
平成28年１月６日㈬から６カ月 
ポリテクセンター愛媛（西垣生町）
溶接・電気設備・住宅リフォーム・

機械などの職業訓練 雇用保険受給
資格者など求職中でハローワークの
受講指示・推薦を受けられる人 12
月２日㈬まで ポリテクセンター愛
媛☎972-0329・ 972-0959

11月８日㈰14時〜15時30分
坂の上の雲ミュージアム（一番町三
丁目）２階ホール 日露戦争などに
ついての各種講演 50人程度（申し
込み不要） 名城大学都市情報学部 
稲葉千晴研究室☎0574-69-0127
・ 0574-69-0155

11月23日（月・祝）９〜17時（予
定） ▼集合・解散＝市役所本館前
高縄山〜忽那醸造〜善応寺をバス
で巡る 小学生以上（小学生は保護
者同伴） 22人（抽選。１組２人ま
で） 1,000円（昼食代・保険料を
含む） 11月13日㈮（必着）。ファ

クス・e メール。住所、氏名（ふり
がな）、年齢、電話番号を NPO 森
からつづく道☎・ 992-9152・

info@morimichi.org へ

11月14日㈯14時〜 総合コミュ
ニティセンター（湊町七丁目）第２会
議室 集団接種による感染被害と、
国から和解金などの救済を受ける手
続き 全国Ｂ型肝炎訴訟広島弁護団
☎082-223-6589

11月14日㈯11時〜15時30分
市総合福祉センター（若草町） 松

山人権擁護委員協議会・松山地方法
務局☎932-0888・ 932-5798

電話相談＝11月15日㈰10〜
12時 ▼専用電話☎915-7700（当
日限り） 市医師会☎915-7700・

915-7710

電話相談＝11月16日㈪〜20
日㈮８時30分〜19時。21日㈯・22
日㈰10〜17時 ▼女性の人権ホット
ライン☎0570-070-810（一部 IP
電話からは接続不可） 松山地方法
務局☎932-0888・ 932-5798

11月18日 ㈬13時30分 〜15時
30分、19日㈭10〜12時 総合コ
ミュニティセンター（湊町七丁目）
キャメリアホール※事前送付の書類
が必要 松山税務署☎941-9121

　第二期分の納付期限は11月30日
㈪です。振替納税の人は残高確認を、
振り込みの人は最寄りの金融機関な
どで納付してください。 松山税務
署☎941-9121

11月23日（月・祝）（雨天決行）
文化の森公園（河野別府） ①小学生
各学年男・女各20人②団体 ▼ 男・
女、各10組（3人1組）③個人 ▼39
歳以下男女各50人 ▼40歳以上男
女各50人（先着順） ①1,000円②
7,500円③2,500円（傷害保険料な
ど含む） e メールで①氏名（ふりが
な）、保護者氏名、学年、性別、電
話番号②代表者氏名、電話番号、参
加部門、チーム名③氏名（ふりがな）、
電話番号、参加部門を風早マラソン

kazahaya.m@gmail.com へ 風
早マラソン（栗田）☎070-5688-44
88・ 973-9988

　厚生労働大臣許可
のＳマークを表示し
ている理容店・クリー
ニング店・美容店・め

ん類飲食店などは、安全、安心、清
潔を約束します。 （公財）県生活衛
生営業指導センター☎924-3305・

924-3304

11月28日㈯14時〜（開場13時30
分） 子規記念博物館（道後公園）４
階和室 一対一の句合わせ対決（夏
井いつきさんの試合解説） 観覧＝
30人（先着順） 11月15日㈰（必
着）。はがき・電話・ファクス・e メー
ル。氏名、電話番号、申し込み人数、
申し込み種別（出場または観覧）を
〒790-0022永代町16-１㈲マル
コボ . コム☎906-0694・ 906-
0695・ info@marukobo.com へ

