
10月10日㈯９〜12時
市保健所・消防合同庁舎（萱町六

丁目）５階救命講習室
乳幼児の心肺蘇生法の講習
０〜６歳（未就学）児の保護者
10人（先着順）
９月１日㈫〜９日㈬。電話で（消）

警防課へ
※託児（6カ月児〜3歳未満・5人ま
で）あり

（消）警防課☎926-9227・ 926-
9188

９月20日㈰13〜16時
総合コミュニティセンター（湊町

七丁目）
腕から２㍉㍑の採血をし、ドナー

登録（15分程度）
体重が男性45㌔・女性40㌔以上

で18〜54歳の健康な人
※ 詳細は当日、説明します

健康づくり推進課☎911-1810・
925-0230

９月28日㈪13時30分〜
北条コミュニティセンター（北条

辻）
講演「全国障害者スポーツ大会を

知ろう」
※ 手話・要約筆記あり

市内在住の聴覚障がい者（障害者
手帳がなくても可）

聴覚総合支援室☎921-2143・
921-2142

飲料水、牛乳、乳児用食品を除く
一般の食品（可食部が500㌘以上必
要・検査のために粉砕します）

市内在住の人で次に該当しない ▼

製品検査を目的とした事業者による
もの ▼検査成績書が必要なもの

生活衛生課☎911-1808・
923-6627

　短期間の旅行や滞在中に、急病な
どによりやむを得ず海外の医療機関
で受診した場合、市に申請をすると
国内における保険適用治療を基準に
審査決定した額から本来の自己負担
額を差し引いた額が払い戻されま
す。受診した医療機関が記載した診
療内容明細書および領収書とその和
訳、渡航歴の分かるパスポートなど

が必要です。また、治療目的で滞在
している場合や、日本国内において
保険が適用されていない治療を受け
た場合など支給対象にならない場合
もありますので、詳しくはお問い合
わせください。

国保・年金課☎948-6361・ 9
34-2631

　食品営業許可期限が９月30日ま
での営業者は、生活衛生課（市保健
所〈萱町六丁目〉１階）で更新手続き
が必要です。

受付期間＝９月１日㈫〜30日㈬

▼必要なもの＝現在の営業許可証、
食品衛生責任者手帳、更新手数料（業
種により異なる）
※住所・代表者などに変更がある場
合は、事前にお問い合わせください

生活衛生課☎911-1808・ 92
3-6627

10月10日㈯9〜17時
国史跡上黒岩岩陰遺跡（久万高原

町）の見学
小学生以上（小中学生は保護者

の参加が必要）。40人（抽選）
１人1,000円（保険料含む、観覧

料が別途必要）
９月10日㈭（必着）。往復はがき・

ホームページ。参加者全員の住所、
氏名、年齢、電話番号を〒791-80
32南斎院町乙67-６考古館「古代い
よ発掘まつり【歴史バスツアー】」係

http://www.cul-spo.or.jp/kouko
kan/ へ

考古館☎923-8777・ 925-0
260

９月27日㈰９時10分〜15時30
分 ▼集合・解散＝市役所第四別館（三
番町六丁目）
「坂の上の雲ゆかり」＝四十島

（ターナー島）〜秋山兄弟の銅像〜梅
津寺の鐘〜梅津寺公園〜萬

ば ん

翠
す い

荘
そ う

〜坂
の上の雲ミュージアム

市内在住の人（中学生以下は保護
者同伴）

40人（抽選）
1,000円（当日集金・傷害保険料

を含む）
※ミュージアム代は自己負担。昼食
は各自用意

９月14日㈪（必着）。往復はがき・
e メール（携帯電話不可）。参加者全
員の住所、氏名、年齢、電話番号

（自宅〈緊急連絡先〉・携帯電話）を
〒790-0003三番町六丁目６-１（教）
文化財課「K コース文化財めぐり」係

bunkazaimeguri@city.matsuyam

a.ehime.jp へ
（教）文化財課☎948-6603・ 93

1-6248

９月19日㈯10〜12時（９時45分
松山市総合公園入口に集合）

庚申庵倶楽部理事・三好龍二さ
んによる講座「探検〜味酒野を探る
p
パ ー ト ツ ー

art Ⅱ（西部）〜」
20人
700円（受講料・資料代含む）
９ 月18日 ㈮（ 必 着 ）。 は が き・

ファクス。参加者全員の住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号を
〒790-0814味酒町二丁目６-７庚
申庵史跡庭園講座係へ

