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※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

松山市民会館
931-8181　 931-8183
㊡毎週火曜日（祝日を除く）

「ゴスペル教室（第３期）午前・
夜間コース」参加者募集
午前コース(全８回・水曜日)＝平成31

年１月９日～２月27日。10時30分～11
時50分▶夜間コース(全８回・木曜日)=
１月10日～２月28日。18時～19時20分
市内在住または通勤・通学して

いる人。各50人（抽選）
※中学生以下は保護者同伴
５,000円（初回参加時に集金。

返金不可）
12月26日㈬（必着）。はがき・ファ
クス・ホームページで、住所、氏名
（ふりがな）、電話番号、性別、年齢、
希望コースを〒790-0007堀之内松
山市民会館「ゴスペル教室」係へ

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）

工作教室
土・日曜・祝日。いずれも12～16時
※冬休み期間中は毎日開催

150～900円 （材料費）

しめなわ作り
12月24日（月・休）11～15時
70人(先着順。１人２個まで)｡150円

部分日食自由観望会
平成31年１月６日㈰８時40分～

11時20分（雨天・曇天時は中止）

「ぷるぷる振動おもちゃ」を
つくろう
平成31年１月14日(月・祝)12～16時
70人(先着順)。150円

考　古　館
923-8777　 925-0260
㊡毎週月曜日（祝日を除く）

特別展「松山の至宝」
■「東京国立博物館所蔵品・里帰り展」
平成31年１月27日㈰まで。９～

17時（受け付け＝16時30分まで）
東京国立博物館所蔵の本市ゆかり

の考古資料と写真資料の展示
常設展の観覧料（高校生以下無料）

■学芸員のみどころ案内
12月23日（日・祝）10～11時、14
～15時（受け付けは30分前から）

考古館のバックヤード見学と、学
芸員による展示品の解説
各20人（先着順。当日受け付け）
常設展の観覧料（高校生以下無料）
■講演会
平成31年１月19日㈯13時30分～

15時30分（受け付けは13時から）
愛媛大学准教授・吉田広さんによ

る講演「私たち松山の、平形銅剣」
120人（先着順。当日受け付け）
常設展の観覧料（高校生以下無料）

野外活動センター
977-2400　 977-2662
㊡毎週月曜日（祝日を除く）

　平成30年７月の豪雨災害により、
施設利用を一時中止していました
が、仮復旧工事完了の目途が立った
ため、一部施設を除き12月20日㈭
から施設利用を再開する予定です。

ツリークライミング
「ナマケもの」講座
平成31年１月19日㈯10時30分～

12時、13時～14時30分（２回実施）
木登り体験
各８人（抽選）
１人２,500円（小学生以上）　
平成31年１月５日㈯(必着）

森のやすらぎ親子アート
「大きな野原」
平成31年１月27日㈰10時30分

～12時
「大きな野原」をテーマにローラー
を使って自由に色を塗り、センター
内の草花を活用してアートを楽しむ
未就学児童(０～６歳)とその保護者
親子15組30人程度（抽選）
親子１組１,000円、兄弟参加１

人500円
平成31年１月13日㈰(必着）
＜共通申し込み方法＞
電話・ファクス・各イベントメール
フォームで、参加者全員の氏名(ふ
りがな)、性別、年齢、住所、電話
番号を野外活動センター http://
www.cul-spo.or.jp/rainbowへ

総合コミュニティセンター体育館・温水プール（〒 790-0012　湊町七丁目５） 943-8188・ 943-8730　㊡毎週月曜日（祝日を除く）
講座・教室名 日時・内容 定員（抽選） 対象 受講料（★＝１回あたりの使用料） 申し込み

はじめてマシン 平成31年１/10㈭14～16時 ５人（先着順）

運動に支障のない
18歳以上

500円 12月25日㈫午前９時より電話で総合コミュ
ニティセンター体育館へ

ストレッチ＆筋トレ 平成31年１/９～３/14▶Aコース＝水曜日。13～14時▶Bコース＝水曜
日。14時30分～15時30分▶Cコース＝木曜日。10時30分～11時30分 

各20人

各3,000円
★300円
（全10回）

12月25日㈫（必着）。来館での申込みまたは、
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
※上記に加え◇は、学年、保護者氏名、緊急
連絡先、保護者の送迎が必要

バランスボール 平成31年１/８～３/14▶Aコース＝火曜日。９時30分～10時20分▶Bコース
＝火曜日。10時30分～11時20分▶Cコース＝木曜日。9時30分～10時20分

エアロビクス 平成31年１/９～３/14。12時10分～12時50分▶シェイプアップボクシング
エアロビクスコース＝水曜日▶らくらくエアロビクス＝木曜日

卓球教室

平成31年１/８～３/20▶初級Aコース＝火曜日。12～14時▶初級Bコース＝
水曜日。14～16時▶初級Cコース＝木曜日。12～14時▶中級Aコース＝火曜日。
14～16時▶中級Bコース＝水曜日。12～14時▶中級Cコース＝木曜日。14～
16時▶中級Dコース＝金曜日。12～14時▶中級Eコース＝金曜日。14～16時
※2/19㈫、2/20㈬は除く

各4,000円
★200円
（全10回）

はじめてのジョギング
19時～20時30分▶Aコース(コミセン体育館)＝平成31年１/８～３/12。火
曜日▶Bコース(中央公園)＝１/16～３/20。水曜日▶Cコース(松山市民会
館)＝１/10～３/14。木曜日