11月29日 ㈰14時30分 〜15時
30分 総合コミュニティセンター

（湊町七丁目）キャメリアホール 四
国理学療法士学会事務局☎0898-2
3-3390・ 0898-23-3126
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　11月から平成28年３月末まで味
生支所の改修工事を行います。敷地
内の駐車場が一部利用できなくなり
ますので満車の場合は、市農業協同
組合味生支所の駐車場（改修工事中
に限る）をご利用ください。

味生支所☎951-0221・ 951-
4989

　本庁舎停電によるシステム停止の
ため臨時休業します。

11月21日㈯
対象施設＝市民サービスセンター

（松山三越、フジグラン松山、いよ
てつ髙島屋）、市パスポートセンター

市民課☎948-6347・ 934-18
01

　利便性向上のため、11月申請分か
ら都市計画証明書の申請時に必要な
都市計画図を窓口でお渡しします。
　なお、これまでどおり図面持参で
も証明書の申請は可能です。
※ 詳細はお問い合わせください

都市・交通計画課☎948-6462・
934-1807

　市有財産の有効活用のためヤフー

の官公庁オークションを利用して、
車など８台、備品若干数（予定）を売
却します。

入札期間＝11月25日㈬13時〜
12月２日㈬13時

11月10日㈫14時まで
※ 詳細は市ホームページを確認

管財課☎948-6753・ 934-19
09

　本市では、配偶者や恋人などによ
る暴力、いわゆる DV（ドメスティッ
ク・バイオレンス）の被害者を支援
しています。不安を感じた時は一人
で悩まず下表の相談先へご連絡くだ
さい。

市民参画まちづくり課☎948-63
30・ 934-3157、子育て支援課
☎948-6418・ 934-1814

■市子ども総合相談
☎943-3200（８時30分〜21時〈土
・日曜・祝・休日は17時まで〉）
■県福祉総合支援センター（24時間）

☎922-5040
■児童相談所全国共通ダイヤル（24
時間）
☎189（いち・はや・く）

子ども総合相談センター事務所 
☎943-3215・ 943-3070

　地域防災の
団結・絆を深
めるためのシ
ンボルマーク
を募集し、全
国から応募の

あった22作品から、三巻保征さん
（新潟県）の作品が最優秀作品に決定
しました。
※ 詳細は市ホームページを確認

（消）地域防災課☎926-9218・
926-9189

　高縄山山頂付
近に環境配慮型

トイレが完成しました。
環境モデル都市推進課☎948-64

34・ 934-1861

　義援金を11月20日㈮まで受け付
けています。本館１階案内所、支所、
市民サービスセンターに募金箱を設
置し、市内の伊予銀行、愛媛銀行、
愛媛信用金庫では手数料無料で口座

振り込みも受け付けています。預
託された募金は日本赤十字社へお
届けします。

市民参画まちづくり課☎948-68
14・ 934-3157

　申請期限は平成28年２月25日㈭
までとなっています。支給の可能性
がある人には８月に申請書を送付
していますので、まだ申請していな
い人は申請期限までに届くように
直接または郵送で市福祉総合窓口

（市役所別館１階）、支所へ提出して
ください。
※申請期限後は受け付けできません
のでご注意ください

市給付金対策室☎997-7088・
961-4050

　（一財）自治総合
センターの宝くじ
受託事業収入を財
源としたコミュニ
ティ助成事業の助
成金により、次の
とおり地域コミュ

ニティのための備品が整備されま
した ▼ 垣生地区まちづくり協議会
＝コミュニティ行事用具（祭りやぐ
ら、音響機器） ▼大人神

み こ し

輿の会、港
通り区、新町区＝祭り用具（神輿、
太鼓、半鐘など）

市民参画まちづくり課☎948-69
63・ 934-3157

お知らせ

ポリテクセンター愛媛・職業
訓練生募集

その他のお知らせ

Ｂ型肝炎訴訟説明会

高齢者・障がい者の人権相談

北条の魅力体感モニターツアー

平成27年分年末調整説明会

市有財産の売却

女性に対する暴力で不安を感
じたら相談を

「女性の人権ホットライン」
受付時間延長
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味生支所改修工事の実施