庚申庵史跡庭園☎915-2204・
932-0120

９月20日㈰〜10月３日㈯。坂
の上の雲ミュージアム（一番町三丁
目）２階ホール
※28日㈪は休館

風早秋祭りフォトコンテスト201
4入賞者の作品展示、今年の応募票
の配布

風早活性化協議会（坂の上の雲ま
ちづくりチーム内）☎948-6991・

934-1804

10月10日㈯９時30分〜16時 ▼

集合・解散＝都市環境学習センター
バスで高縄山手前広場に移動し、

きのこを観察
※ 昼食は各自用意

小学生以上の健康な人（小学生は
保護者同伴、乳幼児の同行不可）

25人程度（抽選）
400円（バス代・保険料を含む）
９月25日㈮（必着）。はがき・ファ

クス・ホームページ。参加者全員の
氏名（ふりがな）、年齢、代表者の住

所、電話番号を〒791-8024朝日
ケ丘一丁目1633-2都市環境学習セ
ンター「○○」係 http://ehime-sei
taikei.info/toshikan/ へ

都市環境学習センター☎・ 911
-0250

９月27日㈰10時〜14時30分
ひめぎんグラウンド（恵原町）

※雨天時は市保健所（萱町六丁目）で
表彰式のみ実施。詳細は前日に市
ホームページで発表

動物とのふれあい・相談など
生活衛生課☎911-1862・ 92

3-6627

10月17日㈯9時50分〜10時40
分 ▼開場＝９時20分〜

総合コミュニティセンター（湊町
七丁目）コスモシアター

プラネタリウムを鑑賞しながらク
ラシックの生演奏を聴く

乳幼児とその保護者
280人（抽選）
大人１人1,000円（乳幼児２人

まで無料、３人目からは１人につき
500円）

10月３日㈯（必着）。往復はがき・
e メール。住所、氏名（ふりがな）、
大人の人数、乳幼児の人数・年齢、
電話番号を〒790-0012湊町七丁

目５（公財）市文化・スポーツ振興財
団「星の音楽会」係 cul-promo@cu
l-spo.or.jp へ
（公財）市文化・スポーツ振興財団

☎909-6153・ 921-8242

　９月１日㈫〜11月30日㈪までに
キャンペーン登録している鮮魚小
売店（スーパーを含む）や飲食店で生
鮮魚介類を購入または魚料理を食べ
て、スタンプを5個集めると景品が
当たる抽選に応募できます。

12月４日㈮（必着）。直接または
郵送。応募カード（登録店にあり）を
〒791-8060三津ふ頭１-２水産市
場運営協議会事務局（市場管理課内）
または直接、登録店へ
※登録店など詳細は市ホームペー
ジ、応募カードなどを確認

