市民ガイド

（7）2018
（平成30）年11月15日号

こども館・コスモシアター

943-8228
921-8242
㊡毎週月曜日（祝日を除く）

季節イベント
「松ぼっくりツリー」をつくろう
＝日時・期日（時間は 時間表記）

24

11月25日 ㈰12～16時（ 当 日 受
け付け、売り切れ次第終了）
70人（先着順。１人２個まで）。150円

「おもちゃ病院」
12月 ９ 日 ㈰10～15時（ 当 日14
時まで受け付け）
壊れたおもちゃを修理
35人程度（先着順）
部品交換が必要な場合は実費。ゲーム
機など電子基板のあるものは修理不可

＝会場

星の音楽会
～幼児と楽しむクラシック～

＝内容
＝対象
＝定員
＝料金（表記の無い場合は無料）

12月９日㈰。午前の部＝開演10
時30分～（開場10時）▶午後の部
＝開演13時～（開場12時30分）
プラネタリウムの中でクラシック音楽
や、アニメ音楽、童謡などをプロが生演奏
乳幼児とその保護者
280人程度（先着順）
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人につき500円）
往復はがきに住所、氏名（ふりが
な）、電話番号、大人・乳幼児の人

星空観望会「月と火星を見よう」
12月15日㈯17時30分～19時（当
日受け付け。雨天・曇天時は中止）
200円（４歳以上）
※中学生以下は保護者同伴

松山市民会館

931-8181
931-8183
㊡毎週火曜日（祝日を除く）
ン
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はじめてマシン

ツ

ヤ

考

マ

古

館

923-8777
925-0260
㊡毎週月曜日（祝日を除く）

平成31年１月13日㈰18時～21時30分
＝①ワークショップ▶１月14日
（月・祝）
開演
11時～（開場10時）＝②フリースタイルソロ
バトル③ダンスコンテスト④ショーケース
①ワークショップ（ゲストダンサー
２人による各レッスン）＝小学生以上。
各20人②フリースタイルソロバトル
（個人）＝140人③ダンスコンテスト
（２人以上のチーム）▶小学生の部＝20
組▶中高生・一般の部＝15組④ショー
ケース（10～20人のチーム）＝６組
参加料＝①各２,500円②２,000
円（当日参加は２,500円）③２,000
円④ショーケースのみ参加は別途
入場料が必要▶入場料＝前売り
１,500円（当日２,000円）

特別展「松山の至宝」

943-8188・

定員
（抽選）

対象

943-8730

各15人

＝申し込み方法（住所と記載の場合は郵便番号も明記） ＝問い合わせ先

12/５～平成31年３/13。12/26・1/2を除く水曜日▶初級平泳ぎ＆クロール
＝９時30分～11時▶中級クロール＝13時～14時30分
12/６～平成31年３/14。12/27・1/3を除く木曜日。９時30分～10時15分

アクアウォーキング

12/６～平成31年３/14。12/27・1/3を除く木曜日▶Ａコース＝13～
13時45分▶Ｂコース＝13時45分～14時30分

アクアエアロビクス

12/５～平成31年３/14。11時15分～12時。Ａ(中級)コース＝12/26・
1/2を除く水曜日。▶Ｂ(初級)コース＝12/27・1/3を除く木曜日

親子ふれあい水泳

12/８～平成31年３/16。12/15・12/29・1/5を除く土曜日▶Ａコース＝
９時15分～10時▶Ｂコース＝10時15分～11時▶Ｃコース＝11時15分～
12時

松山中央公園（〒 790-0948
講座・教室名

市坪西町 625-１）

日時・内容

965-3000・

運動に支障のない
18歳以上

各20人

各3,250円
★250円（全13回）

各15組

965-3100

キッズ女子サッカー 12/15㈯・16㈰・22㈯・23（日・祝）・24（月・休）。13時～14時30分（全５回）
キッズテニス

12/２㈰・８㈯・15㈯、平成31年１/５㈯・12㈯・19㈯。13時～14時50分（全６回）

アクアパレットまつやま（〒790-0948 市坪西町 625 - 1）

＝ｅ メール

講座・教室名

日時・内容

965-2900・

水泳教室

平成31年１/８㈫～３/29㈮。全５回（１回45～90分）
※泳力別の各種コース。 詳細はホームページを確認

アクアビクス

平成31年１/９㈬～３/29㈮▶おはようアクア＝水曜日11時30分～
12時15分▶脂肪燃焼アクア＝水曜日19時30分～20時15分▶ジョギ
ングアクア＝金曜日11時30分～12時15分（いずれも全５回）

＝ホームページ

ラ

ン

ラ

らくらくバランス

平成31年１/８㈫～３/19㈫。10時30分～12時（全５回）

ノンストレススイミング 平成31年１/８㈫～３/19㈫。10時～11時30分（全５回）

対象

各30人

申し込み
11月25日㈰（必着）。直接または、は
がきで住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、希望教室名（１枚１教室1
コース）を松山中央公園へ

運動に支障のない
18歳以上

各4,000円

40人

運動に支障のない小学１～６年生の
女子（保護者の送迎が必要）

2,500円

60人

運動に支障のない小学１～４年生
（保護者の送迎が必要）

3,000円

対象

運動に支障のない
18歳以上

受講料（★＝１回あたりの使用料）
各650～750円
★250～500円

各1,250円
★250円

各25人
各20人

受講料

各15人

各15人

RUNRUNウォーキング 平成31年１/10㈭～３/28㈭。11時30分～12時15分（全５回）

平成31年１/８㈫～３/29㈮▶水中ダンベルショートＡ＝火曜日11時30分～12時
15分▶水中ダンベルショートＢ＝金曜日19時30分～20時15分（いずれも全５回）

㊡毎週月曜日（祝日を除く）

965-2400

定員（抽選）

ン

水中ダンベル

運動に支障のない未就
11月27日㈫（必着）。来館での申し込み
学児童（平成24年４月
または、はがきで住所、氏名（ふりがな）、
各2,400円
２日～平成27年４月１
生年月日、年齢、電話番号、保護者氏名・
★400円（全12回）
生まれ）とその保護者。
連絡先、希望教室名（１枚１教室１コース）
２人１組
をコミュニティセンター体育館へ

定員
（抽選）

12/４～28▶初級Ａコース＝火曜日。11時～12時50分▶初級Ｂコース＝水曜日。
13時～14時50分▶初級Ｃコース＝木曜日。９時～10時50分▶初級Ｄコース＝金曜
日。9時～10時50分▶中級Ａコース＝木曜日。11時～12時50分▶中級Ｂコース＝
金曜日。11時～12時50分（いずれも全４回）

テニス

申し込み

11月27日㈫９時から電話で総合コミュニティ
センター体育館へ

各1,950円
11月27日㈫（必着）。来館での申し込み
★450円（全13回） または、はがきで住所、氏名（ふりがな）、
生年月日、年齢、電話番号、希望教室名（１
枚１教室１コース）を総合コミュニティセ
ンター体育館へ
各1,950円
★250円（全13回）