都市計画証明書の図面添付方
法が変わります

市民サービスセンター・市パ
スポートセンター臨時休業

児童虐待をなくそう
虐待かな?と思ったら連絡を

講演「日露戦争と東アジア：
今日的視点から」

内科の病気なんでも電話相談

平成27年分所得税および
復興特別所得税の予定納税

お店選びはSマークで

相談先

☎927-3490

☎927-3490

☎926-1644

☎0120-31-9110

☎948-6413

☎943-5770

県婦人相談所
（土・日曜日休み）

県夜間ダイヤル
（祝日・年末年始休み）

県男女共同参画センター
（月曜日休み）

県警察本部（無休）

市家庭・子育て相談室
（土・日曜日・祝日休み）

市男女共同参画推進
センター（月・木曜日休み）

第四回俳句対局龍淵王決定戦
出場者&観覧者募集

市民公開講座「アンチエイジ
ングと理学療法」

市自主防災組織ネットワーク
会議のシンボルマークが決定

高縄山に
トイレ完成

平成27年台風第18号などに
よる大雨災害義援金募金

お忘れではないですか
臨時福祉給付金

平成27年度
宝くじ助成事業実施報告

音響機器

mailto:info@morimichi.org
mailto:kazahaya.m@gmail.com
mailto:info@marukobo.com


11月７日㈯10〜17時、８日㈰9
時30分〜16時30分

県総合社会福祉会館（持田町三丁目）
福祉用具展示会、各種セミナー、

体験コーナーなど（セミナーのみ事
前申し込み必要）
※ 詳細はお問い合わせください

県社会福祉協議会☎921-5070・
921-8939、介護保険課☎948-

6885・ 934-0815

①11月16日㈪②11月25日㈬。
18時30分〜20時30分。市保健所

（萱町六丁目）６階大会議室
①「守ろう！自分の乳房・自分

の命〜乳がんとは？自己触診って？
〜」②「大腸がんが増えてるって知っ
てますか？〜大腸がんの知識とうん
ちにまつわる健康の話〜」と題した
講座。各100人（先着順）

各開催日前日まで。電話・ファク
スで健康づくり推進課へ

健康づくり推進課☎911-1819・
925-0230

11月16日㈪18時30分〜
市総合福祉センター（若草町）５階

中会議室
「手話通訳・要約筆記の使い方」

※ 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

毎週月曜日（祝日は除く）11〜13
時 ▼夜間相談＝11月９日㈪18時〜
19時30分

エイズの相談、HIV 抗体検査、梅
毒検査、肝炎検査。結果は1週間後
に判明（無料・匿名）

電話で保健予防課へ（要予約）
保健予防課☎911-1815・ 923

-6062

　これから春先にかけては、ノロウ
イルスによる食中毒が多発する時期
です。次のことに気を付けましょう。

▼調理者の健康管理 ▼手洗いの徹底

▼食品の十分な加熱 ▼器具の消毒
生活衛生課☎911-1808・ 92

3-6627

　毎年１回の狂犬病予防注射は飼い
主の義務です。今年度未接種の人は
忘れず注射を行ってください。

生活衛生課☎911-1862・ 92
3-6627

■第11回忽那諸島吟行の旅
11月29日㈰８時30分または、９

時25分高浜港発に乗船
忽那諸島（中島本島）
午前＝中島をバスで巡り、俳句を

創作 ▼ 午後＝第14回瀬戸内海俳句
大会へ参加

40人（先着順） ▼ 小学生以下は保
護者同伴

500円（小学生以下無料）
11月15日㈰（必着）。直接または、

はがき・電話・ファクス。住所、氏
名（ふりがな）、電話番号を〒791-4
501中島大浦2962中島総合文化セ
ンター「忽那諸島吟行の旅」係へ
■第14回瀬戸内海俳句大会表彰式・
講評

