
働くことに不安を抱える障がい者を見守るサポーターを養成しま
す。55歳以上のシニアなら、どなたでも参加できます。

7/24（水）・25（木）10：00～16：00　 テクスポート今治中会議室（今治市
東門町5-14-3）　 各回20名（55歳以上で、両日共に参加できる方）

～7/22（月）までに、電話またはFAXで へ　 県生涯現役促進地域連携
事業推進協議会　 089-913-6339　 089-915-1421

愛媛労働局委託事業「障がい者サポーター養成講座 in 今治」

お 知 ら せ し ま す

募 集 し ま す

イ ベ ン ト に で か け ま せ ん か
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 日時 対戦相手 開始
7/7（日） 山形 19：00 7/27（土） 金沢 19：00

※試合に関する問い合わせ先　 ㈱愛媛FC　 089-970-0700

愛媛マンダリンパイレーツホームゲーム 

日時 対戦相手 開始 球場 日時 対戦相手 開始 球場
7/20（土） 香川 13：00 新居浜 7/27（土） 徳島 13：00 城辺
7/21（日） 香川 13：00 新居浜 7/29（月） 徳島 13：00 川之江

※試合に関する問い合わせ先　 愛媛県民球団㈱　 089-914-8102

旧優生保護法一時金受付・相談窓口について

旧優生保護法に基づき、優生手術などを受けた方への一時金支給
に関する申請受付・相談窓口を設置しています。詳細は各窓口まで
お問い合わせください。

窓口 住所

県庁健康増進課 松山市一番町4-4-2 089-912-2405

四国中央保健所 四国中央市三島宮川4-6-53 0896-23-3360

西条保健所 西条市喜多川796-1 0897-56-1300

今治保健所 今治市旭町1-4-9 0898-23-2500

中予保健所 松山市北持田町132 089-909-8757

八幡浜保健所 八幡浜市北浜1-3-37 0894-22-4111

宇和島保健所 宇和島市天神町7-1 0895-22-5211

※来所による相談は要予約

8：30～12：00、13：00～17：00（土・日曜、祝日、年末年始を除く）　
法施行（H31.4.24）から5年以内　 健康増進課　 089-912-2405
healthpro@pref.ehime.lg.jp

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。

日時 開催場所 内容

8/1（木）
9：30～15：30

松山市青少年センター
（松山市築山町12-33）

清掃・販売実務
サービス部門

8/5（月）
9：30～15：30

県生涯学習センター
（松山市上野町甲650）

接客・販売実務・
情報サービス部門

特別支援教育課　 089-912-2965

第11回愛
え

顔
がお

のえひめ特別支援学校技能検定

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。

意見交換 日時 場所 募集期間

高校生

8/2（金）
15：00～17：00

南予地方局八幡浜支局 
（八幡浜市北浜1-3-37）

～7/30（火）

8/7（水）
15：00～17：00

今治市クリーンセンター（バリクリーン） 
（今治市町谷甲394）

～8/2（金）

大学生
9/4（水）

15：00～17：00
松山大学本館6階ホール 

（松山市文京町4-2） ※駐車場なし
～8/30（金）

先着各50名（高校生、大学生以外の方も申し込み可能）　 住所、氏名、電話
番号、希望会場を郵便、電話、FAXまたはメールで 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
え

顔
がお

でトーク」傍聴者募集

～７/31（水）までに、台紙にスタンプを集め、アンケートに記入して県武道館ま
たは県森の交流センターへ提出　 中予地方局地域政策課　 089-909-8751

重信川周辺をサイクリングしながら、スタンプを集めましょう。ア
ンケート回答者のなかから、抽選で5,000円相当の中予の特産品
詰め合わせをプレゼント！

「重信川サイクリングロードスタンプラリー」実施中

介護の悩みは十人十色。一人で悩みを抱えることは、体、心、そして
介護にも良くありません。認知症について一緒に考えましょう。

7/19（金）13：30～15：30　 400円　 20名
電話、FAXまたはHPから へ　 県在宅介護研修センター（松山市末

町甲9-1）　 089-914-0721　 089-914-0732

在宅介護研修センター（愛ケア）研修受講者募集
〜認知症の介護家族のお悩み相談会〜

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。

中予コース：8/2（金）8：40～16：00、南予コース：8/6（火）8：40～17：10
県内の3R企業（中予2社、南予3社）、えひめエコ・ハウスなど ※集合場所：中