５分以上続けて
ジョギングできる運動に
支障のない18歳以上

各6,000円

成人バドミントン
教室

平成31年１/８・15・18・22・29、２/１・５・８・12・15。火曜日
と金曜日。18時45分～20時45分   40名

バドミントン初心者・初級者、
運動に支障のない
18歳以上

6,000円
（全10回）

◇  コミセンキッズ
    コーディネーション

①ベーシックコース②レベルアップコース
①②いずれも平成31年１/８・15・22・29、２/５・12。火曜日17時～17時50分 各20人 運動に支障のない小学①

１～２年生②３～４年生
各3,000円
（全６回）

アフターファイブ水泳 平成31年１/９～３/16。19時30分～21時▶中級クロール＝水曜日▶中級バタ
フライ＆クロール＝木曜日▶はじめてクロール＝金曜日▶初級クロール＝土曜日 各15人 運動に支障のない

18歳以上

各1,500円
★450円（全10回）

アフターファイブ
アクアエアロビクス 平成31年１/10～３/14。木曜日18時45分～19時30分 20人 2,500円

★250円（全10回）

松山中央公園（〒 790-0948　市坪西町 625-１） 965-3000・ 965-3100　㊡毎週月曜日（祝日を除く）
講座・教室名 日時・内容 定員（抽選） 対象 受講料 申し込み

テニス
平成31年1/8～31▶初級Aコース＝火曜日11時～12時50分▶初級Bコース＝水曜日
13～14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。（全４回。初級Dコース、中級Bコースは３回）

各15人
運動に支障のない
18歳以上

各4,000円
※初級D・中級B
コースは
各3,000円

12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
※上記に加え◇は、学年、保護者
氏名、緊急連絡先、保護者の送迎
が必要

体幹シェイプアップ 平成31年１/15～３/19。火曜日▶ベーシックコース＝10時～10時50分▶レベ
ルアップコース＝11時～11時50分 各25人 各6,000円

ストレッチ＆筋トレ 平成31年１/16～３/20。水曜日▶Aコース＝10時～10時50分▶Bコース＝11時～11時50分
◇ キッズコーディ
ネーション

平成31年１/18・25、２/１・８・15・22、３/１・８・15・22。金曜日▶①ベー
シックコース＝17時～17時50分▶②レベルアップコース＝18時～18時50分 各30人 運動に支障のない

①小学１～２年生
②小学３～４年生
③小学４～６年生

各5,000円

◇③キッズジョギング 平成31年１/16・23・30、２/６・13・20・27、３/６。水曜日17時30分～18時30分 25人 4,000円

北条スポーツセンター（〒799-2408 大浦 86 -1） 993-1900・ 992-2065　 houjou@cul-spo.or.jp
講座・教室名 日時・内容 定員（抽選） 対象 受講料 申し込み

風早元気教室 平成31年1/21・28、2/4・18・25、3/4・11・18。月曜日10時～11時30分

各20人

運動に支障のない
18歳以上

※風早元気教室は
50歳以上の人

各4,800円 12/28㈮(必着)。来館での申込みまたは、
eメール・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（は
がきの場合1枚1教室）を北条スポーツセン
ター体育館へ
※上記に加え◇は、学年、保護者氏名、緊急
連絡先、保護者の送迎が必要

はじめてのヨガ 平成31年1/15・22・29、2/5・12・19・26、3/5。火曜日10～11時
優しいフラダンス 平成31年1/10・17・24・31、2/7・14・21・28。木曜日10時～11時30分
引き締めフィットネス 平成31年1/11・18・25、2/1・8・15・22、3/1。金曜日10～10時50分
健康な身体の軸（コア）づくり
ピラティス＆ウェーブリング 平成31年1/11・18・25、2/1・8・15・22、3/1。金曜日11時～11時50分

◇キッズテニス 17時30分～19時▶月曜日コース＝平成31年1/21～3/18(2/11を除く)▶水曜
日コース＝1/16～3/6 各30人 運動に支障のない

小学生
※キッズバスケット
ボール教室は小学校
低学年（1～3年）

各4,000円◇キッズバドミントン 平成31年1/15～3/5。火曜日17時30分～19時
◇ キッズバスケット
ボール 平成31年1/17～3/7。木曜日17時30分～19時

各20人
◇キッズタグラグビー 平成31年1/12～2/16。土曜日10時～11時30分 3,000円

■アクアパレットまつやま
11日 ㈮13～21時、12日 ㈯・ 13
日㈰・20日㈰終日＝50㍍プール全
面・屋内健康プール・幼児用プール・
流水プール▶１月21日㈪～２月28
日㈭＝設備更新工事のため休館
※多目的スペース、会議室は通常営業

各施設の利用制限（１月）

http://www.cul-spo.or.jp/rainbow
http://www.cul-spo.or.jp/rainbow
http://www.cul-spo.or.jp/
mailto:houjou@cul-spo.or.jp


市民ガイド

市節水型トイレ改修助成制度

整備された防災倉庫と活動用資機材

患者 声相談窓口
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、必要に応じて医療機関な
どを紹介する
※医療行為での過失や因果関係の有
無、責任の所在などについては判断
できません

電話・ファクス・ｅメールで医事
薬事課☎911-1866・ 923-6618・

まつやま子ども芸能文化大会
平成31年１月19日㈯10～17時
青少年センター（築山町）大ホール
伊予万歳・水軍太鼓などの伝統芸
能の継承や楽器演奏・ダンスなどの
文化活動の発表会