12/７～平成31年３/15。12/28・1/4を除く金曜日▶初級クロール＝13時～14時30分

アクアジョギング

㊡毎週月曜日（祝日を除く）

各500円

ワンコインフィット
12/７㈮10時30分～11時30分（カラダ引締めバランスボール）
ネス

水泳教室

まがたま

受講料（★＝１回あたりの使用料）

５人
（先着順）

12/４～平成31年３/12。12/18・1/1を除く火曜日▶初級バタフライ＆クロール、
４種目泳ごう＝11時～12時30分▶はじめてクロール＝13時～14時30分

日９時30分から受け付け）
石勾 玉作り、合金コインみがき、
合金銅鏡みがき、粘土で土器作りな
ど（いずれも先着順）
100～500円（材料代）
■講演会
12月２日㈰10～12時（当日９時
30分から受け付け）
東京国立博物館考古研究員・山本
亮さんによる講演「東京国立博物館
所蔵松山市出土考古資料と戦前期の
埋蔵文化財保護」
120人（先着順）

■「東京国立博物館所蔵品・里帰り展」
11月17日 ㈯ ～ 平 成31年 １ 月27
日㈰９～17時（16時30分まで入館
受け付け）
東京国立博物館所蔵の本市ゆかり
の考古資料約40点と写真資料約20
点を展示
■展示解説会
11月17日㈯13時30分～15時30分
学芸員が展示会の見所や展示品に
ついて紹介・解説
50人（先着順。当日13時から受け付け）
■古代体験イベント
11月23日（金・祝）10～16時（当

湊町七丁目５）

12/６㈭14～16時

■コミュニティセンター
15日 ㈯・16日 ㈰ の 終 日 ＝ 温 水
プール・ラケットボールコート
▶18日㈫９～18時＝温水プール
（18時～利用可）
■アクアパレットまつやま
９日㈰・16日㈰の終日＝屋内プー
ル（50㍍プール全面・健康プール・
幼児用プール・流水プール）▶
25日㈫～28日㈮９～18時＝屋内
50㍍プール全面（18時～利用可）
※設備更新工事に伴い、平成31
年１月21日㈪から２月28日㈭ま
でプールを休館（多目的スペース、
会議室は通常営業）

平成31年１月26日㈯開演17時～
（開場16時30分）
小学生以上（未就学児の入場・
同伴は不可）。583席（全席自由）
一般＝前売り800円（当日900円)▶
高校生以下＝前売り500円（当日600円）
※詳細は http://www.cul-spo.or.jp/
mcph/を確認

ボリューム

日時・内容

各施設の利用制限（12月）

「よんでんアンサンブルコンサート」

「Dance Battle in Matsuyama
vol.６」

総合コミュニティセンター体育館・温水プール（〒 790-0012
講座・教室名

※ 詳 細 は http://www.cul-spo.
or.jp/mcph/を確認

数、年齢、午前の部・午後の部を明
記し、〒790-0012湊町七丁目５総
合コミュニティセンターこども館へ

ダ

2018（平成30）年11月１5日号（6）

各1,500円
★500円

11月25日㈰（必着）。直接または、はが
きで住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号、保護者氏名・連絡先、希望教室名（１
枚１教室1コース）を松山中央公園へ

申し込み
12月４日㈫～12日㈬（必着）。直接または、
はがき。住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号、教室名（１枚１教室１コース）をアクア
パレットまつやまへ
※設備更新工事に伴い、平成31年１月21日㈪
から２月28日㈭までプール休館のため、その間
の教室はお休み

※スポーツ教室の詳細（上記以外にも教室あり）は http://www.cul-spo.or.jp/を確認

さんまるいちまる

3010運動に
ご協力お願いします
会食で食べ残しを減らす幹事のテクニックを紹介
「3010
（さんまるいちまる）
運動」幹事マニュアル
ゼロ
■できる幹事の食べ残し
『０』
５箇条！として心得を紹介
■食べ残し『０』を目指した事前準備のしかた
■会食当日の「3010運動」の呼びかけ など
食べ残し『0』を目指す幹事さんを応援する
内容となっています。マニュアルを活用して、
できる幹事さんになりませんか？
！
※市ホームページに掲載しています

二次元コード

外での食事の機会が多くなるこの時期。
最初の30分と、最後の10分は、自分の席
で料理を楽しみ、食品ロスを減らす「3010
運動」にご協力ください。

食品ロスとは
まだ食べられるのに廃棄さ
約139㌘
れる食品のことで、日本では、
年間約646万㌧※が廃棄されて ★茶わん約1杯のご飯の量に相当
いるといわれています。
「お茶わん約１杯分（約139㌘）※」の食べ物を国民全員が毎
日捨てている計算になります。

本市の上水道料金は「高い」というご意見が、寄せられています。
そこで、上水道料金について説明します。
２カ月に１回、ご請求

上水道料金は、電気料金など他の公共料金と違い、
２カ月分をまとめてお支払いいただいています。
４人世帯で40立方㍍使用した場合 = 上水道料金（２カ月分）5,482円
➡１カ月分にすると……2,741円
中核市で比較すると、平均の料金

中核市で比較すると、本市は安い方から44都市中25番目で、ほぼ平
均の料金です。
※平成29年10月１日現在。口径13㍉で１カ月20立方㍍使用した場合
の口座割引適用後の料金で比較
下水道使用料も合わせて、ご請求

下水道をご利用の場合は、上水道料金と下水道使用料を合わせて
２カ月分をまとめてお支払いいただいています。
948-0727

昭和52年３月以前の建物を所有する事業者の皆さんへ

ＰＣＢとはポリ塩化ビフェニルの略称で、その毒性や慢性的な摂取によ
る健康被害が報告されています。ＰＣＢは業務用・施設用の蛍光灯安定器
に含まれていることがあり、製造から40年以上が経過すると、劣化して
破裂し、ＰＣＢが漏えいする事故が発生しています。
ＰＣＢを含む蛍光灯安定器を保有している事業者は、2021年３月31
日までにＰＣＢ廃棄物処理業者である
「中間貯蔵・環境安全事業株式会社
ジ
ェ
ス
コ
」との間でＰＣＢを含む蛍光灯安定器を処理する手続きを終
（ＪＥＳＣＯ）
えなければなりません。
昭和52年３月以前に建てられた建物を所有する事業者で、下記のよう
な照明器具がある場合は、ＰＣＢを含む蛍光灯安定器がある可能性があ
りますので、電気工事業者などに確認を依頼してください。

水銀灯器具

（高天井用・道路用）

低圧ナトリウム灯器具
（トンネル用）

問廃棄物対策課☎948-6959・

寄付

ありがとうございます
（敬称略）

まごころ銀行

【指定預託】田中繁男▶聖カタリナ
大学 学生ボランティアセンター▶北
条地区まちづくり協議会▶社会福祉
法人 嘉島町社会福祉協議会 会長 荒
木泰臣▶日光山輪王寺堂務部▶社会
福祉法人 岩泉町社会福祉協議会 会
長 伊東勝幸▶岩泉町社会福祉協議
会 職員親睦会
まごころ銀行では、善意の寄付金
を受け付けています。
問市社会福祉協議会☎941-4122・
941-4408へ

