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※特に表記のない場合は、無料

スタッフの介助あり
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※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

プレゼント
付き

みきゃんと解こう！

クロスワードパズル

県民の便利手帖
Conv en ie nt  Notebook  

7/22・29、8/5・12・19、9/2（日）の11：00～、13：30～の2

回あります。見学時間は1時間、定員30名です。参加希望日の

直前の金曜昼12：00までに電話、電子メール

またはFAXにより、参加希望日・氏名・住所・

電話番号をご記入のうえお申し込みくださ

い。申し込みの受付は先着順で行い、定員に

なり次第締め切ります。駐車場はありません

ので、公共交通機関をご利用ください。

10月以降の開催日は随時、県HPでお知らせ

します。

※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、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292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：7/10（火）当日消印有効

木なり完熟の芳潤な香りとバラ

ンスの取れた旨味を生かし、池本

ゆたか農園の顔ともいえるシト

ラスジュースが出そろいました。

幅広い年齢層に人気の商品です。
提供／池本ゆたか農園

■☎ 089-961-5003

松山市「興居島『100%果汁ジュース』」4種類
（AIKA28、伊予柑、清見タンゴール、カラ・マンダリン）の中から1本を5名さまに

先天性右下肢欠損で生まれつ

き右足がない中道さんにとっ

て、水中は「自由に動ける楽し

さ」を感じる場所。昨年はアジ

アユースパラ競技大会に日本

代表として参加し、国際大会の

個人競技で初めての金メダル

を獲得！ 東京パラリンピック

を目指す期待の高校3年生だ。

 なかみち　ほの  か

中道 穂香さん

（愛媛県立南宇和高等学校）

プロフィール

2000年生まれ、愛南町出身。小学

2年から水泳を始める。パラ水泳競

技のチーム「伊予かんえい会」から

障がい者水泳連盟主催の大会に出

場し、全国的に活躍する一方、南宇

和高校水泳部の部員として健常者

の大会にも挑み続けている。

水泳

中道選手はこんなに強い！

2017年　2017ジャパンパラ水泳競技大会 400m自由形 優勝

第17回全国障害者スポーツ大会（愛媛大会）50m背泳（区分7） 優勝、50m自由形（区分7） 優勝

第34回日本身体障がい者水泳選手権大会 100m背泳 優勝、400m自由形  優勝

2017アジアユースパラ競技大会 100m背泳 2位、100m自由形 2位、

400m自由形 優勝、400m自由形リレー 優勝

① 「えひめこ◯◯◯◯◯」は今

年、20周年を迎えます。

② 故・西城秀樹さんのヒット曲

の一つ「◯◯◯マン」

③ 管楽器の原型といわれ、多くの

小学生が音楽の授業で使う楽器

④ 羽生結弦選手が66年ぶりに

五輪2◯◯◯を果たしました。

広報広聴課　■☎ 089-912-2241

みきゃんのガバメントクラウドファンディングへの

ご寄付を募集しています！

休日に県庁本館の見学を
することができますか。

今年度は決まった日曜日に
県庁見学できます。

詳しくは…

広報広聴課　■☎ 089-912-2243　　 089-912-2248

詳しくは…

広報広聴課
こんどう  ま  ほ

近藤 茉萌

Q

A

■問 県議会事務局議事調査課　■☎ 089-912-2846

詳しくは…
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タテのカギ

① 7月になっても「◯◯◯◯◯」

の大雨には気をつけましょう。

⑤ 豆腐には「きぬごし」と「◯◯

◯」があります。

⑥ 7種類の香辛料を調合した日本

の調味料は「◯◯みとうがらし」

⑦ 砥部町陶芸創作館では「絵付

け」と「◯◯◯」が体験できます。

⑧ じゃんけん「ぐー」「ちょき」「◯◯」

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

A B C D E F

答え

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）
7/3（火）、9（月）、17（火）

特別展「恐竜ロボットファクトリー」

常設展でも人気の恐竜ロボット。その制作工程や動く仕組みを体

験しながら学ぶことができます。

7/21（土）～9/2（日）
特別展のみ 高校生以上700円、65歳以上600円、小中学生400円

特別展「夏の歴博・おばけ大集合！ ー浮世絵にみる妖怪の世界ー」

北斎、広重、国芳などが描いた怖ろしい妖怪（おばけ）浮世絵、約

120点を展示。奇々怪々の世界を楽しく、わかりやすく紹介します。
7/14（土）～9/2（日）9：00～17：30　　 高校生以上700円、小中学生・65歳以上350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）