市内の小・中学生の団体20組
程度
市青少年育成市民会議（青少年セ
ンター内）☎907-7826・ 907-
7827

お 知 ら せ

12月22日㈯は市民サービス
センターの税証明発行業務を
休止します

　機器更新によるシステム休止のた
め税証明書の発行ができません。
※マイナンバーカードをお持ちの方は
コンビニ交付の利用ができます。詳細
は市ホームページをご覧ください
12月22日㈯
休止する証明書=市県民税課税

（所得）証明書、固定資産課税台帳
記載事項証明書、納税証明書、軽自
動車税納税証明書（継続検査用）
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）
納税課☎948-6285・ 934-1802

夜間 · 休日納税相談窓口
　市県民税や固定資産税、軽自動車税
などの納付について、仕事の都合など
で市役所開庁時間内に来庁できない人
のための相談窓口を開設します。

2018（平成30）年12月15日号 （8）

koemado@city.matsuyama.
ehime.jp（面談は要予約）へ

その他のお知らせ
松山空港利用の際の公共交通
機関利用のお願い
　松山空港では、平成31年２月末
（予定）まで第１駐車場内で新立体
駐車場の建設工事を行っています。
工事期間中は、駐車スペースの減少
により、一部の時間帯には、駐車場
が大変混雑しています。松山空港を
ご利用の際は、なるべく公共交通機
関をご利用ください。また、第２駐
車場の拡幅と料金値下げも実施して
いますので、第２駐車場もご利用く
ださい。 （一財）空港振興・環境
整備支援機構松山事務所☎971-
5439・ 971-9556

午前：10～12時　午後：13～15時　終日：10～15時　12月25日㈫までに申し込み
★は子どもも参加できます　◎ポータブルミシン経験者が対象　※織り経験者

抽選 各講座の材料費は無料～600円程度 市
内在住または通勤･通学している人 12月25日
㈫(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12月
28日㈮午後以降に連絡します　

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）

日 曜 時間 講座名 定員
20 日 午前手持ちの布で作る簡単ゴム入りズボン（後編） ◎

21 月 終日綿入れちゃんちゃんこで省エネライフ・女性用（前編） 5人

23 水 午前やさしい包丁とぎのコツ 12人

24 木
午前プロが教える洋服のお直し何でも相談 6人

午後残り布でパッチワークのポーチ（後編）

25 金 午前竹で作る一輪挿し 10人

26 土 午後ガーデニングの基礎「早春の寄せ植え」 ★ 10人

27 日 午前古ハンカチで作る裂織の花びん敷 6人

28 月 終日綿入れちゃんちゃんこで省エネライフ・女性用（後編）

R
リ

e・再
サイクル

来館（りっくる）●楽
らく

楽
らく

リサイクル講座 １月 ●

まつやまR
リ

e・再
サイ

来
クル

館（〒790-0054 空港通一丁目1-32） 968-7153・ 974-4024　 rikkuru@cnc.e-catv.ne.jp
イベント名 日時・内容 定員（抽選） 対象 料金 申し込み

②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 どなたでも買い物できます 買い物実費

③～⑤各種修理 平成31年１月12日㈯10時～③持ち込み可能な家具修理
④自転車パンク修理⑤網戸張り替え 各３人 市内在住または通勤・

通学している人
③⑤実費
④１カ所100円

③～⑤12月25日㈫（消印有効）⑥12月26
日㈬（必着）⑦平成31年1月11日㈮（必着）。
来館での申込みまたは、はがき・ファクス（た
だし⑥★は往復はがきのみ）で。住所、参加
者全員の氏名、ふりがな、（⑥は子どもの年
齢も）、電話番号、イベント名（③は修理内
容も）をまつやまRe・再来館へ

⑥親子で七草がゆ★ 平成31年１月６日㈰13時30分～15時30分。親子で七
草がゆ作り

親子10組
20人程度 小学生以上の親子 無料

⑦古布で作る
　ミニミニバッグ

平成31年１月20日㈰10～15時。着物(おくみ幅)で小さ
なバッグ作り 6人 18歳以上(ポータブル

ミシンが使える人） 500円

都市環境学習センター（〒791-8024 朝日ケ丘一丁目1633-2） ・ 911-0250　 kinoko@toshikan.org（申し込み専用）
イベント名 日時・内容 定員（抽選） 対象 料金 申し込み

①どんぐりこクラブ10
平成31年１月16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、室内での遊
びを実施）

10組20人
程度

0～3歳の
子どもと保護者 無料

①12月19日㈬～平成31年１月６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

休日納税相談窓口＝12月24日
（月・休）９～17時▶夜間納税相談
窓口＝12月25日㈫・26日㈬・27
日㈭いずれも19時まで延長
納税課（市役所本館２階）
※職員が市役所本館北側の夜間・
休日出入り口から案内。なお、27
日㈭のみ同館正面玄関出入り口か
ら案内
納税課☎948-6837・ 934-1802

マイナンバーカード申請用
「顔写真無料撮影」のご案内

平成31年１月４日㈮～31日㈭
市民課（市役所本館１階）でマイ

ナンバーカードを申請用の顔写真を
無料で撮影
※10月からマイナンバーカードを
使って住民票の写しなどをコンビニ
エンスストアで取得できるコンビニ
交付を開始しています。申請方法な
どの詳細は市ホームページを確認し
てください
市 民 課 ☎948-6569・ 934-

1801、コンビニ交付に関するお問
い合わせはナビダイヤル（0570－
089017）へ

宝くじ助成事業で整備
　（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地域防
災組織育成事業で、潮見地区自主防
災連合会にスコップ、ツルハシ、発
電機、担架などの災害時の活動用資
機材と、これを格納する防災倉庫が
整備されました
(消)地域防災課☎926-9218・ 926-