※農林水産省および環境省「平成27年度推計」より抜粋

「3010（さんまるいちまる）運動」
幹事マニュアル

上水道料金は本当に高い？

問㈽水道サービス課☎998-9803・

国民１人1日当たり食品ロス量

蛍光灯器具

（オフィス・教室用など）

934-1928

市民活動推進基金
愛和電設㈱▶㈱梶村造園▶㈱岩本商
会▶㈲一成産業▶エネロ㈱▶㈲拓伸
工事▶㈱親和技術コンサルタント▶
㈱森熊▶ ( 公社 ) 県看護協会▶市農
業 ( 協組 )▶㈱加藤興業▶㈱クロス・
サービス▶㈱伊予産業▶㈱電創エン
ジニアリング▶㈱ NOBIAS▶県パン
( 協組 ) ▶三森建設㈱▶㈱松山ロジ
テック▶松山青果㈱▶松山電設工業
㈱▶㈱エム・ワイ・ティ▶市教育用
品㈲▶オクトハウス㈱▶( 医 ) かわさ
き眼科▶㈱ケイ・アール総合企画▶
( 医 ) 山中内科・消化器内科クリニッ
ク▶㈱山装▶㈱堀切産業▶㈱山谷▶

問環境モデル都市推進課☎948-6436・

934-1861

野菜を食べていますか？

「まつやま・もっと野菜を！プロジェクト」
野菜摂取量の増加は、糖尿病をはじめと
する生活習慣病の発症と重症化予防に効
果があるとされています。本市では、市民
の皆さんの野菜摂取量を高めるため、
「ま
つやま・もっと野菜を！プロジェクト」と
して、大学などの教育機関や事業者と連携
し、さまざまな取り組みをしています。

「野菜時短レシピ集」を知っていますか？

全て３工程で完成し、野菜が簡単に調理
できるレシピ集です。大学生が考案した、
手に入りやすい食材を使うレシピをたくさ
ん掲載しています。このレシピ集から、こ
れからの季節にぴったりな野菜料理を下記
に紹介しています。野菜をしっかり食べて、
健康な体を目指しましょう！

野菜時短レシピ集

配布場所

市保健所、保健センター、市役所本館１階市政コーナーなど
※市ホームページ内「まつやま・もっと野菜を！プロジェク
ト」のコーナーでも見ることができます
二次元コード

これからの季節にぴったり！おすすめレシピ「大根ステーキ」
材料（２人分）

大根１/ ２本、サラダ菜２枚、バ
ター大さじ１、ポン酢大さじ１、
塩少々、こしょう少々
作り方

①大根を1.5㌢程度の輪切りにし
て皮をむき、耐熱ボウルに入れ
て ラ ッ プ を ふ ん わ り か け る。
大根ステーキ
600㍗に設定した電子レンジで
３～４分加熱する。
で加熱する。大根を皿に盛り、
②フライパンにバターを入れて熱
サラダ菜を添える。
１人分栄養価
し、大根を入れて両面に焼き色
がつくまで焼き、塩、こしょう
エネルギー：152㌔㌍、たんぱ
をふる。
く質：2.1㌘、脂質：5.6㌘、食塩
③ポン酢をかけて味が染み込むま 相当量：0.9㌘
問健康づくり推進課☎911-1859・
㈱髙須賀製作所▶南海測量設計㈱▶
㈱鶴居商店▶㈱ビットソフト▶ ( 医 )
結和会 松山西病院▶四国ガス㈱松
山支店▶オオノ開發㈱▶松山全日空
ホテル▶㈱ DAD ▶愛媛信用金庫▶
㈱伊予銀行▶㈱伊予鉄グループ▶㈱
フジ▶ ( 公社 ) 松山法人会▶ ( 医 ) 順
風会▶㈻松山学園▶認定 ( 特非 ) ア
クティブボランティア二十一▶東昇
技建㈱▶㈱ぞっこん四国▶認定
NPO 法人こころ塾▶道後平野土地
改良区▶㈱大創住建▶㈱アースコン
サルタント▶重松兄弟設備㈱▶帝人
㈱松山事業所▶大成海運㈱▶㈱伊予
鉄髙島屋▶グローバル環境サービス
㈱▶愛媛建物㈱▶㈱森田▶㈱松山建

925-0230

装社▶みずほ証券㈱松山支店▶㈱四
国アンカー工業▶東洋容器㈲▶東方
金属㈱松山支店▶㈱四ッ葉▶佐野透
▶( 医 ) 星の岡心臓・血管クリニック
▶㈱レディ薬局▶㈱オスティナート
ハウジング愛媛▶㈱えひめリビング
新聞社▶大進建設㈱ ( 受け付け順。
９月末時点 )▶その他匿名の８企業・
個人
市民活動推進基金では、NPO 活
動を支援するための寄付を受け付け
ています。
問市民参画まちづくり課
☎948-6330・ 934-3157

市民ガイド

（9）2018
（平成30）
年11月15日号

募

集

「まつやま子ども芸能文化大会」
出演団体

＝日時・期日（時間は 時間表記）

24

＝会場
＝内容
＝対象
＝定員

平成31年１月19日㈯10時～（予定）
市青少年センター（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（準備・片付け
を含め15分以内の発表）
伊予万歳、ダンスや合唱・鼓笛演
奏などの文化活動に取り組む市内の
小・中学生
20組程度（抽選）
12月16日㈰（必着）。郵送・ファ
クス・eメール。応募用紙（市青少
年 セ ン タ ー http://www.mbyc.
jp/、同受け付けにあり）に団体名、
ジャンル、演目、出演時間帯の希望、
参加人数、代表者の住所・氏名・連
絡先を〒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 info@mbyc.
jpへ
※内容など変更になる場合あり
市青少年育成市民会議(市青少年セ
ンター内)☎907-7826・ 907-7827