予コースは県庁、南予コースは県庁および内子東自治センター　 60名（小学
4年生以上の児童およびその保護者など）　 7/17（水）までに所定様式を
FAXまたはメールで へ　 循環型社会推進課　 089-912-2356

089-912-2354　 junkan-shakai@pref.ehime.lg.jp

3R体験ツアー参加者募集

身近な生活のなかから、環境、生き物、細菌・ウイルスなどについて
調べてみませんか。

7/24（水）13：30～16：00
3講座・親子各6組、合計18組（小学4～6年生およびその保護者）※応募多数

の場合は抽選　 ～7/10（水）までにはがき、FAXまたはメールで へ
県立衛生環境研究所（松山市三番町8-234 県生活保健ビル）
089-931-8757　 089-947-1262　 eikanken@pref.ehime.lg.jp

夏休み 小学生科学体験教室参加者募集

7/21（日）14：00～16：00（開場13：00）　 県立中央病院管理棟1F講堂（松
山市春日町83）　 当日先着200名　　 県立中央病院　 089-947-1111

がん治療センターでは、患者さんやご家族へ、がん治療への正しい
知識と最新の医療情報の提供を目的とし、その領域を専門とする
医師やスタッフによる市民公開講座を行っています。

第27回がん治療センター市民公開講座

7/20（土）10：00～12：30　 県武道館（松山市市坪西町551）
089-965-3111

県内の各武道団体が一堂に会し、老若男女を問わず、広く県民の皆
さんが気軽に参加できる武道体験フェスタを開催。運動のできる
服装でお越しください。

武道体験フェスタ

7月下旬～8月（教室により異なります）（詳細はHPをご覧ください）
500円　 県総合運動公園 体育館など（松山市上野町乙46）
名前、年齢、電話番号と参加希望教室、参加希望日を電話またはFAX、メー

ル、はがきで へ　 県総合運動公園振興課　 089-963-2216
089-963-4104　 info@eco-spo.com

キッズテニス・野球入門ティーボール教室などを開催します。

県総合運動公園「夏休みスポーツ教室」参加者募集

～9/1（日）10：00～17：00（日曜、祝日、8/8（木）～16（金）は9：00～）
入園料大人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（南宇和郡愛南町御荘平城728）　 0895-73-0170

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。

南レクジャンボプール オープン

8/9（金）12：55～16：00、10（土）8：55～12：00 ※助産学専攻科は8/10（土）のみ　
県立医療技術大学（伊予郡砥部町高尾田543）　 089-958-2111

大学・学科・専攻科の紹介や模擬実習、学生生活紹介、進学相談、現役学
生による学生相談などを実施します。詳しくは本学HPをご覧ください。

県立医療技術大学オープンキャンパス2019

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）
7/2（火）、8（月）、16（火）

特別展「からくりランドの大冒険!!
〜ゆかいなしかけのおもちゃたち〜」

7/13（土）～9/1（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

私たちの身近にあるさまざまな機械に組み込まれた歯車やカム、軸受（ベ
アリング）などの部品について、体験展示や作家作品を通じて紹介します。

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）

児童木工広場

7/14（日）9：30～14：00　 あいあい児童館2F 多目的ホール

はじめてでも大丈夫！ 自由に工作してみましょう。ダイナミック芸
術「チェンソーアート」の実演もお楽しみに。

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）

「ペット写真コンクール」作品募集

E判以上の大きさのカラー写真で、写真の裏面に作品名、込められたメッセー
ジ、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を記載の上、郵送または直接持参にて、
作品を提出　※8/25（日）必着 ※自作かつ未発表の作品を1人3枚まで応募可

ペットと飼い主のふれあいなどを題材にした写真を募集。優秀作
品は「動物愛護フェスティバル 2019」で表彰します。

7/13（土）～9/1（日）　 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）
7/2（火）、8（月）、16（火）

特別展「ダンボールアート遊園地」

ダンボールでできた遊園地が歴博に登場！ テーマは「海賊」!! お城
の迷路や海賊船…今年の夏は博物館で楽しみましょう。

7/7（日）・28（日）13：30～15：30 ※両日とも同じ内容　 700円程度　
アトリエ2　 先着各10組（親子）

一日講座「ピンホールシネマで不思議体験！」

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

段ボールでつくったピンホールカメラを頭にかぶって、その中に逆
さまに映る不思議空間を楽しんでみましょう。

～7/31（水）　 とべ動物園来園者

動物愛護週間にちなんで、動物愛護に関する標語を募集。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翌平日）