市場管理課☎951-2311・ 95
1-4888

下表のとおり
市内在住または通勤・通学している人
500円
９月16日㈬（必着）。往復はがき

で講座番号（はがき１枚につき１
講座）、住所、氏名、電話番号を
〒790-0857道後公園１-30（教）子
規記念博物館「子規博講座」係へ

（教）子規記念博物館☎931-5566・
934-3416

2015（平成27）年９月１日号（８）市民ガイド

子規博講座（後期）

催　　し
古代いよ発掘まつり
歴史バスツアー

1人でも参加できる
文化財めぐり

地域文化講座第４回

風早秋祭りフォトコンテスト
2014入賞者作品展

高縄山きのこ観察会

動物愛護フェスティバル
えひめ2015

星の音楽会〜幼児と楽しむ
クラシック2

セ カ ン ド

nd 〜

第8回美
お

味
い

しいお魚 !
得とくキャンペーン2015

福祉・保健
乳幼児を持つ親のための
救命講習

骨髄バンクドナー登録会

聴覚障がい者のための
くらしセミナー

海外療養費の適正な利用を

食品の放射性物質
無料相談検査

食品営業許可の更新を

番号 講座名 日時
講師

（敬称略）
定員
（抽選）

１

２

３

４

５

第２土曜日
14～16時

第３土曜日
13時30分～16時

第３日曜日
13時30分～15時

第４土曜日
10時30分～12時

第２土曜日
10時～11時30分

松山俳句協会
役員 杉山　望

松山歌人会
役員

子規記念博物館
館長 竹田　美喜

子規記念博物館
学芸員

松山東雲女子大学
名誉教授 松井　忍

子規博俳句教室
（初心者対象）

子規博短歌教室
（初心者対象）

初学万葉講座
（万葉集を分かりやすく読む）

子規博セミナー
（子規に宛てた手紙を読む）

伊予俳諧講座（後期で終了）
（優れた俳人を輩出した伊予の文化を探る）

30人

40人

90人

25人

30人

http://ehime-seitaikei.info/toshikan/
mailto:cul-promo@cul-spo.or.jp
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan/
mailto:bunkazaimeguri@city.matsuyama.ehime.jp
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ork センター
長・ワークショップデザイナーの大
内由美さんによる講演 ▼ ９月19日
＝「ワークショップの基礎知識を学
ぼう！」、10月３日＝「実際に企画
を立てよう！」、17日＝「企画を発
表し、ブラッシュアップしよう」 ▼

いずれも土曜日。13時〜15時30分
コムズ４階視聴覚室
市内に活動拠点があり、５人以上

の構成員（過半数が市民）からなる市
民活動グループ・団体

10団体、各団体２人程度（抽選）
９月10日㈭（必着）。電話・はがき・

ファクス・e メール。団体名、代表者
および参加者全員の氏名、住所、電
話番号を〒790-0003三番町六丁目
４-20男女共同参画推進センターコ
ムズ事業係 event@coms.or.jp へ
※託児（１歳〜就学前）あり。詳細は
お問い合わせください

男女共同参画推進センター☎94
3-5777・ 943-0460

９月26日㈯10〜13時
水産市場（三津ふ頭）調理室
タイを１匹丸ごと調理
市内に在住または通勤・通学して

いる18〜49歳

20人（先着順）
500円
９月17日㈭（必着）。電話・はがき・

ファクス・e メール。「９月26日参
加希望」と書いて、住所、氏名、年齢、
電話番号を〒791-8060三津ふ頭
１-２水産市場運営協議会事務局（市
場管理課内） s-kaitou@city.matsu
yama.ehime.jp へ

市場管理課☎951-2311・ 95
1-4888

10月１日㈭10〜12時
コムズ（三番町六丁目）3階多目

的室
市エアロビクス協会会長・井門恵

理子さんによる実技「いつでも、ど
こでも自分でできる簡単なほぐし・
ストレッチ体操」

30人（先着順）
９月27日㈰までに、電話でコム

ズ相談室へ
※ 託児あり（要予約。１人200円）

コムズ相談室☎943-5770・ 9
43-0460

右上表のとおり。午前の部＝10
〜12時、午後の部＝14〜16時（い
ずれも同じ内容）

ＫＨ三番町プレイスビル（三番町
四丁目）３階第１会議室

中小企業などの従業員や経営者、
人権に関心のある人

各開催日の前日まで。郵送・電話・
ファクス・e メール。氏名、連絡先、
受講を希望するテーマ・時間帯を〒
790-8571人権啓発課（市役所本館

７階） jinkenkeihatu@city.matsuy
ama.ehime.jp へ

人権啓発課☎948-6604・ 93
4-1742

※履歴書はＡ４判、３カ月以内に撮
影の顔写真貼付

ごみ収集、放置自転車撤去などの
業務、道路・下水道の維持管理業務、
道後温泉での入浴客の案内など ▼勤
務場所＝市長の事務部局、道後温泉
事務所（道後湯之町）など