9189

日 曜 時間 講座名 定員
10 木 終日やさしい金つぎ（陶器の修理） 7人

11 金 午前端布で作るモラの額絵（前編） 8人

12 土 午前廃材で作る糸のこ工作「節分」 5人

13 日 午後残り革でレザークラフトの基礎 ★ 10人

14 月 終日高機（足踏み式）で作る裂織 ※ 1人

16 水 午前不用の布を裂いて編む健康ぞうり 17人

17 木
午前エコクッキング 16人

午後残り布でパッチワークのポーチ（前編） 8人

18 金 午前端布で作るモラの額絵（後編）

19 土 午前手持ちの布で作る簡単ゴム入りズボン（前編）◎ 4人

　今年度の予算は残りわずかです。受け付けは水資源対策課窓口で先着
順、予算が無くなり次第終了します。申請はお早めに !
　今年の 4月以降に、ご家庭の水洗トイレを節水型トイレ（大の洗浄
水量６．５㍑以下）に改修した人を対象に、助成金を交付しています。
※ 予算残額は市ホームページで随時更新しています。申請前に確認いただくか、水資源対策課
にお問い合わせの上、申請に必要な「住民票の写し」などの証明書類を準備してください

トイレ改修台数 改修後トイレの洗浄水量（大） 助成金額

１台を改修
４㍑を超え～6.5㍑以下 １万5,000円
４㍑以下 ２万5,000円

２台以上の改修 ６.５㍑以下ならば台数にかかわらず 一律３万円
※改修前後で洗浄水量（大）が1㍑以上減少すること

改修後に必要書類を水資源対策課（市役所本館５階）へ。申請書類一
式は、水資源対策課、支所、市民サービスセンター、市ホームページ
にあり
水資源対策課☎948-6948・ 934-1886

mailto:koemado@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:koemado@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:kinoko@toshikan.org
mailto:rikkuru@cnc.e-catv.ne.jp
mailto:rikkuru@cnc.e-catv.ne.jp
mailto:rikkuru@cnc.e-catv.ne.jp
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募　　集

市社会福祉事業団臨時職員（①保育士
または児童指導員②児童館職員）

職務内容＝①障がい児（０～６歳）
の保育・発達支援業務②児童館での
子どもの健全育成業務▶勤務場所＝
①児童発達支援センターひまわり園
または親子通園・くれよん②市内８
カ所いずれかの児童館▶勤務期間＝
平成31（2019）年４月～2020年３
月（成績により更新あり）▶勤務時
間＝①８時30分～17時15分（週
38時間45分）②９時～21時30分
の間で１日７時間45分（土・日曜・
祝日勤務あり）▶賃金＝①②17
万９,200円（11月１日現在。通勤
手当などあり）
①保育士資格・幼稚園・小・中学・
高等学校いずれかの教諭免許所有者
または児童指導員任用資格②保育士
資格または幼稚園・小・中学・高等
学校いずれかの教諭免許所有者（い
ずれも平成30年度中に当該資格を
取得見込みの人を含む）
①②各４人程度
平成31年１月７日㈪（必着）。直

接または郵送（封筒の表に「平成
31年度（職種名）臨時職員申し込み」
と朱書き）。履歴書（A３判で３カ
月以内に撮影の顔写真貼付）と資格
などの写しを〒790-0808若草町８
-３市社会福祉事業団へ
※書類選考合格者には口述試験あり
市社会福祉事業団☎921-5311 921-

5995

市子ども・子育て会議委員
　市の子ども・子育て施策に関心の
ある方を募集します。
子ども・子育て支援事業計画の策
定などに関する協議▶任期＝委嘱日
から２年間▶会議＝年３回程度▶報
酬＝日額8,300円
市内在住または通勤・通学してい
る18歳以上で小学生までの子ども
を養育し、平日の会議に出席できる
人（ただし、他の附属機関の委員・
議員・公務員を除く）
３人

平成31年１月16日㈬（必着）。
直接または郵送・ファクス・eメー
ル。応募用紙（子育て支援課〈市
役所別館２階〉、市ホームページに
あり）と「市の子ども・子育て支
援施策への思い」をテーマにした
作文（800字程度）を〒790-8571
子育て支援課 kosodate@city.
matsuyama.ehime.jpへ
※書類審査後、面接あり
子育て支援課☎948-6418・ 934-

1814

講座・講演

患者等搬送乗務員向け基礎講習
平成31年１月28日㈪～30日㈬。

いずれも９～17時
市保健所・消防合同庁舎（萱町六

丁目）５階救命講習室
乗務員の業務に必要な応急手当て

技術などの修得
患者搬送乗務員（予定者含む）で

３日間受講できる人
15人（先着順）
実費負担あり（テキスト代など）
12月17日㈪～平成31年１月９

日㈬（土・日曜・祝日・年末年始除
く）。電話で（消）警防課☎926-
9227・ 926-9188へ

若年層ボランティアリーダー
養成研修

平成31年１月26日㈯13時30分
～16時30分
市総合福祉センター(若草町)５階

中会議室
劇団ステッキ主宰の山本清文さんに

よるワークショップを通じて、活発な
ボランティア活動に必要な「伝える力」・
「聴く力」・「人との関係づくり」を学ぶ
市内でボランティア活動をしてい

る若年層（18～35歳未満）グルー
プの代表者など
30人程度（抽選）。500円
平成31年１月11日㈮（必着）。

直接または郵送・ファクス・eメー
ルで住所、氏名、年齢、電話番号、
所属を市社会福祉協議会ボラン
ティア活動推進課〒790-0808若
草町８-２若年層ボランティアリー