動物愛護に関する標語を募集

見学は12：00まで随時可能
体験申し込みは事前に電話で へ　 各産業技術専門校　 参加無料

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、専門的な
知識・技能を身につける職業訓練を実施する県立産業技術専門校に
て、オープンキャンパスを実施。汚れてもいい服装でお越しください。

県立産業技術専門校オープンキャンパス

校名 体験受付 体験内容 定員

愛媛中央
産業技術専門校 

（今治市桜井団地
4-1-1）

7/19（金） 
9：00～
9：30

タオルプリント体験 各
5名

0898-
48-0525

挑戦！電気工事士を体験

休日をゆっくり過ごす 
パンツ制作体験 各

10名Illustrator制作体験 
（うちわづくり）

新居浜
産業技術専門校 

（新居浜市大生院
1233-2）

7/26（金） 
9：40～
11：00

レーザー光線で
みきゃんをつくるぞ！ 各

10名 0897-
43-4123

ステンレスハンガー作り・
溶接してみよう

自動車の構造を見てみよう 20名

宇和島
産業技術専門校 

（宇和島市柿原甲
1712）

7/26（金） 
9：00～
9：30

かんな屑アートに挑戦！
各

10名
0895-

22-3410バネポーチを
作ってみよう

試験日 受験資格 職務内容 試験方法 応募期間

8/13（火）
満18歳以上
（H31.4/1

現在）
事務補助

筆記試験およ
び面接試験

7/1（月）～29（月） 
※応募期間の初日から 

試験案内を配布

県庁、中予地方局以外の地方局、支局　 7/29（月）までに、HPまたは郵送
で申し込み　 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

愛媛県臨時職員採用試験

※障がい者の採用試験も行います。

環境や人、地域のことを思って商品を買う、使う「おもいやり消費」
について、店舗での体験型学習会。エシカル商品を実際に見たり、
環境に配慮した自分だけのオリジナル傘を作成してみませんか。

7/28（日）13：15～16：15　 イオンモール今治新都市（今治市にぎわい広
場1-1）　 20組60名（小学4～6年生、中学生およびその保護者）

～7/16（火）までに、所定様式をFAXまたはメールで へ
県民生活課　 089-912-2336　 089-912-2299
kenminseikatsu@pref.ehime.lg.jp

エシカル消費（おもいやり消費）
スタートアップ教室の参加者募集

「働き方改革×起業」をテーマに、キングコング西野亮廣氏の基調講
演と、新しい多様な働き方を実践している方々による事例報告、パネ
ルディスカッションを行います。

8/4（日）13：00～16：10（予定）　 愛媛大学南加記念ホール（松山市文京
町3）　 先着200名　 7/1（月）10：00からHPより へ

地方創生ワカモノ会合参加受付事務所　 03-5408-1014

地方創生ワカモノ会合 in 松山
〜「働き方改革×起業」で、地域は変わる〜

日本で56年ぶりの夏季オリンピックとなる東京2020オリン

ピックの開幕が、いよいよ来年7月に迫ってい

ます。開会に先立ち実施される聖火リレーが、

来年4/22（水）・23（木）の2日間に渡って愛媛

県をめぐります。本県を走る聖火ランナーの募

集を7/1（月）から各市町において開始します。

日米の大学野球代表選手による交流戦が松山市・今治市で開

催。日本プロ野球・メジャーリーグで将

来活躍が期待される選手のハイレベル

なプレーが間近で見られる貴重な機会

ですので、皆さんぜひご観戦ください。

①A

⑧ D

⑥B ⑦

⑨

④ ⑤ C

② ③

A B C D

答え

6月号の答えは

「けいかいれべる」
やけん

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501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：7/9（火）当日消印有効