11月29日 ㈰13時30分 〜16時
30分

中島総合文化センター（中島大
浦）☎997-1181・ 997-0329

11月29日㈰９時20分〜15時30
分 ▼集合・解散＝市役所第四別館（三
番町六丁目）
「明治・大正の建造物」＝愛媛大学

附属中学校章光堂〜明教館〜松山気
象台〜湯築城跡〜萬

ばん

翠
すい

荘〜石崎汽船
元本社〜森家住宅

市内在住の人（中学生以下は保
護者同伴）。40人（抽選）

1,000円（傷害保険料を含む）
※ 昼食は各自用意

11月12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〒79
0-0003三番町六丁目６‐１（教）文化
財課「I コース文化財めぐり」係 bu
nkazaimeguri@city.matsuyama.ehi
me.jp へ

（教）文化財課☎948-6603・ 93
1-6248

11月28日㈯13時30分〜15時
30分。北条鹿島博物展示館（北条辻）

幼児〜小学生とその保護者
20人（先着順）。500円（渡船料・

駐車料金は別途必要）
11月20日㈮まで。電話で観光・

国際交流課へ
観光・国際交流課☎948-6555・
943-9001

11月28日㈯９〜15時
石手川ダム上流域
竹林の間伐、竹加工教室、ツイス

トパン作りなど
小学生以上（中学生以下は保護者

同伴）
50人程度（先着順）
11月20日㈮まで。電話・ファク

ス・e メール。参加者全員の住所、
氏名、年齢、電話番号を水資源対策
課 mizushigen@city.matsuyama.
ehime.jp へ
※ 後日、詳細を通知

水資源対策課☎948-6223・  
934-1886

12月13日㈰①9時50分〜10時
40分②11時30分〜12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

プラネタリウムを見ながらクラ
シック演奏などを楽しむ

乳幼児とその保護者
各280人（抽選）
1,000円 ▼ 大人１人につき乳幼

児２人まで無料、３人目からは１人
500円

11月29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、参加希望回（①・②・ど
ちらでも良い）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
@cul-spo.or.jp へ

（公財）市文化・スポーツ振興財団
☎909-6153・ 921-8242

12月５日㈯14時〜17時30分
＝①ワークショップ（２回） ▼12月
６日㈰11時〜＝②フリースタイル
ソロダンスバトル（個人）③ダンスコ
ンテスト（団体）

総合コミュニティセンター（湊町
七丁目）

①各30人②140人③50チーム
（いずれも先着順）

①各1,000円②2,000円③１人
2,000円（②のみ2,500円で当日参
加可）

①開催日当日まで②12月4日㈮
まで③11月30日㈪まで。詳細は
http://www.cul-spo.or.jp/c_work/c
ulture/ を確認
（公財）市文化・スポーツ振興財団

☎909-6153・ 921-8242
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催　　し
中島イベント

福祉・保健
えひめ福祉用具フェア

ノロウイルスによる食中毒に
気を付けましょう

飼い犬の狂犬病予防注射
未接種の人へ

ダンスバトル i
イン

n 松山
出場者募集

健康応援プログラム
（がんセミナーコース）

クリスマスを彩ろう !
キラキラスノードーム工作

星の音楽会（2回公演）

聴覚障がい者のための
くらしセミナー

エイズ相談

１人でも参加できる
文化財めぐり

■まちづくり作画
（松山のじまんの街並みや風景）
小学生【優秀賞】三好爽斗（附属２） ▼

奥島義遼（附属３） ▼宇都宮結乃（湯
築４） ▼堀口花凪（味酒５）【佳作】神
田晴子（桑原１） ▼権藤寧 （々生石１）

▼山本はな（余土２） ▼田頭花唯（石
井北２） ▼神村ありさ（石井４） ▼田
村明莉（附属５） ▼中原真理（久枝６）

▼小笠原実咲（和気６）
中学生【優秀賞】白方優衣（城西２）
【佳作】二川昇馬（勝山１） ▼山西りな
（東３）
（わたしの夢みるたのしい駅）
小学生【優秀賞】佐野喜一（宮前２） ▼