③土曜コンサート
平成31年１月12日㈯・19日㈯。

いずれも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
④ギャラリートーク
12月23日（日・祝）11時～11時30分
坂の上の雲ミュージアム学芸員に
よる展示室での展示解説
〈共通事項〉
①②③無料④要観覧料
坂の上の雲ミュージアム（一番町

三丁目）☎915-2600・ 915-3600

新春城山登山マラソン大会
平成31年１月１日（火・祝）▶受け付
け＝８時～▶開会式＝９時～（小雨
決行）
城山公園（堀之内）ふれあい広場
※駐車場は番町小学校（二番町四丁
目）運動場をご利用ください（グラ
ウンド状態が悪い場合は使用不可）
①城山登山コース（約１.５㌔）＝

堀之内→県庁裏登城道→松山城山頂
②ファミリーコース（約２.５㌔）＝
堀之内→若草町→堀端１周→堀之内
①小学５年生以上②小学４年生以
下と希望者（①②小学生以下は保護
者同伴）
当日会場で受け付け
（公財）市スポーツ協会☎968-6660・
968-7770

昨年の様子

平成31年１月のふれあいギャラリー
10日㈭～15日㈫＝第17回咲子

と押し花＆
アンド

手織の作品展（咲子と
押し花＆手織の仲間）▶17日㈭～
22日㈫＝第26回くもの会写真展
（くもの会）▶31日㈭～２月５日㈫
＝趣味の写真展（伊予鉄写友会）
市民サービスセンター（いよて

つ髙島屋南館２階）☎941-9911・
933-9965

ダー養成研修係☎921-2141・
921-8360・ vc@matsuyama-
wel.jpへ

冬季子規塾
平成31年１月26日㈯14時～15時30分
子規記念博物館(道後公園)４階

講堂
有
あ り ま

馬朗
あ き と

人さんによ
る講演「西洋の詩、東
洋の詩、特に俳句」
400人（先着順）
１月16日㈬

（必着）。直接または電話・ファク
ス・eメール。氏名、電話番号、参
加人数を、（教）子規記念博物館「冬
季子規塾」係☎931-5566・ 934-
3416・ sikihaku@lesp.co.jpへ

催　　し

まちなかL
ラ イ ブ

IVEミュージック
12月22日㈯13～14時
トーンチャイムの演奏会＆体験会
予約不要（体験会は予約優先）
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・ https://
www.tekurun-matsuyama.com/

街のまんなか日曜市
12月23日(日・祝)９～15時
中央卸売市場（久万ノ台）
野菜、果物やご当地グルメの販売、
オークション、景品入り餅まきなど
※詳細は市ホームページを確認
街のまんなか日曜市実行委員会☎
924-1924・ 924-1944、市場管
理課☎924-2311・ 925-9944

坂の上の雲ミュージアムイベント
①リレー朗読会と「さいねやほうけ」

12月23日 (日・祝)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
②お伽

と ぎ ざ

座の語り
平成31年１月５日㈯14時～14時30分
伊予弁による昔話、民話、伝説

競輪事務所
☎965-4300・ 965-4000

詳細はホームページで 松山けいりん 検索

◇平塚（ＦⅠ）　場外
　………………12月31日㈪～１月３日㈭
◇立川（ＧⅢ）　場外
　………………………１月４日㈮～７日㈪
◇宇都宮（ＦⅠ）〈ガールズ含む〉　場外
　…………………………８日㈫～10日㈭
◇和歌山（ＧⅢ）　場外
　……………………11日㈮～14日（月・祝）
◇大宮（ＧⅢ）　場外
　…………………………17日㈭～20日㈰

◇防府（ＦⅠ）　場外
　…………………………21日㈪～23日㈬
◇松阪（ＧⅢ）　場外
　…………………………24日㈭～27日㈰
◆松山（ＦⅡ）　ナイター
　…………………………27日㈰～29日㈫
◇岸和田（ＦⅠ）　場外
　…………………………28日㈪～30日㈬
◇高松（ＧⅢ）　場外
　……………………31日㈭～２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♯

　

里
り

島
と う

め ぐ り
◆幸運のふくろう石絵・はがき絵体験
通年（水・土・日曜日のみ）
中島（神浦）
石に、幸せを呼ぶ「ふくろう」などの絵

を描いて中島の思い出を作りましょう！
※姫ケ浜ビーチなどへの出張も相談可
５人～（応相談）
中学生以上＝1,000円、小学生＝500
円、未就学児＝無料（はがきなど画材
費は実費）　
英工房（幸福のふくろう石絵）☎997-

0265（池下）へ

◆しまのテーブルでゆったり島時間
通年（土・日曜・祝日。その他予約に

応じて平日も可）11時から夕暮れまで
興居島（泊町・旧泊小学校跡地）
テラスから運動場へ広がる元教室

を利用した廃校カフェ。島の野菜カ
レーなどしまの産品を利用したメ
ニューをお楽しみ下さい
１～40人
500円～（フェリー代補助は1,000
円以上利用した人のみ）
しまのテーブルごごしま shimanotable

＠gmail.com・☎090-3780-3960（藤内）へ

詳細はこちらから
里島めぐり 検索

帰りの
フェリー代は

無料！

その他イベント、体験メニューも実施中

中島支所☎997-1840・997-1841・ 997-1585

講師 有馬朗人さん

mailto:shimanotable%EF%BC%A0gmail.com
mailto:shimanotable%EF%BC%A0gmail.com
mailto:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:vc@matsuyama-wel.jp
mailto:vc@matsuyama-wel.jp
mailto:sikihaku@lesp.co.jp
https://www.tekurun-matsuyama.com/
https://www.tekurun-matsuyama.com/
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福祉・保健