ふれあいギャラリー出展グループ

市民ガイド

＝料金（表記の無い場合は無料）
＝申し込み方法（住所と記載の場合は郵便番号も明記） ＝問い合わせ先

日14時30分～16時30分（予定。全８回）
り
と う
詳細はこちらから
いきがい交流センターしみず（清
里島めぐり 検索
水町三丁目）
タブレット端末の基本操作、イン
◆中島のおいしいみかん狩り
◆山内カネ子の島の料理教室
ターネット検索と地図アプリの使い
平成31年３月まで
通年（土・日曜日のみ）
方、便利なアプリと活用方法など
中島(大浦）
興居島（泊町）
※駐車場なし。タブレット端末は主
搾り器を使った生搾りみかんジュー
興居島の伊予柑を使った伝承料理
催者で用意
ス・みかんのお土産あり
やデザート作り体験
市内在住の60歳以上で、タブレッ
小学生以上
30人までのグループ（要相談）
ト端末の操作や活用に関心があり、
１人～（要相談）
１グループ5,000円
全日程参加可能な人
1,000円
電 話 で（ 山 内 ）☎961-3250（20～
９人（抽選）
※詳細は http://the-bonds.jpを確認
22時）へ
11月30日㈮（必着）。はがきに
電話でTHE BONDS☎997-1115へ
帰りの
「タブレット講座」と明記し、住所、
その他イベント、
体験メニューも実施中
フェリー代は
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、
無料！
中島支所☎997-1840・997-1841 997-1585
志望動機を〒790-0823清水町三丁
目15市社会福祉協議会・いきがい
交 流 セ ン タ ー し み ず ☎・ 923- 年齢、電話番号を〒790-0814味酒
「三津浜焼き推進プロジェクト」
1355へ
町二丁目６-７庚申庵史跡庭園地域 では、オタフクソース㈱が実施し
ている「毎月10日はお好み焼の日」
文化講座第５回係☎915-2204・
人材こそが企業資産！
932-0120へ
というPR施策と連携し、「三津浜焼
人材育成＆福利厚生のすすめ
きスタンプラリーキャンペーン」を
ワークスタイル！マッチング！
12月5日㈬13時30分～15時30分
開催します。
～あなたの働き方はあなたが決める～
プログレッソベース（湊町四丁目）
11月10日㈯～平成31年１月31日㈭
「新入社員が育たない」
「社員が定
12月11日 ㈫ ▶ 第 一 部 ＝10～12
三津浜焼きスタンプラリーキャン
着しない」などの問題に対し、時代 時、第二部＝13時30分～15時30分 ペーン参加26店舗
にあった人材育成を理解し実践する
松山銀天街ＧＥＴ！（湊町三丁目）
期間中にキャンペーン参加店舗で
ためのセミナー
4階会議室
三津浜焼きを食べるとスタンプカー
※松山市「ワークコム」から福利厚
第一部＝「ママ＆女性積極採用」、第 ドに押印。３店舗分（同一店舗も可）
生の案内あり
二部＝「内部登用（正社員登用）積極 のスタンプを集めて、必要事項を記
総務・人事担当者、経営者などこ 採用」をテーマにした合同企業説明会。 入し期間内にキャンペーン参加店舗
のテーマに興味のある人
※各部5社が参加し、会社や職種の に設置した応募箱に投函。抽選で豪
30人（先着順）
説明、働き方の特徴をPR
華賞品をプレゼント
電話・eメール・ホームページで
求職者、転職希望者、学生など
※参加店舗など詳細は三津浜焼き推進
要事前予約
30人（先着順）
プ ロ ジ ェ ク ト http://mitsuhama.
未・来Jobまつやま☎948-8035・
電話・eメール・ホームページで net/funate-gumi/mitsuhamayaki/
948-8036・ top@mirajob.jp・ 要事前予約
を確認
http://www.mirajob.jp
未・来Jobまつやま☎948-8035・
坂の上の雲まちづくりチーム☎948948-8036・ top@mirajob.jp・ 6942・ 934-1821
地域文化講座第５回
http://www.mirajob.jp

里島めぐり

ザ

ボ

ゲ

ン

ッ

ズ

ト

＝ｅ メール

出展期間＝2019年３月28日㈭～
９月24日㈫までの水曜日を除く１
週間程度
いよてつ髙島屋南館２階市民サー
ビスセンター
絵画、書道、陶芸、写真など文化
活動全般（会議、講演、演奏、販売
行為などは不可）
市内在住または通勤している人が
所属する文化・学習・趣味の３人以
「韓国人が読む『坊っちやん』について」
上のグループ（グループから展示作
四国経済産業局人権啓発支援
12月２日㈰13時30分～15時
品の常駐管理者が１人以上必要）
委託事業 人権啓発講座
12月１日㈯～平成31年１月31
愛媛大学法文学部・池 貞姫教
日㈭（火曜日を除く）。直接、いよて 授 に よ る2000年 以 降 刊 行 さ れ た
下表のとおり。いずれも木曜日
つ髙島屋南館２階市民サービスセン 『坊っちやん』の韓国語翻訳16種類 14～16時
ター☎941-9911・ 933-9965へ
を中心に、翻訳に反映された韓国の
日程
内容
講師
（敬称略）
社会通念や韓国語の言葉遣いなどに
四国管財株式会社
企業における人権
12/６
お客様係＆代表取締役
ついての講義
教育の事例報告
中澤 清一
20人程度（抽選）
企業における男女 松山東雲短期大学
平成31年
700円（資料代含む）
共同参画への取り 教授
１/17
シニアのためのタブレット講座
桐木 陽子
組みについて
11月26日㈪（必着）。はがき・
12月～平成31年３月。いずれも金曜 ファクス。参加者全員の住所、氏名、 ※1回のみの受講も可
KH三番町プレイスビル（三番町
四丁目）3階第1会議室
市内に事業所を有する中小企業な
どの従業員や経営者など
詳細はホームページで 松山けいりん 検索
50人（先着順）
◇玉野（ＦⅠ） 場外
◇佐世保（ＧⅢ） 場外
各開催日の前日までにはがき・
………………11月29日㈭～12月１日㈯
……………………21日㈮～24日（月・休）
電
話・
フ ァ ク ス・eメ ー ル で 氏 名、
◇四日市（ＧⅢ） 場外
◇松戸 ジャパンカップ（ＦⅠ）
〈ガールズ含む〉 場外
連絡先、受講を希望する回を〒790…………………………25日㈫～27日㈭
……………………12月１日㈯～４日㈫
◆松山（ＦⅠ）ナイター
◇広島（ＧⅢ） 場外
8571人 権 啓 発 課 ☎948-6386・
…………………………26日㈬～28日㈮
…………………………６日㈭～９日㈰
934-1742・ jinkenkeihatu@city.
◇静岡 GPシリーズ 場外
◇高松（ＦⅠ）
〈ガールズ含む〉 場外
matsuyama.ehime.jpへ
…………………………10日㈪～12日㈬
…………………………28日㈮～30日㈰
ミ

ラ

ク

ル

講座・講演

＝ホームページ

◇伊東温泉（ＧⅢ） 場外
…………………………13日㈭～16日㈰
〈ガールズ含む〉 場外
◇高知 西日本カップ（ＦⅠ）
…………………………17日㈪～19日㈬

競輪事務所
☎965-4300・ 965-4000

と う か ん

◇平塚（ＦⅠ） 場外
……………………31日㈪～１月３日㈭

【前売発売開始】＝７時３０分～▶テレホン
サービス（有料）
＝０１８０-９９８-８８０
（実況）、
０１８０-９９８-８８１
（２車単・３連単）、
０１８０-９９８
-８８２
（２車複・３連複）、
０１８０-９９８-８８３
（２枠
複・２枠単・ワイド）▶電話投票番号＝７５♯

催

し

三津浜焼き
スタンプラリーキャンペーン

■ギャラリートーク
11月25日㈰11時～11時30分
学芸員による展示解説
要観覧料
坂の上の雲ミュージアム（一番
町 三 丁 目 ） ☎915-2600・ 9153600

お知らせ
立地適正化計画・地域公共交
通網形成計画の説明会
下表のとおり

検査日
22 木
25 日
11 26 月
月 27 火
28 水
29 木
３ 月
12 ４ 火
月 ５ 水
７ 金

時間
会場
19時～ KH三番町プレイスビル（三
14時～ 番町四丁目）３階 第１会議室
久枝公民館（西長戸町）
久米公民館（鷹子町）
三津浜公民館 （三津三丁目）
北条コミュニティセンター（北条辻）
19時～
荏原公民館（東方町）
生石公民館（高岡町）
伊台公民館（下伊台町）
石井公民館（居相一丁目）

「松山市立地適正化計画」に居住
誘導に関する事項を追加する変更計
画案および「松山市地域公共交通網
形成計画」の案についての説明会
都市・交通計画課☎948-6846・
934-1807