地方公務員法第16条各号に該当
しない人
※ 市臨時職員経験者も受験可

５人程度
【試験】

10月３日㈯８時30分〜
市役所本館11階大会議室
労務適性・体力・口述試験
８月31日㈪〜９月11日㈮。直接

または郵送（簡易書留で封筒の表に
「臨時職員（技能労務職）申し込み」と

臨時職員（技能労務職）

（９）2015（平成27）年９月１日号 市民ガイド

募　　集

朱書き）。履歴書を〒790-8571人
事課（市役所本館4階）へ
※詳細は実施要領（人事課、市役所
本館1階案内所、支所、市民サービ
スセンター、市ホームページにあり）
を確認

人事課☎948-6940・ 934-92
05

農業指導センターでの軽作業 ▼勤
務場所＝農業指導センター（北梅本
町） ▼ 勤務期間＝６カ月（成績によ
り更新あり） ▼勤務時間＝９時〜16
時15分 ▼賃金＝月額11万4,596円

（８月１日現在）、通勤手当などあり
次の全てを満たす人 ▼ 申し込み

日現在、障害者手帳の交付を受けて
いる ▼自力で通勤ができ、介護者な
しで職務の遂行が可能 ▼地方公務員
法第16条各号に該当しない
※ 市臨時職員経験者も受験可

２人程度
【試験】

10月14日㈬
農業指導センター
面接および実技
８月31日㈪〜９月11日㈮。直接、

申込書（人事課〈市役所本館４階〉、
市役所本館１階案内所、支所、市民
サービスセンター、市ホームページ
にあり）、障害者手帳を人事課へ

※詳細は実施要領（申込書と同所に
あり）を確認

人事課☎948-6940・ 934-92
05

「松山市安全で安心なまちづくり
会議」で安全で安心なまちづくりに
関する重要事項を調査・審議 ▼任期
＝委嘱の日から２年間 ▼報酬＝１回
8,300円

市内在住または通勤・通学する
18歳以上（市の審議会委員は除く）

２人程度
９月30日㈬（必着）。直接または

郵送・e メール。住所、氏名、年齢、
性別、電話番号、応募理由、各種団
体での経験など自己アピール、犯罪
や事故などの未然防止に関する「安
全で安心なまちづくりを実現するた
めの市民の役割について」をテーマ
にした小論文（400〜800字程度）
を〒790-8571市民参画まちづく
り課（市役所本館9階） siminseika
tu@city.matsuyama.ehime.jp へ

市民参画まちづくり課☎948-67
36・ 934-3157

事務補助全般 ▼勤務場所＝市国勢
調査事務所（若草町） ▼ 勤務期間＝
10月29日〜12月28日 ▼ 賃金＝日

額6,460円（８月１日現在）、通勤
手当などあり、社会保険なし

パソコンの基本操作ができる人
５人程度

※面接で選考。詳細は市ホームペー
ジを確認

９月７日㈪〜18日㈮（消印有効）。
直接または郵送。履歴書を〒790-
0808若草町3-6NTT コムウェア松
山ビル２階市国勢調査事務所へ

市国勢調査事務所☎948-6209・
932-2408

10月24日㈯10時〜
青少年センター（築山町）大ホール
子どもたちによる地域の伝統芸能

や文化活動の発表会
獅子舞や伊予万歳などの伝統芸能

の継承や、楽器演奏やダンスなどの
文化活動に取り組む市内の小・中学
生（営利団体は不可）

20組程度（抽選）
9月16日㈬16時（必着）。郵送・

ファクス。応募用紙（青少年セン
ター、市青少年育成市民会議 http
://mbyc.jp/ にあり）を〒790-0864
築山町12-33市青少年育成市民会
議「まつやま子ども芸能文化大会」係
へ