は
に
坊

動物愛護に関する標語の募集について［～7/31（火）］

動物愛護週間にちなんで、動物愛護に関する標語を募集します。優

秀作品については、園内に掲示します。

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（ただし祝日の場合は開園）

小学生の獣医師体験教室

小学生を対象とした、獣医師の仕事の体験教室を開催します。

7/28（土）①10：00～12：00、②13：30～15：30
各回低学年10名、高学年10名（先着、保護者同伴）
7/14（土）までに、電話もしくは直接センターに申し込み

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

お 知 ら せ し ま す

■問 都市計画課　 ■☎ 089-912-2735

法人土地・建物基本調査のお知らせ

7～9月に「H30年法人土地・建物基本調査」を実施。結果は土地関

連政策などの基礎資料などとして幅広く活用されます。ご理解の

うえ、ご回答をお願いいたします。

　 7/26（木）10：00～14：00
　　 農林水産研究所畜産研究センター（西予市野村町阿下7-156）
　 0894-72-0064

畜産研究センター一日体験学習

牛の乳搾りやエサやりなどを通して畜産への理解を深めます。

イ ベ ン ト に で か け ま せ ん か

　 ～9/2（日）10：00～17：00 ※日曜、祝日、8/8（水）～16（木）は9：00～
　 大人630円、中高生310円、小学生210円、幼児100円
　　 南レクジャンボプール（愛南町御荘平城728）　　 0895-73-0170

南レクジャンボプール オープン

流水、造波、スライダー、幼児プール、フリーフォール、スパイラルス

ライダーなどがある四国最大級の規模を誇るレジャープールです。

　 8/18（土）13：00～16：00　　 30名（抽選）
　 8/3（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、往復はがき・FAX・メールで　 へ
※1度の応募で5名まで申し込み可能。メールの場合は「8月体験教室応募」と明記
　　 紙産業技術センター8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

紙産業技術センター体験教室ハニカムペーパーで遊ぼう！

開くとハチの巣のような模様になることから、ハニカムペーパーと

呼ばれる“でんぐり紙”を使って工作をします。

　 7/25（水）9：30～16：20、26（木）10：00～15：50
　 松山市総合コミュ二ティセンター（松山市湊町7-5）
　 36～48名（県内在住の方、企業、自治体・団体 ※各セミナーごとに定員あり）
　 HP（http://ehime-it.jp/2018/）から申し込み（当日定員状況により参加可能）
　 県情報政策課　　 089-912-2228

えひめITフェア2018 えひめICTトレンドセミナー

IoTやAIがもたらす社会の変革を知っていただくため、2日間にわ

たってオムニバス型のセミナーを開催します（主催：えひめITフェ

ア実行委員会）。

　 7/26（木）13：30～15：40　　 県生涯学習センター（松山市上野町甲650）
　 男女参画・県民協働課　　 089-912-2305

青少年の非行・被害防止県民大会

各種メディアで話題のカウンセラー、羽林由鶴氏が講演します。

　 ～9/30（日）
　 パンフレット裏面の応募用紙を切り取り、レシートなどを添付して　へ郵送
　 または持参。
　「敬老の日・自転車ヘルメット贈ろう」キャンペーン事務局（消防防災安全課）
　 089-912-2321

敬老の日！ 自転車ヘルメット贈ろうキャンペーン参加者募集

今年の敬老の日には万一の事故に備え、大切なおじいちゃん、おばあ

ちゃんに自転車ヘルメットを贈ってみませんか？ 購入したレシート

などを添付して応募すると抽選で県産品が当たります。

　 8/31（金）までにSNSで写真や紹介コメントを投稿してください。写真などの郵送も可
　 中予地方局地域政策課　　 089-909-8751

「私の中予サイクリングお勧めスポット」写真募集

中予の美しい風景やとっておきのお勧めスポットを募集します。優

れた作品には図書カードを進呈。中予地方局HPをご覧ください。

　八幡浜支局総務県民室　　 ■☎ 0894-24-5288

豊予ふれ愛協議会サイクリング姉妹大会！

愛媛・大分で開催される次のサイクリングイベントを姉妹大会とし

て開催します。Yufuin Ride、OITAサイクルフェス、別大サイクル

ラリー、サイクリング佐田岬、ツール・ド・ひじかわ、サイクリング in 

四国西予ジオパーク。詳細は「豊予ふれ愛協議会」HPで！

　 7/18（水）12：40～16：00　　 愛媛大学南加記念ホール（松山市文京町3）
　 250名（消費者問題に関心のある一般消費者）
　 7/13（金）までに氏名、所属、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
　 kenminseikatsu@pref.ehime.lg.jp