地域健診（がん検診・健康診査）
日程（平成31年１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 実施日 予約先

市保健所　　　●

９㈬
16㈬
20㈰
23㈬◇
27㈰
30㈬◆

県総合
保健協会
☎0120-
636-489いよてつ髙島屋

(受け付け＝９～11時) 17㈭

北条コミュニティ
センター　　　  ● 21㈪

市地域交流センター● 26㈯

県厚生連健診
センター
☎0120-
352-080

JAえひめ中央坂本出張所 29㈫☆

JAえひめ中央荏原支所
※ 1/23㈬のみ乳がん検
診は午前中も受け付け

22㈫☆
23㈬▲

市保健センター
南部分室　　　●

21㈪
28㈪◇

県厚生連健診センター● 27㈰

☆＝子宮頸
けい

がんなし
◆＝託児サービスあり
◇＝レディースデイ（託児サービスあり）
●＝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
※  全会場、胃・肺・大腸・前立腺・乳がん検診あ
り（子宮頸がんは会場によって異なる）

下表のとおり（健康診査は無料）
種類 対象者 自己負担額 受診間隔

肺がん・結核
40歳以上

800円
年度に１回
（H30.４.１～
H31.３.20）

大腸がん 500円
前立腺がん

50歳以上
700円

胃がん １,000円
乳がん 40歳以上 １,200円 ２年度に１回

（H29年度の受
診歴がない人）子宮頸がん 20歳以上 800円

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

健診・検診（平成31年１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

医療機関実施の子宮頸
けい

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☎911-

1819・ 925-0230へ

8
はち

0
まる

2
にい

0
まる

すこやか歯科健診
下表のとおり
日程 時間 会場

平成31年
２月６日㈬ ９時～

10時15分

市保健所

２月25日㈪ 南部分室

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
および未就園児。30人（先着順）

電話で健康づくり推進課☎911-
1868・ 925-0230へ

エイズ相談
毎週月曜日（祝日は除く）11～13

時▶夜間相談＝平成31年１月21日
㈪18時～19時30分
エイズの相談、HIV抗体検査、梅

毒検査、肝炎ウイルス検査（B型・C
型）。結果は１週間後（祝日の場合は
２週間後）に判明（無料・匿名）

電話・eメールで保健予防課☎911-
1815・ 923-6062（要予約）へ
※eメールでの申し込み方法の詳細
は市ホームページを確認

精神保健相談など
■精神障がい者家族相談
平成31年１月16日㈬13～15時
同じ立場の家族相談員が家族の相

談に応じる
市内在住の精神障がい者家族

■こころの健康相談
毎週火曜日９時30分～11時30

分、毎週木曜日13時30分～15時
30分（祝日は除く）
保健師らがひきこもりやうつなど

の相談に応じる（１時間程度）
市内在住の心の不安や悩みを持つ人

〈共通事項〉
市保健所（萱町六丁目）
前日までに電話で保健予防課☎911-

1816・ 923-6062へ（要予約）

スマイルウォーキング

平成31年１月19日㈯10～12時
（実施30分前から受け付け）
運動指導士による指導のもと各地

区の名所を巡るウォーキング▶コー
ス＝楽しもう！三津のまちなみめぐ
り（３.0㌔㍍）▶集合場所＝伊予鉄
三津駅
※雨天決行、警報発令時は中止
地域保健推進協力会事務局（健康づ

くり推進課内）☎911-1859・ 925-
0230

すこやか介護支援事業支援金
　「すこやか介護支援事業支援金」の
対象者に、12月中に申請書を送付しま
すので期限までに申請してください。
要介護１の人＝１万５,000円▶

要介護２の人＝２万円▶要介護３の
人＝２万５,000円▶要介護４の人
＝３万円▶要介護５の人＝４万円
（いずれも年額）
次の条件を全て満たす人▶平成30

年４月１日現在、要介護１以上の認定
を受けている▶平成30年４～９月ま
で６カ月間介護保険による在宅サービ
スを継続して利用した（介護保険施設
やグループホームなどの施設などに入
所していた人は除く）▶生活保護を受
給していない▶本人および本人の属す
る世帯全員が市民税非課税
平成31年１月11日㈮（必着）。

直接または郵送。申請書を〒790-
8571高齢福祉課（市役所別館２
階）、福祉届出コーナー（市役所本
館１階）または支所へ
※平成31年１月11日㈮（必着）ま
でに申請した場合の振り込み予定日
は、平成31年２月28日㈭です。平
成31年３月末までに申請がない場
合は支給できません
高齢福祉課☎948-6408・ 934-

1763

医療関係者は届け出を
　各資格法により12月31日現在で２年
ごとに届け出が義務付けられています。
※届出用紙は医事薬事課（市保健所〈萱町
六丁目〉１階）、厚生労働省および県ホー
ムページにあり。各事業所にも送付
医師・歯科医師・薬剤師＝就業の
有無にかかわらず届け出が必要▶保
健師・助産師・看護師・准看護師・
歯科衛生士・歯科技工士＝各資格業
務の従事者のみ届け出が必要

平成31年１月15日㈫（消印有
効）。直接または郵送。〒790-0813
萱町六丁目30-５医事薬事課☎911-
1804・ 923-6618へ

ふぐ取扱者試験
①学科試験＝平成31年２月12日

㈫13時30分～15時②実地試験＝３
月13日㈬10時～
①県庁（一番町四丁目）②愛媛調理
製菓専門学校（勝山町一丁目）
市内在住の受験希望者
９,500円（県収入証紙）
平成31年１月４日㈮～15日㈫