近藤茜（味生４） ▼ 増本紫（湯山４）
【佳作】越智美由花（味酒１） ▼渡部紗
弥子（余土２） ▼中嶋瀬奈（久米３） ▼

守谷柚花（姫山３） ▼橘謙斗（石井北
４） ▼加藤優希（味生５） ▼岡本菜那

（久枝６）
中学生【優秀賞】田中希歩（勝山１）

都市デザイン課☎948-6518・
934-1807、松山駅周辺整備課

☎948-6467・ 934-1807
■緑化推進ポスター原画
小学生【優秀賞】本村颯士（道後１） ▼

永山太陽（荏原２） ▼森實雷太（附属
３） ▼松田都月（潮見４） ▼河野心音

（宮前４） ▼藤原有希（双葉４） ▼阿部
琴音（宮前６） ▼髙橋息吹（余土６） ▼

安永彩也香（小野６） ▼竹下仁葉（小
野６）【佳作】清水京香（味酒１） ▼植

田真央（道後１） ▼ 竹本洋（浮穴１）

▼三木悠（宮前２） ▼古野健太朗（湯
築２） ▼加藤理央（さくら２） ▼澤田
佳奈（石井東３） ▼吉本彩音（附属４）

▼芝明真（清水５） ▼熊上拓海（石井
５） ▼鈴木陽菜（石井北５） ▼福井秀
崇（附属５） ▼仙波汐莉（番町６） ▼村
上由布希（たちばな６） ▼堀田なつみ

（さくら６）
中学生【優秀賞】笠原愛夢（垣生１） ▼

國田真帆（余土１） ▼田村結菜（余土
２） ▼木下育葉（西２） ▼本田桜子（椿
3）【佳作】越智めぐみ（南１） ▼ 寺田
京都（拓南２） ▼眞田萌（余土２） ▼一
色凛歩（津田３） ▼山本緋奈子（城西
３）

公園緑地課☎948-6546・ 93
4-8723

■ポスター
小学生【優秀賞】北村由理（湯築３）
【佳作】８点中学生【優秀賞】中平亜翠
（鴨川２）【佳作】８点高校生【優秀賞】
露口京香（松山東雲１）【佳作】鎌倉真
希（松山中央１）
■書道
小学生【優秀賞】今村美莉亜（石井３）

▼山下心羽（余土３） ▼上神伽奈（余
土５） ▼藤井瑛紗（浮穴５） ▼川本妃
華（番町６） ▼菅かりん（余土６）【佳
作】17点中学生【優秀賞】吉川僚太
郎（拓南３）【佳作】４点

市選挙管理委員会☎948-6622・
934-1811

平成27年度まちづくり作画・
緑化推進ポスター原画コンクール
優秀賞・佳作入賞者（敬称略）

平成27年度明るい選挙啓発
作品入賞者（敬称略）

mailto:bunkazaimeguri@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:mizushigen@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:cul-promo@cul-spo.or.jp
http://www.cul-spo.or.jp/c_work/culture/


５（公財）市文化・スポーツ振興財団
「カルスポカレッジ」係へ

（公財）市文化・スポーツ振興財団
☎909-6153・ 921-8242

基礎編＝12月３日〜平成28年
１月14日。木曜日９〜16時（全５
回） ▼実務編＝平成28年２月18日・
25日。木曜日９〜16時（全２回） ▼

体験実習＝１月初旬〜２月中旬
市総合福祉センター（若草町）ほか
20人（抽選）
11月19日㈭（必着）。直接または

郵送・ファクス。参加申込書（ htt
p://www.matsuyama-wel.jp/ にあり）を
〒790-0808若草町８‒２市社会福
祉協議会「市民後見人養成講座」係へ
※詳細は募集要領（参加申込書と同
所にあり）を確認