松山広域都市計画の
決定・変更に関する説明会
11月27日㈫19時～
東雲公民館（勝山町二丁目）２階

大会議室
一番町一丁目・歩行町一丁目地区
の松山広域都市計画第一種市街地再
開発事業の変更、高度利用地区の決
定、用途地域の変更、防火地域およ
び準防火地域の変更についての説明
会および意見陳述会
都市・交通計画課☎948-6462・
948-1807

2018
（平成30）年11月15日号（8）

技術・調理実習とパソコンの基本操作
や履歴書作成、面接の心構えなどを学
ぶ ハローワークに求職登録している
55歳以上の人 10人（先着順）
11月29日㈭17時（必着）
。直接または
電話で日建学院松山校（宮西一丁目）
☎924-6777・ 946-5271へ

愛媛労働局委託事業
「55歳以上限定パソコン
実践活用講習（中級レベル）」

平成30年度 宝くじ助成事業実施報告

女性が働きやすい企業風土
づくりコンテスト

平 成31年 １ 月23日 ㈬13時30分
～17時 サイボウズ松山オフィス
（二番町三丁目）３階 「女性が働
きやすい企業風土づくり」に取り
組んでいる事業所を募集し、表彰
市内の事業所
11月30日 ㈮
（必着）。郵送・ファクス。参加申
込書を（一社）愛媛県法人会連合会
愛媛労働局委託事業
「55歳以上限定調理補助講習」 ☎941-7711・ 947-4251へ
12月６日㈭～20日㈭10～16時
東京・男子学生寮『常盤学舎』
平成31年度寮生募集
新玉公民館・味酒公民館・日建学院松
正岡子規や秋山好古・真之兄弟
山校 衛生や栄養の知識、調理の基礎

その他のお知らせ

都市環境学習センター（〒791-8024 朝日ケ丘一丁目1633-2） ・ 911-0250
イベント名
①どんぐりこクラブ
リ

日時・内容

定員（抽選）

12月19日㈬10時30分～11時30分ごろ。総合公園の自然とふ
れあうおさんぽ会（雨天の場合、室内で木のおもちゃ遊びなど
実施）

10組
20人程度

サイ クル

イベント名

11月18日、12月２日。いずれも日
曜日13～16時
女性消防団員によるけがの応急手
当て、AEDの使用方法の指導
市まちなか子育て・市民交流セ
ンター「てくるん」（大街道一丁目）
☎・ 904-5728

対象
0～3歳の子どもとその
保護者

坂の上の雲ミュージアムイベント
■リレー朗読会と「さいねやほうけ」
11月25日㈰▶14～15時＝「さ
いねやほうけ」（郷土史などに関す
る講演会）▶15時10分～16時30分
＝小説『坂の上の雲』リレー朗読会
■お伽座の語り
12月１日㈯14時～14時30分
伊予弁による昔話、民話、伝説
■土曜コンサート
12月８日㈯・15日㈯14時～14時30分
『坂の上の雲』や松山などをテー
マにしたさまざまなジャンルの演奏
と ぎ ざ

料金

申し込み

無料

①11月21日㈬～12月９日㈰（必着）。来館で
の申し込みまたは、はがき・ファクス（要電話
確認）・eメール。イベント名、代表者の住所・
氏名・年齢・電話番号、参加希望者全員の氏名
と年齢を都市環境学習センターへ

rikkuru@cnc.e-catv.ne.jp

日時・内容

定員
（抽選）

②～④各種修理

12月１日㈯10時～。②持ち込み可能な家具修理③自転車パ
ンク修理④網戸張り替え

各３人

⑤リサイクル粘土で
干支の焼き物作り

12月２日 ㈰13時30分～15時30分。リサイクル粘土を利用
して干支の亥の焼き物作り

15人程度

⑥ステンシル技法で
年賀状作り

12月８日㈯13時30分～15時30分。ステンシル技法で年賀
状作り

20人程度

⑦廃材で作る干支の置物

12月16日㈰10～15時。廃材で干支の亥（文字）を糸のこ
で切り取り、額飾を作る

10人

糸のこ経験のある18
歳以上

300円

⑧子どもフリーマーケット

12月23日（日・祝）10～13時。子どもが店長のフリーマーケット
▶出店説明会=12月15日㈯10時30分～

25組程度

小学～高校生（出店者説
明会にも出席できる人）

出店料無料

リ

サイクル

抽選 各講座の材料費は無料～600円程度 市
11月25日
内在住または通勤･通学している人
㈰(消印有効)。来館での申し込みまたは、はがき・
ファクス・ｅメール(電話での申し込み不可)。住所、
氏名、電話番号、ファクス番号、講座日、講座
名を〒790-0054空港通一丁目1-32りっくる事務
室 968-7153・ 974-4024・ rikkuru@cnc.
e-catv.ne.jpへ
◎はがき、ファクス、ｅメールともに１枚につ
き１講座・１人の記入（同居家族の場合は希望
者全員の氏名を記入しての応募可）
。結果は11月
28日㈬午後以降に連絡します

対象

市内在住または通勤・
②④実費
通学している人
③１カ所100円

午前：10～12時

●

無料

午後：13～15時

曜 時間

2

日 午前 手持ちの布で作るスケジュール帳

10人

5

水 午前

国産小麦粉を使ってエコパン作り
「クリスマスリースパン」

12人

6

木 午前

納豆やヨーグルトなどで作る浄化液
（えひめAI）

15人

8

土 午前 リサイクル葉書に描く絵手紙

講座名

定員

★ 20人

端材の銅板で作る七宝焼のアクセサリー ★ 12人
日 午前

申し込み

②～④11月25日㈰（消印有効）⑤11月
24日㈯（必着）⑥11月29日㈭（必着）
⑦12月７日㈮（必着）⑧12月８日㈯（必
着)。来館での申し込みまたは、はがき・
ファクス。住所、参加者全員の氏名（ふ
りがな）、子どもの年齢、電話番号、イ
ベント名（②は修理内容も）をまつやま
Re・再来館へ

終日：10～15時

11月25日㈰までに申し込み

★は子どもも参加できます

日

9

料金

小学生以上

らく らく

Re・再来館（りっくる）● 楽楽リサイクル講座 12月

!!

2019年４月１日から働き方改革
関連法が順次施行されます ①三六
協 定 の 上 限 規 制（ 月45時 間、 年
360時間を原則とし、臨時的・特
別な場合でも年720時間、単月100
時間未満、複数月平均80時間まで）
の導入②使用者に、10日以上の年
次有給休暇が付与される全ての労働
者に対する毎年５日の年次有給休暇
の取得の義務付け③正規雇用労働者
と非正規雇用労働者（パートタイム、
有期雇用労働者、派遣労働者）の間
で、基本給や賞与などの不合理な待
遇差を禁止
※詳細は、厚生労働省ホームページ
『「働き方改革」の実現に向けて』を
確認 ①②＝松山労働基準監督署☎
917-5250、③のうちパートタイム、
有期雇用労働者関係＝愛媛労働局雇
用環境均等室☎935-5222、③のう
ち派遣労働者関係＝同局需給調整事
業室☎943-5833

kinoko@toshikan.org（申し込み専用）

まつやまRe・再来館（〒790-0054 空港通一丁目1-32） 968-7153・ 974-4024

まちかど消防・救急サロン

働 方 変

12月３日㈪～13日㈭10～16時
特に仕事で必要な文章作成・表
計算ソフトの操作と履歴書作成や
面接の心構えなどを学ぶ ハロー
ワ ー ク に 求 職 登 録 し て い る55歳
以上の人 10人（先着順）
11月27日 ㈫17時（ 必 着 ）。 直 接
または電話で日建学院松山校（宮
西一丁目）☎924-6777・ 9465271へ