（土・日曜・祝日は除く。消印有効）。
直接または郵送。受験願書（生活衛
生課〈市保健所１階〉・県ホームペー
ジにあり）を〒790-0813萱町六丁
目30-５生活衛生課☎911-1808・
923-6627へ

年末の生活保護相談窓口開設
　生活に困窮している人の生活保護
相談窓口を開設します。
12月29日㈯・30日㈰。いずれも
９～17時

生活福祉相談窓口（市役所別館１
階東側）
生活福祉総務課☎948-6395・
934-2632

年末年始の食品衛生
　年末年始はさまざまな食品が流通
し、会食をする機会も多くなる時期
です。次のことに注意して、食品に
よる事故を防ぎましょう。▶期限表
示や保存方法、アレルギー表示など
をよく確認してから購入する▶暖房
で室温が高くなっているため、保存
温度に気を付け早めに食べきる▶ノ
ロウイルス食中毒予防のため、手洗
いを十分に行う
生活衛生課☎911-1808・ 923-

6627

相　　談

人権相談(平成31年１月)
■人権相談

11日㈮13～16時＝北条コミュ
ニティセンター▶17日㈭13～16時
＝いよてつ髙島屋南館２階市民サー
ビスセンター▶22日㈫13～15時=
石井支所
■外

がい こ く じ ん

国人のための人
じん け ん そ う だ ん

権相談
24日

に ち

㈭
も く

13時
じ

30分
ぷ ん

～15時
じ

30分
ぷ ん

＝県
け ん

国
こ く

際
さ い

交
こうりゅう

流センター（道
ど う ご

後一
い ち ま ん

万）
松
ま つ や ま

山地
ち ほ う

方法
ほ う む き ょ く

務局 932-0888・ 
932-5798

行政相談(平成31年１月)
４日㈮13～16時＝松山三越７

階市民サービスセンター▶８日㈫９
～12時＝北条支所▶９日㈬９時30
分～12時＝中島支所▶11日㈮13～
16時＝フジグラン松山別棟２階市
民サービスセンター▶18日㈮13～
16時＝いよてつ髙島屋南館２階市
民サービスセンター
総務省愛媛行政監視行政相談セン

ター☎941-7701・ 934-5917

健康ワンポイントアドバイス
低温やけどに注意！
　低温やけどは触って熱くない
と感じる温度でも、カイロなど
が長時間皮膚にあたることでお
きるやけどです。お湯や油など
での普通のやけどに比べて深い
ところまで傷つくため、治りに
くいのが特徴です。湯たんぽは
就寝時は布団に入れたままにせ
ず、温まったら取り出すなど、
暖房器具は正しく使用して低温
やけどを防ぎましょう。

市医師会☎915-7700・ 915-
7710



　

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

子手帳、バスタオルを用意）
モグモグ相談は各会場①☎948-

6343・ 934-1537②☎911-1822・
925-0230③☎969-1400・ 969-

1002④☎993-0646・ 993-0659⑤
☎997-1177・ 997-1179へ

パパ・ママのための教室
平成31年１月23日㈬18時30分～21時
市保健所（萱町六丁目）
講話「すこやかな妊娠と出産のた

めに」、赤ちゃんのお風呂の入れ方
の実習、講演「親が親になる時」

出産予定日が平成31年２月21
日～６月12日の本市に住民登録の
ある初めて出産する夫婦、妊娠・出
産に不安があり受講を希望する夫婦
（夫婦参加が原則）。50組（先着順）

（11） 2018（平成30）年12月15日号 市民ガイド

＝
日
時
・
期
日
（
時
間
は
24
時
間
表
記
）　

＝
会
場　

＝
内
容　

＝
対
象　

＝
定
員　

＝
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　

＝
ｅ
メ
ー
ル　

＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

子 育 て

すくすく相談、
モグモグ相談（平成31年１月）
下表のとおり▶10～12時、13～15時
会場 すくすく相談 モグモグ相談

① すくすく・サポート
  市役所
(市役所別館1階)

月～金曜日
(祝日･休日
を除く)

８㈫、９㈬、
15㈫、16㈬、
22㈫、23㈬、
29㈫、30㈬、

② すくすく・サポート
  保健所
(市保健所内)

７㈪、11㈮、
18㈮、21㈪、
25㈮、28㈪

③ すくすく・サポート
  南部
（保健センター南部分室内）

７㈪、10㈭、
17㈭、21㈪、
24㈭、28㈪、
31㈭

④ すくすく・サポート
  北条
(保健センター北条分室内)

９㈬、30㈬

⑤ すくすく・サポート
  中島
(保健センター中島分室内)

平成31年１月10日㈭・11日㈮
に電話で健康づくり推進課☎911-
1814・ 925-0230へ

１歳６カ月児および
３歳児健康診査（平成31年１月）

下表のとおり▶受付時間＝
13時～14時30分

内容 日程 会場
１歳６カ月児
（対象：平成29年
６月生まれ）

11㈮、25㈮、29㈫ 市保健所

15㈫、22㈫ 南部分室

３歳児
（対象：平成27年
７月生まれ）

10㈭、17㈭、24㈭ 市保健所

16㈬、23㈬ 南部分室
※対象者には通知します

健康づくり推進課☎911-1813・
925-0230

遺伝相談
平成31年１月８日㈫10～12時
市保健所（萱町六丁目）

電話で健康づくり推進課☎911-
1813・ 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

１回目 平成31年2/1㈮
９時30分・10時・
10時20分 市保健所

２回目
2/5㈫ ９時30分～

10時30分 南部分室

2/22㈮ 13時30分～14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）
本市に住民登録のある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