市社会福祉協議会☎913-9046・
941-4405

11月21日 ㈯13時30分 〜15時
30分

市保健所・消防合同庁舎（萱町六
丁目）４階

市内在住で、犬を飼育中または今
後飼育予定の人

30人（先着順）
電話で生活衛生課へ
生活衛生課☎911-1862・ 92

3-6627

11月28日㈯10〜12時
コムズ（三番町六丁目）４階視聴覚室
えひめ親子・人間関係研究所所

長・平林茂代さんによる DV（ドメ
スティック・バイオレンス）が子ど
もに与える影響についてなど「DV
と子ども」と題した学習会

40人（先着順）
11月25日㈬（必着）。電話・ファ

クス。住所、氏名、電話番号をコム
ズ相談室へ
※託児（1歳〜就学前）あり。子ども
1人につき200円・先着順

市男女共同参画推進センター・コ
ムズ相談室☎943-5770・ 943-

0460

①現役経営者の経営力直伝セミ
ナー＝11月27日㈮17時30分〜19
時30分②マネジメントゲーム１期
体験セミナー＝11月29日㈰13時
30分〜17時30分

①24人②12人（先着順）
〈共通事項〉

まつやま経営交流プラザ（湊町三
丁目）

各開催日前日まで。電話・ホーム
ページ・e メール。氏名、電話番号
をまつやま経営交流プラザ info@
keipla.jp ・ http://keipla.jp/ へ

まつやま経営交流プラザ☎948-
8035・ 948-8036

11月28日㈯14時〜15時30分
庚申庵史跡庭園管理棟２階
愛媛大学教授・西　耕生さんによ

る講座「中世歌学秘伝書をよむ」
15人程度（抽選）
700円（資料代を含む）
11月27日㈮（必着）。はがき・ファ

クス。参加者全員の住所、氏名、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

講座＝平成28年１月13日・20
日、２月10日。水曜日13時30分〜
16時（全３回） ▼施設研修＝２月３
日㈬9時30分〜16時

市総合福祉センター（若草町）ほか
市内在住で60歳以上の人
40人（抽選）
11月２日㈪〜30日㈪（必着）。直

接または郵送・ファクス。申込書（市
ホームページにあり）を〒790-857
1介護保険課（市役所別館２階）また
は〒790-0808若草町８-２市社会
福祉協議会へ

介護保険課☎948-6949・ 93
4-0815、市社会福祉協議会☎941
-3828・ 941-4408

職務内容＝一般行政事務 ▼勤務場
所＝市長の事務部局、行政委員会な
ど ▼ 勤務期間＝平成28年４月〜平
成29年12月

公的機関などでの一般事務経験が
おおむね１年以上あり、パソコン基
本操作（文書作成、表計算）ができる
地方公務員法第16条各号に該当し
ない人

10人程度
【1次試験】

12月12日㈯８時30分〜
市役所会議室ほか
筆記試験（一般教養）・適性検査・

口述試験
【2次試験】

平成28年1月23日㈯
市役所会議室ほか
口述試験
11月２日㈪〜17日㈫（消印有効）。

直接または郵送（簡易書留で封筒の
表に「任期付職員申し込み」と朱書
き。返信先を明記し82円切手を貼っ
た長３サイズの返信用封筒を同封）
で、採用試験申込書・受験票（いず
れも人事課〈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）を〒790-8571人事課へ
※詳細は実施要領（申込書などと同
所にあり）を確認

人事課☎948-6940・ 934-92
05

職務内容＝国民健康保険料の徴収
業務など ▼ 勤務期間＝12月１日〜
平成28年３月31日（成績により更
新あり） ▼勤務時間＝８〜20時の間
で6時間程度（土・日曜・祝日徴収
あり） ▼報酬＝月額７万100円＋能
率給（10月1日現在）。平成26年度
平均月額報酬16万4,000円程度。社
会保険などあり、雇用保険なし