（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
ティ助成事業により、次の地域で地
域コミュニティのための備品が整備
されました▶東野下町内会、栄町区、
中村西町内会、北
窪田町内会＝祭り
用具（獅子舞用具、
太鼓、みこし、法被
など）▶向井分館
自治会＝コミュニ
ティ用具（テント、
ワイヤレスアンプ、電動かき氷機）
市民参画まちづくり課☎948-6963・
934-3157

ゆかりの「常盤（ときわ）学舎（東京
都東久留米市）」の入寮生を募集
愛媛県出身または愛媛にゆかりのあ
る男子学生 12人（先着順） 入寮
費＝９万円▶寮費月額＝３万５,000
円
直接またはファクス。〒7900801歩 行 町 二 丁 目3-6（ 公 財 ）常
盤 同 郷 会 本 部（ 秋 山 兄 弟 生 誕 地 ）
☎・ 943-2747・ http://www.
akiyama-kyodai.gr.jp/へ

やさしい折紙教室
「クリスマスリース・サンタほか」

★ 10人

自由参加「カンタン手すきハガキ工房」第1・3土曜日13
時～14時30分（申込者３人以上で実施。２日前までに連絡） 13 木 午前 生ゴミのリサイクル（ボカシ作り）

15人

日

曜 時間

講座名

ハーブのある暮らし
15 土 午後 「風邪・インフルエンザ予防」

16 日

午前

定員

12人

廃ガラスで作るトレイ

10人

圧力鍋で作る省エネ料理
「黒豆」

10人

端革で作る
「いのししのキーホルダー」

12人

午後 余りタイルで作る花びん敷（子ども歓迎） ★ 12人
17 月 午前 リサイクルのキャンドル作り

★ 10人

19 水 午前 やさしい包丁とぎのコツ

12人

27 木 午前 しめ縄作り

15人

市民ガイド

（11）2018
（平成30）
年11月15日号

＝日時・期日（時間は 時間表記）
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帳、バスタオル〈身体計測希望の人〉を用意）
市保健所（萱町六丁目）
モグモグ相談は各会場①☎948講話「すこやかな妊娠と出産のた
子 育 て
6343 934-1537②☎911-1822
めに」、赤ちゃんのお風呂の入れ方
925-0230③ ☎969-1400 969- の実習、講演「親が親になる時」
すくすく相談、モグモグ相談(12月）
1002④ ☎993-0646 993-0659⑤
出産予定日が2019年１月20日
下表のとおり▶10～12時、13～15時 ☎997-1177 997-1179へ
～５月11日の本市に住民登録のあ
る初めて出産する夫婦、妊娠・出産
会場
すくすく相談 モグモグ相談
１歳６カ月児および
に不安があり受講を希望する夫婦
４㈫、５㈬、
①すくすく・サポート
３歳児健康診査（12月）
11㈫、12㈬、
（夫婦参加が原則）。50組（先着順）
市役所
18㈫、19㈬、
下表のとおり▶受け付け時間
12月６日㈭・７日㈮に電話で
(市役所別館1階)
25㈫
健 康 づ く り 推 進 課 ☎911-1814・
②すくすく・サポート
３㈪、７㈮、 ＝13時～14時30分
925-0230へ
10㈪、14㈮、
保健所
内容
日程
会場

＝会場

(市保健所内) 月～金曜日 17㈪、21㈮
③すくすく・サポート (祝日･休日 ３㈪、６㈭、
南部
10㈪、13㈭、
を除く)
17㈪、20㈭
（保健センター南部分室内）
④すくすく・サポート
北条
５㈬、18㈫
(保健センター北条分室内)
⑤すくすく・サポート
中島
６㈭
(保健センター中島分室内)

＝内容

すくすく相談＝育児相談・身体計
測、モグモグ相談＝離乳食・幼児食
相談（栄養士が対応。要予約）
０歳～おおむね６歳の乳幼児（母子手

＝対象

市立図書館

＝定員

㊡毎週月曜日（祝日を除く）、月末日（月・
土・日曜・祝日の場合はその前日の平日）
館名

＝料金（表記の無い場合は無料）

住 所
〒790-0012
湊町七丁目5

連絡先
943-8008
933-9968

〒791-8062
住吉二丁目4-12

951-2516
951-5223

北条

〒799-2436
河野別府941

993-2281
993-0460

中島

〒791-4501
中島大浦2962

997-1181
997-0329

中央
三津浜

※各図書館イベント（下記以外にもあ
り）の詳細は市ホームページを確認

＝申し込み方法（住所と記載の場合は郵便番号も明記） ＝問い合わせ先

中央図書館

１歳６カ月児 ７㈮、14㈮、18㈫ 市保健所
（対象：平成29年
４㈫、11㈫ 南部分室
５月生まれ）
３歳児
６㈭、13㈭、19㈬ 市保健所
（対象：平成27年
12㈬、26㈬ 南部分室
６月生まれ）
※対象者には通知します

健康づくり推進課☎911-1813・
925-0230

パパ・ママのための教室
12月22日㈯９時30分～12時
石井幼稚園（西石井六丁目）
絵本の読み聞かせなど
未就園児とその保護者、妊産婦

三津浜図書館
■クリスマス会
12月15日㈯14時～15時30分
絵本の読み聞かせ・紙芝居など
幼児～小学生

北条図書館
■ばぶばぶぶぅのおはなし会
11月24日㈯11時～（20分程度）
絵本の読み聞かせ・手遊びなど
乳幼児とその保護者
■子どもおはなし会・映画会
12月８日㈯▶おはなし会＝14時
～▶映画会＝14時30分～
幼児～小学生

＝ｅ メール
＝ホームページ

■かみしばいおはなし会
11月24日 ㈯、12月 ８ 日 ㈯11時
15分～（40分程度）
紙芝居、絵本の読み聞かせなど
児童センター・児童館
幼児～小学生
（祝日の場合は次の平日）
㊡毎週月曜日
■中高生向け読書会 オーダーブッククラブ
館名
住 所
連絡先
11月25日㈰15～16時
933-9311
〒790-0808
お題「刑事のようにしつこく何度も読
中央
933-3411
若草町8-3
み返してしまう本」を持ち寄りトーク
969-1005
〒790-0942
※お題に合った本を各自で用意
南部
古川北三丁目8-20
969-1006
市内在住または在学の中学・高校生
992-9559
〒799-2436
10人程度
北条
992-0177
河野別府937
電 話、 ｅ メ ー ル で 氏 名、 学 校
943-5801
〒790-0003
名・学年、電話番号を中央図書館
新玉
三番町六丁目4-20
931-5756
へ tosyokan@city.matsuyama.
953-5051
〒791-8056
ehime.jpへ
味生
953-5052
別府町177-1
■おひざにだっこのおはなし会
970-0907
〒790-0925
11月28日 ㈬10時30分 ～、11時
久米
970-7778
鷹子町4-4
15分～（各30分程度）
922-3800
〒791-8017
久枝
絵本の読み聞かせ・手遊びなど
924-1888
西長戸町638-1
乳幼児とその保護者
905-9614
〒790-0913
畑寺
■まほうのへやおはなし会
905-9172
畑寺四丁目8-5
12月２日㈰14時～15時30分
総合コミュニティセンター（湊町
中央児童センター
七丁目）子ども館２階
プ レ イ
紙芝居・ゲームなど
■移動児童館～親子でPlay２
■おはなしはじめましての会
11月29日㈭＝浮穴公民館、12月４
11月21日㈬11時～（30分程度） 日㈫＝泊公民館。いずれも10～12時