（教）教育支援センター事務所☎94
3-3205・ 947-7911

しまぼう

◆瀬戸内探訪クルージング
　10月18日㈰７時30分松山観光港

集合　　釣島灯台と旧官舎跡、広島県

下蒲刈島の文化遺産の見学　150人

（先着順）　中学生以上5,000円、小学

生以上3,500円（昼食代・保険代含む）

　９月15日㈫～10月７日㈬までに電話

で石崎汽船㈱（水野）☎951-0128へ

◆船踊りウォーキングと祭り寿司
　10月３日㈯10時25分高浜港発の

フェリーに乗船　興居島（泊港に集

合）　小冨士山のすその街並みを歩い

た後、祭り寿司の昼食、和気比賣神社

沖の船踊りを堪能　40人（先着順）　

2,000円（昼食・お土産付き）　９月

26㈯までに電話でごご島里山作りグ

ループ（池本）☎961-2840（21時ま

で）へ

　中島支所☎997-1840・　997
-1585

詳細はこちらから
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納付は便利な口座振替で

固定資産税（３期）
国民健康保険料（９月期）
介護保険料（４期）

固定資産税（３期）
国民健康保険料（９月期）
介護保険料（４期）

９月の納期

講座・講演
市民活動応援講座

魚のさばき方料理教室

人権啓発講座

心と体の健康講座（女性対象）

日　程

9/16 ㈬

29㈫

10/21 ㈬

28㈬

11/11 ㈬

19㈭

東京人権啓発企業連絡会
専務理事 竹内　良

パワハラなんか起こらない！
職場を元気にする人権

大阪企業人権協議会
専任講師 野田　勝夫

超高齢社会を迎えて
－企業活動と高齢者の人権－

龍谷大学法科大学院
教授 金　尚均ヘイトスピーチとは何か

大阪企業人権協議会
総合アドバイザー 金井　敬三

情報化社会を生きる
－人権の視点から見たプライバシー保護－

㈱グッドコミュニケーション
代表取締役 中田　康晴

認め合い、支え合う人間関係づくり
－ストレスチェック義務化を受けて－

大阪企業人権協議会
総合アドバイザー 芦田　武雄

部落地名総鑑40年
－企業を取りまく同和問題はいま－

テ　ー　マ 講　師（敬称略）
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障がい者を対象とした
臨時職員（技能労務職）

安全で安心な
まちづくり会議委員

国勢調査事務補助員

「まつやま子ども芸能
文化大会」出演団体

mailto:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp
http://mbyc.jp/
mailto:event@coms.or.jp
mailto:s-kaitou@city.matsuyama.ehime.jp
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９月11・18・25日、10月２・９・
16・30日。いずれも金曜日18時
30分〜20時30分 KH 三番町プレ
イスビル（三番町四丁目）第２会議
室 25人（先着順） ９月10日㈭ま
で。ファクス・ホームページ。申込
書（支所・公民館・伊予銀行各支店
にあり）を伊予銀行ソリューション
営業部 http://www.iyobank.co.jp/
へ 伊予銀行☎941-1141・ 946
-9110

９月13日㈰10〜15時 フジグ
ラン松山２階多目的ホール （公社） 
成年後見センター・リーガルサポー
トえひめ支部事務局☎941-8065・

945-1914

９月13日㈰13時30分〜17時
いよてつ髙島屋９階ローズホール
がん予防から治療までの講演など
四国がんセンター☎999-1111・
999-1100

９月19日㈯13〜18時 市保健
所・消防合同庁舎（萱町六丁目） お
金の問題や心配事、悩み事について、
こころや福祉、法律の専門家が相談
に応じる ▼予約不要、秘密厳守 県
司法書士会☎941-8065・ 945-
1914