②江戸時代、キリシタンを判別する

ためにキリストやマリアの絵像

などを踏ませたこと。また、その

絵像。

③台湾の人気観光地「龍虎塔」は○

○○スポットとしても人気。

⑤ウナギなどの代表的な料理法。開

いて串に刺し、醤油やみりんなど

のたれを付けて焼きます。

⑥漢字では「魚」へんに「弱」と書く

と、何の魚？ 鮮度が命です。

タテのカギ

①英語で「turf（た◯◯）」。芝、芝生

のことで、ゴルフや競馬でよく聞

きます。

④久万高原町にある道の駅は「天空

の郷さんさん」と「○○○」。

⑦松山－台北線の運航会社は「○○

○航空」。

⑧陸地に深く入り込んだ海。東京○

○、宇和島○○、◯◯岸公園。

⑨人が住んでいない家屋。愛媛県で

も問題になっています。

ヨコのカギ

正解は来月の「愛顔のえひめ」で発表します

詳しくは…

オール愛媛の体制で復旧・復興に向けて前進します！

がんばるけん！ えひめけん！

　長時間にわたり多量の雨が

降り続き、広範囲において甚

大な被害をもたらした平成

30年7月豪雨から1年が経過

します。

　これまで、県内はもとより、

全国各地から心温まる義援金・

寄付金をいただいております。

　県では、被災直後から「地域

を守ることは、人、生活、産業を

守ること」という考えのもと、復

旧・復興に取り組んでいます。

　特に、地域産業の復旧・復興

については、被災された中小企

業の皆さまへのグループ補助金

の円滑な交付に向けた支援を

継続しているほか、みかんボラ

ンティアをはじめ、柑橘農業の

復興に向けて、被災農家の方が

これまでの収穫と収入を取り

戻せるよう、関係者と一丸と

なって頑張っています。

　これからも、小規模企業者等

の方や、被災農林漁業者の方

に向けた金融支援など、被災

地のニーズに沿ったきめ細や

かな支援に取り組んでいきま

すので、各種制度について県

HPをご覧のうえ、お気軽にお

問い合わせください。

7/27（土）13：00～14：00
銅夢にいはまイベントホール（新居浜市泉池町10-1）

東予東部圏域振興イベント実行委員会　■☎ 0897-56-1300

「子どもの物語」
講演会

詳しくは…

東京2020オリンピック聖火ランナー募集開始！

募集期間：7/1（月）～8/31（土）
県内各市町の聖火リレー担当課へお問い合わせください。

コアプログラム第2話「子

どもの物語」では、お笑いタ

レントでＩＴ企業の役員で

もある厚切りジェイソンさ

んが来場。「子育てしやす

い地域づくり」をテーマに、

アメリカと日本の教育の比

較や、ご自身の教育体験に

基づいたそれぞれの良い

点・悪い点などを熱く語る

講演会を開催します。入場

は無料ですので、お誘い合

わせのうえ、ぜひお越しく

ださい！

第1戦：坊っちゃんスタジアム7/16（火）18：00～
第2戦：今治市営球場 7/17（水）18：00～

詳細は、全日本大学野球連盟ウェブサイトをご覧ください。

第43回日米大学野球選手権大会

イベント情報は
コチラから

西日本で水揚げされる新鮮な片口

いわしを使ったアンチョビと、国産

ニンニクと菜種油をベースとした

オイルを使い、国産ちりめんをオ

イル漬けに。添加物を一切使わず、

素材のうま味が詰まっています。

提供／ISフーズ  ■☎ 089-996-6351

松山市 「あんちょび入りじゃこのオイル漬け
80g 3本セット」を3名さまに

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

各市町のプレミアム付商品券事業担当課

プレミアム付商品券に関するお知らせ

詳しくは…

消費税率の10％への引き上

げが、所得の少ない方（住民

税非課税の方）や乳幼児の

いる子育て世帯の方の、消

費に与える影響を緩和する

ことを目的とした「プレミア

ム付商品券事業」が実施さ

れます。詳細は、各市町の商

品券事業担当課までお問い

合わせいただくか、県HPを

ご覧ください。

〇購入限度額：該当者1人につ

き２万５千円（販売額２万円）

〇使用可能期間：10月～R2

年3月までの間で市町の定

める期間

プレミアム付商品券

平成30年7月豪雨災害・復興に関する情報
日米大学野球

※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。

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？

最優秀賞をいただい

たことは、英 語の勉

強の励みになりまし

た。推 敲をサポート

し、アドバイスをくだ

さった先生方に感謝

しています。自 分は

まだまだ語彙が足り

ないと思うので、高

校のうちにたくさん身

に付けたいです。先

日修学旅行で UCLA

を訪れ、現地の日本

人学生の方に刺激を

受けました。これから

も英語の勉強をがん

ばっていきたいです。

（大石 智美さん）

すい  こう

第十回高校生
英語エッセーコンテスト
最優秀賞

おおいし　さとみ

愛媛県立松山東高等学校

画像提供：Tokyo 2020

25％もお得な

プレミアム付商品券

カクニャン

た

た

みかんボランティア 被災地への誘客

クラウド
ファンディング
の活用

ご　   い