おもちゃ病院
11月25日㈰10～12時、13～15時
壊れたおもちゃの修理 （１人２
個まで。ゲーム機などは不可）
市まちなか子育て・市民交流センター
「てくるん」
（大街道一丁目）☎・ 904-5728

離乳食講座
12月14日㈮10時～11時35分
市保健所（萱町六丁目）２階
離乳食についての講話・試食・デ
大型遊具での自由遊びなど
幼児とその保護者
■イルミネーション点灯式＆コンサート
11月25日㈰17時～19時30分
メリメロによるコンサート、点灯
式、豆カフェ
無料（豆カフェのスープは50円）
■親子の絆づくり教室
11月28日㈬10時～11時30分
県警本部少年課少年サポートセン
ターの職員のお話、おまわりさんの制服
を着て写真撮影・パトカー乗車体験など
幼児とその保護者。30組
参加券を配付（先着順）

南部児童センター
■はなみずきセンターまつり
12月１日㈯10～15時
遊びコーナー、軽食コーナーなど
子どもとその家族
無料（軽食コーナーは有料）
■すくすく体操広場クリスマススペシャル
12月20日㈭・21日㈮。いずれも
11～12時
クリスマスバージョンの体操を実
施、なんぶ～と記念撮影など
幼児とその保護者
※サンタやトナカイの仮装参加可

北条児童センター
■北条児童センターまつり
12月１日㈯10時30分～14時30分
劇団やっとこサンによる参加劇、
食べ物屋台『カレー・駄菓子屋』
カレー１杯100円・駄菓子１個
10円（売り切れ次第終了）
■ほうじょうdeもちつき大会
12月15日㈯10～12時
昔ながらの臼ときねを使った餅つ
き・ふるまい餅
※ふるまい餅は11時ごろから開始
予定、なくなり次第終了
で

新玉児童館

モンストレーション・座談会
妊婦～６カ月児までの保護者
40人（先着順。託児無し）
11月20日㈫から電話で健康づくり
推進課☎911-1859・ 925-0230へ

マタニティ相談会
平成31年１月８日㈫９時30分～
11時50分
市保健所（萱町六丁目）
講話「妊娠期から始める産前産後
の準備」、実習「子育て体験（赤ちゃ
ん人形使用）」、座談会・相談会など
出産予定日が2019年２月６日
～６月26日の本市に住民登録のあ
る初めて出産する妊娠中の人、妊娠・
出産に不安があり受講を希望する妊
娠中の人。60人（先着順）
12月14日㈮までに電話で健康
づくり推進課☎911-1814・ 9250230へ

遺伝相談
12月11日㈫10～12時
■わくわく★クリスマスランチクッキング
12月22日㈯10時30分～12時30分
コムズ３階 調理室
クリスマスのランチプレート作り
※小麦、卵、乳、大豆を含む食材を
使用します（アレルギー対応不可）
小学生。20人。500円
12月７日㈮必着

味生児童館
で

■みぶじdeミニバースデー＆おお
きくなったかなタイム
12月14日㈮11～12時
12月 生 ま れ の 子 ど も の 誕 生 会、
手形・足形のスタンプ、身長・体重
測定など
未就園児とその保護者

久米児童館
■くめじのもちつき大会
12月９日㈰10～12時
久米児童館、久米保育園園庭
餅つき体験、ふるまい餅
子どもとその保護者

久枝児童館
■ひさえだレトロ商店
11月24日㈯13～16時
昔遊び体験（無料）、射的・スーパー
ボールすくいなど（有料）
100円（有料コーナー）

畑寺児童館
■わくわくコンサート
11月29日㈭11時～11時40分
子どもと一緒に楽しめる演奏会
未就園児とその保護者
〈申し込み方法〉
締め切り日（必着）。往復はがき・ファ
クスで住所、参加者全員の氏名（ふ
りがな）、性別、学校名・学年、電話
番号、保護者氏名を各児童館「○○係」
へ。また、各館のホームページの「申
込みフォーム」からも応募可

市保健所（萱町六丁目）
電話で健康づくり推進課☎9111813・ 925-0230へ

歯っぴーはみがき教室（２回コース）
下表のとおり
日程

時間

会場

平成31年 13時30分･14時･
１回目
市保健所
１/９㈬ 14時20分
２回目

平成31年 ９時30分～
１/18㈮ 10時30分

市保健所

歯科医師による歯科健康診査、歯
科衛生士による歯科保健指導（２回
目はむし歯予防処置を実施）
本市に住民登録がある４歳未満の
乳幼児（年度に１回限り）
各45人（先着順）
むし歯予防処置を行った場合200円
前日までに電話で健康づくり推
進課☎911-1868・ 925-0230へ

個別妊婦歯科健康診査を受診
しましょう
本市に住民登録のある妊婦の人
は、妊娠期間中に１回、市内登録医
療機関で歯の健康診査や歯科保健指
導を無料で受けることができます。
健康づくり推進課☎911-1868・
925-0230

福祉・保健
地域健診（がん検診・健康診査）
日程（12月）
下表のとおり。時間の記載の
ない会場は８時30分～11時
健診会場

市保健所

実施日

予約先

１㈯
５㈬◇
●
12㈬
16㈰

北条コミュニティセンター
いよてつ髙島屋
(受け付け＝９～11時)
県厚生連健診
センター
●
JA松山市
小野支所
☆
保健センター
南部分室
●
総合コミュニティセンター
県看護協会
JAえひめ中央垣生支所
JA松山市味生支所
JAえひめ中央道後支所
※乳がん検診は午前中も受け付け

県総合
保健協会
☎0120636-489

３㈪●
４㈫
１㈯◆
15㈯
３㈪
４㈫
３㈪
17㈪
５㈬●
７㈮☆
11㈫☆

県厚生連健診
センター
☎0120352-080

14㈮☆
18㈫▲

けい

●＝子宮頸がん受け付け８:30～10:00
▲＝乳がん・子宮頸がん受け付け13:00～14:00
◆＝託児サービスあり
◇＝レディースデイ
（託児サービスあり）
※全会場、胃・肺・大腸・前立腺がん・乳がん検
診あり（子宮頸がん検診は会場によって異なる）