９月25日㈮11〜14時 P
ピ ポ ッ ト

IPOT
松山（味酒町一丁目） 700円 12
人（先着順） 前日までに電話で韓
国婦人会愛媛県本部☎922-4813へ

10月８日㈭10〜12時 松山地
方裁判所（一番町三丁目） 36人（抽
選） ９月15日㈫（必着）。はがきで、
住所、氏名、電話番号を〒790-00
06南堀端町２-１松山家庭裁判所無
料法律相談会係へ 松山家庭裁判所
☎942-0083

10月20日㈫・21日㈬ 県庁第
二別館（一番町四丁目） 危険物取扱
者で現在、危険物の取り扱い作業
に従事している人 各講習の２日前

（土・日曜・祝日除く）までに直接、
申請書（松山地区危険物安全協会、
県中予地方局、市消防局にあり）を
松山地区危険物安全協会（本町七丁
目）へ 松山地区危険物安全協会☎・

924-6618

社会のモラル・ルール・マナーを
テーマにしたメッセージ入りポス
ター。四つ切り（54㌢ ×39㌢）また
はＢ３判（51㌢ ×36㌢）の画用紙で
画材、縦・横は自由 ９月30日㈬（消
印有効）。応募票（市青少年育成市民
会議 http://mbyc.jp/ にあり）を作
品の裏に貼り、〒790-0864築山
町12-33市青少年育成市民会議ま
たは在籍校へ 市青少年育成市民会
議☎907-7826・ 907-7827

未来を担う子どもたちの健全育成
を目的に、創意工夫を凝らした活動
を行う団体へ活動費を助成。審査あ
り ▼ ①10万円以内②５万円以内
直接または郵送。申請書など（市青
少年育成市民会議 http://mbyc.

jp/ にあり）を〒790-0864築山町
12-33市青少年育成市民会議へ
市青少年育成市民会議☎907-782
6・ 907-7827

平成28年３月までの第１、第３
木曜日。13時〜15時30分 ▼ 予約
不要 ハローワーク松山（六軒家町）

仕事の相談・就業相談など 保健
師・助産師・看護師・准看護師の
免許取得者 （公社）県看護協会内県
ナースセンター☎924-0848・ 
996-8425

国が助成する中小企業向け退職金
制度。掛け金全額非課税、パートの
人も加入可※詳細はお問い合わせく
ださい 中小企業退職金共済事業本
部☎03-6907-1234・ 03-595
5-8217

　土砂災害が発生する恐れのある
区域を明らかにするため、平成28
年２月末まで市内一円を調査しま
す。 県中予地方局河川砂防課☎
909-8774・ 921-4990

2015（平成27）年９月１日号（10）市民ガイド

10月28日㈬
県中予地方局（一番町）
病気やその他やむを得ない事由に

より、中学校を卒業できなかった人
で平成28年３月31日までに満15
歳以上になる人

９月11日㈮までに郵送で願書（市
ホームページにあり）を〒100-89
59 東京都千代田区霞が関三丁目２
番２号文部科学省へ

（教）学校教育課☎948-6951・
934-1815

　マイナンバーの通知カードを10
月時点の住民票の住所（住所地）に送
りますが、やむを得ない理由（DV、
ストーカー行為の被害者など）で住
所地以外（居所）に住んでいる人は、
９月25日㈮までに申請すれば、居
所に送付することができます。
　住所地が本市の場合は市民課（市
役所本館１階）で、本市以外の場合
は住所地の市区町村で手続きしてく
ださい。

市民課☎948-6569・ 934-18
01

　平成28年度に実施予定の「まつや
ま中学生海外派遣事業」の応募に必
要な「中学生チャレンジプロジェク
ト」への登録を受け付けています。

市内在住の中学１・２年生
９月30日㈬まで

※ 詳細はお問い合わせください
まつやま国際交流センター☎943

-2025・ 931-2041

　交通事故防止の徹底を図るため、
秋の全国交通安全運動が９月21日
㈪〜30日㈬まで、全国一斉に実施
されます。家庭・学校・職場・地
域でお互いが「交通事故を起こさな
い」・「交通事故に遭わない」よう心
掛けましょう。【運動の基本】子ども
と高齢者の交通事故防止【運動の重
点】夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗用中の交通事故防止 ▼後部座席
を含めた全ての座席のシートベルト
とチャイルドシートの正しい着用の
徹底 ▼ 飲酒運転の根絶 ▼「シェア・
ザ・ロード」の精神の普及促進
※９月30日は「交通事故死ゼロを目
指す日」です