四国はひとつ・消費者市民社会創造フォーラム in 愛媛

消費者庁、四国4県および愛媛大学が協働で、消費者問題に対する

意識高揚などを図るため、フォーラムを開催します。

　 ①中予コース：8/7（火）9：45～16：45
　 ②東予コース：8/9（木）9：00～16：45
　 県内の3R企業（各日2社）、えひめエコ・ハウスなど
　 ※集合場所：①県庁、②県庁およびDCMダイキ西条店
　 60名（小学校4年生以上の児童およびその保護者など）
　 7/18（水）までに所定様式を、FAX・メールで　 へ
　 循環型社会推進課　　 089-912-2356　　 089-912-2354
　 junkan-shakai@pref.ehime.lg.jp

3R企業エコツアー参加者募集

リサイクル製品の製造現場の見学や、えひめエコ・ハウスでの環境学習

など、3Rを見て触れて体験できるバスツアーに参加してみませんか？

日　時意見交換 場　所 募集期間

南予地方局八幡浜支局（八幡浜市北浜1-3-37）

東予地方局（西条市喜多川796-1）

愛媛大学 総合情報メディアセンター
（松山市文京町3）※駐車場なし

松山市青少年センター（松山市築山町12-33）

7/31（火） ～7/26（木）

～7/31（火）

～8/6（月）

8/3（金）高校生

大学生

15：00
～

17：00
8/9（木）

8/29（水） ～8/24（金）

　 各50名（先着）（高校生・大学生以外の方も傍聴のお申し込みができます）
　 各募集期間中に、住所、氏名、電話番号、希望会場を郵送・電話・FAX・メールで　 へ
　 広報広聴課　　 089-912-2243　　 089-912-2248
　 kohokocho@pref.ehime.lg.jp

「知事とみんなの愛顔でトーク」傍聴者募集
え  がお

知事が県内の高校生、大学生等の皆さんと意見交換を行う「知事と

みんなの愛顔でトーク」の傍聴者を募集します。

募 集 し ま す

　 8/2（木）①9：30～11：30、②13：30～15：30
　 各回15名（抽選、小学生以下は保護者同伴）
　 7/19（木）［必着］までに希望時間（①、②どちらでも可）を選択し、参加者全
員の住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入の上、往復はがき、またはFAX、
メールにて　 へ（グループでの申し込みは4名まで）
　　 県繊維産業技術センター（今治市クリエイティブヒルズ４-1）
　 0898-22-0021　　 0898-22-0030　　 seni-cnt@pref.ehime.lg.jp