下表のとおり
（健康診査は無料）
肺がん・結核
大腸がん
前立腺がん
胃がん
乳がん

対象者
40歳以上
50歳以上

自己負担額

受診間隔

800円
500円 年度に１回
（H30.４.１～
700円 H31.３.20）
１,000円

40歳以上 １,200円 ２年度に１回

子宮頸がん 20歳以上

健診・検診（12月）
■18歳からの健診
一般診査(女性のみ骨密度あり)
本市に住民登録のある18～39歳
１,000円(骨密度は+200円)
■がんセット検診
必 須=肺 が ん 検 診(ヘ リ カ ルCT検
査)▶希望=胃がん検診(X線バリウム
検査)、大腸がん検診(便潜血２日法)
本市に住民登録のある40歳以上
※胃がん検診は50歳以上
３,400～６,300円
〈共通事項〉
市医師会健診センター(藤原二丁
目)☎915-7701・ 915-7711(月～
金曜日９～16時、第１・３土曜日９
～12時)へ(要予約)
健康づくり推進課☎911-1819・
925-0230
はち まる にい まる

8020すこやか歯科健診
平成31年１月30日㈬９時～10時15分
市保健所(萱町六丁目)
歯科医師による歯科健康診査およ
び歯科衛生士による歯科保健指導
本市に住民登録のある18歳以上
の人および未就園児。30人(先着順)
電話で健康づくり推進課☎9111868・ 925-0230へ
けい

医療機関実施の子宮頸がん・
乳がん・胃がん検診
指定医療機関
①子宮頸がん検診②乳がん検診③
胃がん検診(胃内視鏡検査)
本市に住民登録のある①20歳以
上②40歳以上③50歳以上
①１,300円②２,000円③３,500円
電話で健康づくり推進課☎9111819・ 925-0230へ

わたしのかかりつけ手帳

☆＝子宮頸がんなし

種類

２週間前までに電話で予約先へ
健康づくり推進課☎911-1819・
925-0230

（H29年度に受
800円 診歴がない人）

「わたしのかかりつけ手帳」は、皆
さんがお医者さんにかかる際の助け
となるよう、市医療安全支援センター
が作成しました。病歴やアレルギー、
医師からのアドバイス欄などの活用
や、「 お 医 者 さ ん に か か る10箇 条 」
を実践いただき、医療者との信頼関
係づくりに役立てましょう。手帳は
市保健所や各支所で入手できます。
医事薬事課☎911-1805・ 9236618

介護認定を受けている人の
「障害者控除」
65歳以上で介護保険の要支援ま
たは要介護の認定を受けている人
は、障害者手帳を持っていなくても
所得税の確定申告や市県民税の申告
の際に「障害者控除」の対象になり
ます。控除を受けるには「障害者控
除対象者認定書」が必要ですので、
障がい福祉課(市役所別館１階)へ申
請(代理可)してください。
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年末調整＝12月28日㈮まで▶確
定申告＝平成31年１月４日㈮～
障がい福祉課☎948-6369・ 9327553

第４回文化の森福祉まつり
「くらし支える 心育てる 福祉」

12月１日㈯10時～14時30分
市北条社会福祉センター（河野別府）
エイズ相談
飲食・販売・余剰品コーナー、みか
12月１日は世界エイズデーです。 んの詰め放題、お楽しみ抽選会など
平 成30年 度 キャン ペーン テーマ は ※市高齢者いきいきチャレンジ対象事業
「UPDATE! エイズ治療のこと HIV
市社会福祉協議会北条支所☎993検査のこと」。HIV感染の早期発見、 1400・ 993-1419
治療の継続で、エイズの発症を防ぐ
食品の放射性物質無料相談検
ことができます。エイズ相談を活用
査を受け付けています
し、正しい知識を持ち、自分自身や
周囲の大切な人を守りましょう。
飲料水、牛乳、乳児用食品を除く
毎週月曜日(祝日は除く)11～13 一般の食品の検査（食べられる部分
時▶休日相談＝12月２日㈰14～16 が500㌘以上必要。検査のために粉
時 ▶ 夜 間 相 談 ＝12月10日 ㈪17時 砕します）
市内在住の人(製品検査を目的と
30分～20時
エイズの相談、HIV抗体検査、梅 した事業者および検査成績書が必要
毒検査、肝炎ウイルス検査(Ｂ型、 な人を除く)
生活衛生課☎911-1808・ 923Ｃ型)。結果は１週間後(祝日の場合
6627
は２週間後)に判明(無料・匿名)
電 話・eメール で 保 健 予 防 課
スマイルウォーキング開催
☎911-1815・ 923-6062(要予
約)へ
12月１日㈯10～12時(受け付け
※eメールでの申し込み方法の詳細 ＝９時30分～)
は市ホームページを確認
集合場所＝城山公園(堀之内)東口
運動指導士による指導のもと各地
精神保健相談など
の名所を巡る(2.6㌔㍍ )
※申し込み不要。警報発令時は中止
■精神障がい者家族教室
12月11日㈫13時30分～15時30分
地域保健推進協力会事務局(健康
講演「依存症の理解と対応」～家族 づくり推進課内)☎911-1859・
925-0230
としてできること～
市内在住の依存症に悩んでいる家族
■精神障がい者家族相談
12月11日 ㈫15時30分～16時30
分、19日㈬13～15時
人権相談(12月)
同じ立場の家族相談員が、家族の
■人権相談
相談に応じる
14日㈮13～16時＝北条コミュ
市内在住の精神障がい者をもつ家族
ニティセンター▶20日㈭13～16時
■こころの健康相談
毎 週 火 曜 日 ９ 時30分～11時30 ＝いよてつ髙島屋南館２階市民サー
分、毎週木曜日13時30分～15時30 ビスセンター
■外国人のための人権相談
分(祝日は除く)
保健師らが１時間程度相談に応じる
27日 ㈭13時30分 ～15時30分
市内在住の心の不安や悩みを持つ人 ＝県国際交流センター（道後一万）
＜共通事項＞
松 山 地 方 法 務 局 932-0888・
市保健所(萱町六丁目)
932-5798
前日までに電話で保健予防課☎
行政相談(12月)
911-1816・ 923-6062へ(要予約)
７日㈮13～16時＝松山三越７階
節目歯周病検診を受診しましょう
市民サービスセンター▶11日㈫９～
平成30年４月１日現在40・50・ 12時＝北条支所▶14日㈮13～16時
60・70歳の人に郵送しているクー ＝フジグラン松山別棟２階市民サー
ポン券の有効期限は平成31年３月 ビスセンター▶21日㈮13～16時＝
末です。歯周病予防のため受診しま いよてつ髙島屋南館２階市民サービ
スセンター
しょう。
健康づくり推進課☎911-1868・
総務省愛媛行政監視行政相談セン
925-0230
ター☎941-7701・ 934-5917
アップ
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聴覚障がい者のためのくらしセミナー
12月10日㈪10時～
市総合福祉センター(若草町)４階
調理実習室
簡単料理。市内在住の聴覚障が
い者(障害者手帳がなくても可)
※手話・要約筆記あり
市社会福祉協議会(聴覚総合支援
室)☎921-2143・ 921-2142

ち

ほ
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ぷ ん

ど う ご い ち ま ん

ほ う む き ょ く

住宅相談
12月６日・20日、平成31年１月
10日・24日、２月14日・28日、３
月14日・28日。いずれも木曜日
主に個人が所有する住宅の修繕、
新築、増改築などの相談に専門の相
談員が応じる
電話で住宅課(市役所本館７階)
☎948-6934・ 934-1807へ(要予約)