都市・交通計画課☎948-6446・
934-1807

土・日曜・祝日
清掃・美化活動などの公益活動を

行う市民団体
使用する日の１カ月前から７日前

までに電話で管財課へ
※燃料費などの実費は市民団体が負
担

管財課☎948-6753・ 934-18
03

　経済的な理由で就学困難な家庭に
学用品費・給食費などを援助します。
該当基準や申請方法などは通学して
いる小中学校または市教育委員会に
相談してください。

（教）学校教育課☎948-6590・
934-1815

　10月1日申請分から「㈱ごごし
ま」の回数券利用可能額が5,750円
から5,280円に変更になります。
※運転免許証の返納については運転
免許センター☎934-0110へ

都市・交通計画課☎948-6863・
934-1807

９月５日㈯17時〜
南高井集会所（南高井町）
都市・交通計画課☎948-6479・
934-1807

①９月30日㈬＝北条コミュニ
ティセンター（北条辻）、②10月２
日㈮＝青少年センター（築山町）ほ

か、③10月６日㈫＝中島総合文化
センター（中島大浦）、④10月21日
㈬＝青少年センターほか ▼いずれも
13時20分〜16時50分

来年度小学校に就学する特別な支
援が必要な幼児とその保護者

①〜③＝９月７日㈪、④＝９月
28日㈪まで。直接申請書（（教）学校
教育課〈市役所第四別館３階〉、保育
園、幼稚園、小学校にあり）を校区
の小学校へ

（教）学校教育課☎948-6169・
934-1815

10月17日㈯・24日㈯・25日
㈰９〜12時、13〜16時＝教育支
援センター（築山町） ▼18日㈰９時
30分〜12時、13〜16時＝北条図
書館（河野別府）多目的室

子どもへの接し方や不登校解消に
向けた相談に応じる

市内在住の不登校に悩む小中学生
の保護者

10月６日㈫まで。電話・ファクス。
住所、氏名、電話番号を（教）教育支
援センター事務所へ

（教）教育支援センター事務所☎94
3-3205・ 947-7911

月〜金曜日（祝日、年末年始は除
く）８時30分〜17時（12〜13時は
除く）

患者・家族からの医療に関する相
談に応じる

電話・ファクス・e メールで医事
薬事課へ koemado@city.matsuy
ama.ehime.jp へ（面談は要予約）

医事薬事課☎911-1866・ 92
3-6618

お知らせ

やむを得ない理由でマイナン
バー通知カードの送付先を変
更できる場合があります

まつやま中学生海外派遣事業
チャレンジプロジェクト 公用車貸出制度

65歳以上運転免許証自主返
納サポートの利用可能額の一
部変更

不登校教育相談会

無料法律相談会
司法書士による成年後見相談会

就学援助制度をご活用ください

松山広域都市計画地区計画の
変更（南高井地区）に関する素
案説明会および意見陳述会

相　　談
特別支援教育相談会

患者の声相談窓口

その他のお知らせ

「社会のモラル・ルール・
マナー」ポスター募集中

①坊っちゃん夢金庫
②見守り活動応援基金

松山みらい起業塾

“こころ”と“くらし” の
市民無料相談会

ナースセンター移動相談

中小企業退職金共済制度

韓国食・料理講座

四国がんセンターフォーラム

中学校卒業程度認定試験の実施

秋の全国交通安全運動

危険物取扱者法定講習

がけ地などの調査にご協力を

チャレンジプロジェクト対象のイベント

http://www.iyobank.co.jp/
http://mbyc.jp/
http://mbyc.jp/
mailto:koemado@city.matsuyama.ehime.jp