市立図書館
㊡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 住　所 連絡先

中央 〒790-0012
湊町七丁目5

943-8008
933-9968

三津浜 〒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

■第13回まつやま子ども読書フォーラム
平成31年１月27日㈰10～15時
総合コミュニティセンター（湊町
七丁目）３階大会議室
午前の部＝①松山アーバンデザイ
ンセンター②絵本専門士・菅弥和乃
さんによる読書活動実践発表▶午後
の部＝図書館と地域を結ぶ協議会
チーフディレクター・太田剛さんに
よる講演「図書館で地域が変わる、
未来を拓く」
各150人（先着順。午前または午

後のみの参加可）
12月15日㈯から直接または電
話・ファクス・ｅメールで氏名、電
話番号、参加希望の部を中央図書館
tosyokan@city.matsuyama.

ehime.jpへ

中央図書館
■かみしばいおはなし会
平成31年１月12日㈯11時15分～

（40分程度）
幼児～小学生

三津浜図書館
■ママといっしょのおはなし会
平成31年１月17日㈭11時～11

時30分
幼児～小学生

北条図書館
■子どもおはなし会・映画会
平成31年１月12日㈯。おはなし

会＝14時～▶映画会＝14時30分～
幼児～小学生

■ばぶばぶぶぅのおはなし会
平成31年１月26日㈯11時～（20

分程度）
乳幼児とその保護者

児童センター・児童館
㊡毎週月曜日（祝日の場合は次の平日）
館名 住　所 連絡先

中央 〒790-0808
若草町8-3

933-9311
933-3411

南部 〒790-0942
古川北三丁目8-20

969-1005
969-1006

北条 〒799-2436
河野別府937

992-9559
992-0177

新玉 〒790-0003
三番町六丁目4-20

943-5801
931-5756

味生 〒791-8056
別府町177-1

953-5051
953-5052

久米 〒790-0925
鷹子町4-4

970-0907
970-7778

久枝 〒791-8017
西長戸町638-1

922-3800
924-1888

畑寺 〒790-0913
畑寺四丁目8-5

905-9614
905-9172

中央児童センター
■移動児童館～親子でP

プ レ イ

lay２
平成31年１月11日㈮＝浅海

公民館、17日㈭＝雄郡公民館、
18日㈮＝正岡公民館。いずれも
10～12時
大型遊具での自由遊びなど
幼児とその保護者

■さんさんC
カ フ ェ

a f e
12月26日㈬11時15分～12時
飲み物とお菓子セットの販売
100円
幼児とその保護者

■新春もちつき大会
平成31年１月６日㈰12～15時

餅つき・餅丸め体験、振る舞い餅、
豚汁の販売
豆カフェの豚汁は100円
※当日12時～17時30分まで（中庭、
体育室、工作室は終日）利用不可
■からだであそぼう
平成31年１月８日㈫10時30分～

11時30分
アスレチックあそび、体操など
幼児とその保護者

南部児童センター
■なんぶd

で

eバースデイ
12月28日㈮11時～11時30分
12月生まれのお友だちのお祝い
幼児とその保護者
■小学生ハイハイレース
12月28日㈮14時30分～16時　
ぞうきんハイハイレース、体育室
ピカピカ大作戦
小学生
■なんぶd

で

e新春運だめし
平成31年１月４日㈮・５日㈯。

いずれも９時30分～12時　　
福袋（駄菓子詰め合わせ）とひも
くじの販売
子どもとその保護者
福袋、ひもくじ（いずれも50円）
※売り切れ次第終了（各日100個）

北条児童センター
■だがしや じょうじ
12月22日㈯、平成31年１月12
日㈯14～15時
10円駄菓子の販売。１個10円

■新春運だめし
平成31年１月４日㈮～６日㈰。

いずれも14～15時　　
駄菓子の入った福袋の販売（各日
50袋）
１袋50円。売り切れ次第終了

新玉児童館
■ぱわふるきっずぱ～く
平成31年１月８日㈫14時30分～

15時30分　　

サーキット遊び、触れ合い遊びなど
未就園児とその保護者

味生児童館
■みぶじd

で

eミニバースデー＆
アンド

おお
きくなったかなタイム
平成31年１月18日㈮11～12時　　
１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
■くめじクリーン大作戦
12月28日㈮15～17時　
ぞうきんがけレース、館内大掃除
子どもとその保護者（幼児は保護
者同伴）
※15時以降、大掃除のため通常利
用不可

久枝児童館
■鬼は外！大作戦★
平成31年２月１日㈮・２日㈯。

いずれも11時30分～12時
節分ごっこ、記念撮影など
１日㈮＝幼児と保護者▶２日㈯＝
子どもと保護者
「オニ退治！豆まきセット（１つ
50円）」の購入予約券を平成31年
１月４日㈮から事務室で配布
※両日とも50個（先着順）

畑寺児童館
■元気ッズタイム「お正月あそび」
12月26日㈬16～17時　　
こま回しやけん玉など
小学生以上（幼児は保護者同伴）

〈申し込み方法〉
　各締め切り日（必着）までに、往
復はがきまたはファクスで住所、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「申し込み
フォーム」からも応募可

※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

mailto:tosyokan@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:tosyokan@city.matsuyama.ehime.jp

