務所 管理課 0894-22-4111（425）