草木染め体験教室参加者募集

草木染料を使ってハンドタオルの絞り染めを体験してみませんか。

愛媛県 休日県庁見学

ガバメント みきゃん

愛媛県議会では、小中学生および高校

生の議会体験会を開催しています。

議会体験会では、県議会の仕組みや役

割を学んだり、本物の議員席に座った

り、議長にいろいろな質問をすることが

できます！

小中高生の皆さん、

県議会を体験してみませんか？
こどもたちの議会体験会

案件名（仮称） 実施機関（照会先）

「第二次愛媛県消費者教育推進計画（案）」に
対する意見の募集について

「愛媛県青少年保護条例」の
改正案に対する意見の募集について

パブリック・コメント（意見公募）実施予定案件

男女参画・県民協働課県民協働グループ
　089-912-2415

「第3期愛媛県障がい者工賃向上計画（案）」に
対する意見の募集について

障がい福祉課障がい支援係
　089-912-2424

県民生活課消費者行政グループ
　089-912-2336

県プロスポーツ地域振興協議会（地域スポーツ課）　　 089-947-5564

※試合に関する問い合わせ先　　 愛媛県民球団㈱　　 089-914-8102

愛媛マンダリンパイレーツホームゲーム
球場日時 対戦相手 開始

7/29（日）
7/30（月）

香川
香川

17：00
13：00

今治市営球場
浜公園川之江球場

※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
7/15（日）

7/21（土）

徳島

岡山

19：00

19：00

「みきゃん」が皆さんからのご寄付をもとに、愛媛の観光ス

ポットを散策しながら、地域の特産品やグルメなど、愛媛の

魅力を世界に向けて紹介するPR動画を制作します。動画に

は、みきゃんが皆さんの投票で選ばれた新コスチュームを着

て登場！ また、すべての寄付がふるさと納税の対象となりま

すので、所得税の還付および住民税の控除が受けられます。

みんなで愛媛のPRをがんばるみきゃんを応援しませんか？

環境政策課温暖化対策グループ　■☎ 089-912-2349

クールシェア みんなで出かけまシェア！

行きまシェア！ キャンペーン

詳しくは…

「クールシェア」とは、電力需要が増加する夏季に、各自で

使っているエアコンを消して、家族や友人と一緒に涼しく快

適に過ごせる場所に集まることで、家庭で使うエネルギーを

節約しようという取り組みです。期間中（7～9月）、キャン

ペーン協力施設（クールシェアスポット）に行くと、特典を受

けられたり、無料のイベントに参加できたりすることも。この

ポスターが目印です。詳しくは県HPをご覧ください。

私たちは、平成24年度より

産学官連携で愛媛県産魚PR

のため、県産養殖マグロの解

体ショーを行っています。そ

の活動は全国各地で行って

いますが、広告代理店などの

プロが入らず、高校生が主

体となってイベントをつく

り上げていることが評価さ

れ受賞しました。現在は1・2

年生7名で活動をしていま

す。これからも、地域活性化

のためにがんばります！

宇和島水産高等学校

水産食品研究部

第3回JACEアワード

イベントプロフェッショ

ナル賞受賞

先月の答えは

「へるしーくん」
やけん

校　名 体験内容 定員 体験受付時間

レーザー光線でみきゃんをつくる

自動車の仕組みを見てみよう

産業用ロボット操作 ＆ 溶接してみよう

かんな屑アートに挑戦！

リラックスワイドパンツ！ を作ってみよう

10名

20名

10名

各10名

各10名

-

8：45～9：00

9：00～9：30

9：00～随時

9：00～9：30

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

宇和島高等技術専門校
　0895-22-3410

　 7/27（金）、見学は11：30まで随時可能　　 参加無料
　 体験申し込みは事前に電話で　 へ　　 各高等技術専門校

県立高技専「オープンキャンパス」

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、県立高

等技術専門校において、オープンキャンパスを実施します。汚れて

もよい服装でお越しください。

　　 ① 8/4（土）9：30～15：00「中山川で川遊び」
　　 ② 9/8（土）9：00～14：00「水草で押し葉標本を作ろう！」
　各25名（県内在住で自然や生きものに関心がある方（小学生以下は保護者同伴））
　 ①は7/20（金）、②は8/24（金）までに所定様式を、FAXまたはメールで　 へ
　 生物多様性センター　　 089-931-8757　　 089-934-6466
　 seibutsu-cnt@pref.ehime.lg.jp

自然観察会参加者募集

体験型自然観察会の参加者を募集します。詳細はセンターHPをご

覧ください。

坊っちゃん展 ー祖父江慎・梅佳代・浅田政志・三沢厚彦ー

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。

ブックデザイン・写真・彫刻の第一線で活躍中の「道後オンセナート2018」

参加作家4名が夏目漱石の『坊っちゃん』を軸にその魅力を発揮します。
～9/2（日）9：40～18：00　　 一般1,200円、高大生900円、小中生500円
坊っちゃん展実行委員会　　 089-933-0322

わくわく♪ どきどき♪ ふれあい水族館

タッチプールでトチザメやドクターフィッシュと触れ合ったり、ザ

リガニ釣りなどの体験をしてみよう！ 詳しくはHPをチェック！

7/21（土）～28（土）　　 参加費300円、各コーナー無料～200円

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

夜の動物園開催

7/28（土）～21：00（入園は19：30まで）

イベント 日　時 場　所

健康フェスタ
in えひめ2018

無料肝炎ウイルス
検査と相談 7/28 （土）

14：00～16：00

7/7 （土）10：00～17：00
7/8 （日）10：00～16：00

②

①

街頭キャンペーン

アイテムえひめ
（松山市大可賀2-1-28）

ギャラリー黒猫
（松山市湊町5-4-10）

銀天街出入口（坊っちゃん広場）
（松山市湊町5-1-1付近）

　①各日とも午前100名、午後100名の計200名、②100名（すべて先着順。
県内に住所を有し、今までに肝炎ウイルス検査を受けたことがない人）
　 当日現地にて申し込み（定員に達し次第終了）
　 健康増進課　　 089-912-2402

無料肝炎ウイルス検査と相談のお知らせ

「健康フェスタ in えひめ2018」にて、無料の出張肝炎ウイルス検

査と相談を実施します。詳しくは県HPをご覧ください。

　 7/29（日）10：00～15：00
　 水産研究センター（宇和島市下波5516）、栽培資源研究所（伊予市森121-3）
　 水産研究センター研究企画室　　 0895-29-0236

水産研究センター ふれあい魚ッチング

海の生き物と水産業を知ろう！「ふれあいコーナー」「工作コー

ナー」「展示コーナー」で見て・触れて・楽しく学べます。

ウォ

ち

ち

各種製作体験（オリジナルタオル、トート
バッグ、ギフトボックス、オリジナルタグ）

物流業務体験（計量やパックの体験
（※知的障がい者対象））ほか

愛媛県議会

お問い合わせ

お待ちしています！