パソコン操作ができる原動機付自
転車免許所有者

１人程度
【口述試験】

11月16日㈪
11月10日㈫（消印有効）。直接ま

たは郵送（簡易書留）。封筒に「徴収
嘱託員申し込み」と朱書きし、履歴
書と志望動機（Ａ４判用紙に400字
程度）を〒790-8571国保・年金課

任期付職員

（11）2015（平成27）年11月１日号 市民ガイド

募　　集

（市役所別館３階）へ
※詳細は、実施要領（市ホームペー
ジにあり）を確認

国保・年金課☎948-6378・ 9
34-2631

平成28年度の納税通知書発送用
封筒の広告主 ▼数量＝固定資産税納
税通知書用18万部

市広告事業実施要綱などに該当す
る人または団体（要綱などは資産税
課〈市役所本館2階〉、市ホームペー
ジにあり）

10万円以上
11月25日㈬（必着）。直接または

ファクス・e メール。所定の企画書
（市ホームページにあり）を資産税課

shsanzei@city.matsuyama.ehim
e.jp へ

資産税課☎948-6312・ 934-
1802

11月29日㈰10〜12時
コムズ（三番町六丁目）４階視聴覚

室（託児あり〈先着30人〉）
愛媛助産師会会長・黒田優子さん

による講演とワークショップ
就学前の子を持つ母親
40人（先着順）
11月15日㈰（必着）。e メールで

住所、氏名、電話番号をピアリンク
i
イン

n えひめ（田中・松居） ehimepee
r@yahoo.co.jp へ

市男女共同参画推進センター☎9
43-5777・ 943-0460

下表のとおり。水曜日14時〜
15時30分（12月24日〈第４回〉の
み木曜日）。

総合コミュニティセンター（湊町
七丁目）３階大会議室

市内在住または通勤・通学して
いる人。100人程度（抽選）

2,000円（全10回分）
11月20日㈮（必着）。往復はがき

で住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号を〒790-0012湊町七丁目

◆貸切船で興居島を満喫
　通年　　貸切船で興居島周辺を
クルージング　２～６人　中学生以
上3,000円、小学生以下2,000円
（保険料を含む。別途料金で海の幸
バーベキュー、タコめし、初心者向け
釣り体験も可）　参加希望日の２週
間前までに電話で☎961-2149平
岡（16～20時）へ

◆サイクリストおもてなし事業
in 中島
　11月15日㈰　愛媛サイクリング
の日に自転車で中島地域に渡る人
に島の特産品や復路特別乗船券を
プレゼント　三津浜港待合所で当日
受け付け（6時30分～。13時出港便
まで）

　中島支所☎997-1840・
　997-1585

詳細はこちらから 問

日 会

申

料定

内

日

申

内

里
り

島
と う

め ぐ り

里島めぐり 検索

帰りの旅客船賃は

無料

イン

納付は便利な口座振替で

国民健康保険料（11月期）
介護保険料（６期）
国民健康保険料（11月期）
介護保険料（６期）

11月の納期

講座・講演

ドメスティック・バイオレン
ス防止学習会

ぴよぴよ子育て☆ママが元気
に !リフレッシュ講座

まつやま経営交流プラザセミ
ナー

愛犬のしつけ方教室
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封筒広告主

徴収嘱託員
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カルスポカレッジ第3部

庚申庵地域文化講座第5回

市民後見人養成講座

シニアボランティア養成講座

回 開講日 演　　題

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

12/　2

9

16

24

13

27

2/10

17

24

平成28年
1/　6

写真で巡る伊予の古代史

将棋界の制度、プロをめざして！

お茶の楽しさについて

戦国期鹿島城合戦

悩める膝

途上国の豊かさ

民法（債権関係）改正を考える

「何を食べるか」から「いつ食べるか」へ

二人の弘－吉野弘と長田弘－

10歳若く見える姿勢の作り方

mailto:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:ehimepeer@yahoo.co.jp
http://www.matsuyama-wel.jp/
http://keipla.jp/

