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総合コミュニティセンター体育館（〒 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

前期カルスポクラブ
（ランニング練習会）

4/3～9/27。①火曜コース（全23回）＝総合コミュニティセンター体育館②水
曜コース（全23回）＝松山中央公園③木曜コース（全22回）＝松山市民会館④3
日間（火・水・木曜）コース（全68回）。いずれも19時～20時30分。

①②各30人
③70人
④10人

40分以上走れる、運動に
支障のない18歳以上

①②③各1万2,000円
④２万円 ３月27日㈫（必

着）。来館で
の申し込みま
たは、はがき。
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（ふ
りがな）・保護
者連絡先と保
護者の送迎が
必要

卓球教室
４/10～７/５。初級Ａ＝㈫12時～▶初級Ｂ＝㈬14時～▶初級Ｃ＝㈭12時～▶中
級Ａ＝㈫14時～▶中級Ｂ＝㈬12時～▶中級Ｃ＝㈭14時～▶中級Ｄ＝㈮12時～
▶中級Ｅ＝㈮14時～。各全10回、１回120分

各20人
運動に支障のない
18歳以上

各4,000円
★200円

ストレッチ＆筋トレ
4/4～6/30。Aコース＝㈬13時～▶Bコース＝㈬14時30分～▶Cコース＝㈭
10時30分～▶Dコース＝㈮13時～▶Eコース＝㈮14時30分～▶Fコース＝㈯
9時30分～▶Gコース＝㈯11時～。各全10回（Cコースのみ9回）、1回60分

各3,000円
（Ｃコースのみ2,700円）

★300円バランスボール 4/3～6/30。Aコース＝㈫9時30分～▶Bコース＝㈫10時30分～▶Cコース＝
㈭9時30分～▶Dコース＝㈯14時～。各全10回（Cコースのみ9回）、1回50分

エアロビクス 4/4～6/21。①シェイプアップボクシングエアロビクス＝水曜日（全10回）②ら
くらくエアロビクス＝木曜日（全9回）。いずれも12時10分～12時50分

①3,000円
②2,700円
★300円

はじめてのヨガ 4/4～6/13。水曜日9時30分～10時30分（全10回） 3,000円
★300円

はじめてのピラティス 4/4～6/21。Aコース＝水曜日11時～11時50分（全10回）▶Bコース＝木曜
日13時～13時50分（全9回）

Ａコース＝3,000円
Ｂコース＝2,700円

★300円

はじめてのジョギング 4/10～6/28。Aコース＝火曜日▶Bコース＝木曜日。いずれも19時～20時30
分（各全10回） 各6,000円

コミセンキッズ
コーディネーション◎

4/10～6/26。火曜日①ベーシックコース②レベルアップコース。いずれも17
時～17時50分（各全10回）

運動に支障のない小学
①１～２年生②３～４年生 各5,000円

こども館・コスモシアター（湊町七丁目） 943-8228・ 921-8242　㊡毎週月曜日（祝日を除く）
講座・教室名 日時・内容 定員 対象 受講料 申し込み

星空観望会
「月と冬の星を見よう」

3/24㈯19時～20時30分。２階ベランダなどで開
催(雨天・曇天時は中止)。天体望遠鏡を使って、解説
を受けながら夜空を観察

なし 中学生以下は
保護者同伴

200円
（４歳以上） 当日受け付け

野外活動センター（菅沢町） 977-2400・ 977-2662　㊡毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）
講座・教室名 日時・内容 定員 対象 受講料 申し込み

タケノコ掘りまつり
4/15㈰・22㈰・28㈯、5/3(木・祝)。いずれも10～
14時(小雨決行)。タケノコ掘り体験とタケノコ尽く
しの昼食会

各200人
（先着順） どなたでも

1,000円
（小学生以上。
食事代含む）

3/17㈯9時～。直接
または電話で野外活
動センターへ

◆コミュニティセンター温水プール
17日㈫９～18時
◆アクアパレットまつやま
１日㈰・８日㈰・24日㈫・25日㈬
の終日＝屋内プール全面

各施設の利用制限（４月）

総合コミュニティセンター温水プール（〒 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

水泳教室
４/１０～７/6。初級バタフライ＆クロール＝㈫11時～▶はじめてクロール＝㈫
13時～▶4種目泳ごう＝㈫11時～▶初級平泳ぎ＆クロール＝㈬9時30分～▶
中級クロール＝㈬13時～▶初級クロール＝㈮13時～。各全12回、1回90分

各１５人

運動に支障のない
18歳以上

各１，８００円
★４５０円

３月27日㈫（必
着）。来館での
申し込みまた
は、はがき。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、
☆は保護者氏名
（ふりがな）・緊
急連絡先が必要

アクアジョギング ４/１２～７/５。木曜日9時30分～10時15分（全10回）

各２０人

各１，５００円
★２５０円アクアウォーキング ４/１２～７/５。木曜日。Aコース＝13時～13時45分▶Bコース＝13時45分～

14時30分（各全10回）

アクアエアロビクス 4/11～7/5。Aコース中級(全12回)＝水曜日▶Bコース初級(全10回)＝木曜
日。いずれも11時15分～12時

Aコース＝3,000円
Bコース＝2,500円

★２５０円

アフターファイブ水泳
4/11～7/7。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。いずれも19時30分～
21時（各全12回）

各１５人 各１，８００円
★４５０円

アフターファイブ
アクアエアロビクス 4/12～7/5。木曜日18時45分～19時30分（全12回） ２０人 ３，０００円

★２５０円

親子ふれあい水泳☆ 4/14～6/23。土曜日。Aコース＝9時15分～▶Bコース＝10時15分～▶C
コース＝11時15分～（各全10回、1回45分）

平成２４年４月２日～平成２７年４月１生ま
れの児童とその保護者２人１組。各15組

各２，０００円
★４００円

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
4/3～4/27。初級Aコース＝㈫11時～▶初級Bコース＝㈬13時～▶初級Cコー
ス＝㈭9時～▶初級Dコース＝㈮9時～▶中級Aコース＝㈭11時～▶中級Bコー
ス＝㈮11時～。各全4回(初級A、Bコースのみ各全３回)、１回110分

各１５人

運動に支障のない
18歳以上

各4,000円
※初級A、B
コースのみ
各3,000円 ３月25日㈰（必着）。

来館での申し込みま
たは、はがき。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（ふ
りがな）・緊急連絡
先と保護者の送迎が
必要

体幹シェイプアップ 4/10～6/26。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（各全10回） 各２５人

各６，０００円
はじめてのジョギング教室 ４/１１～６/２７。水曜日19時～20時30分（全10回） ３０人

ストレッチ＆筋トレ ４/１１～６/２７。水曜日。Aコース＝10時～10時50分▶Bコース＝11時～11時
50分（各全10回）

各２５人
ピラティス

4/12～6/21。木曜日。ベーシックコース＝9時30分～10時20分▶レベルアッ
プAコース＝10時30分～11時20分▶レベルアップBコース＝11時30分～12
時20分（各全10回）

キッズコーディネーション◇ 4/13～6/22。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（各全10回） 各３０人 運動に支障のない小学

①１～２年生②３～４年生 各５，０００円

キッズテニス◇ ４/１㈰・３㈫・５㈭・６㈮・１４㈯。13時～14時50分（全５回） ６０人 運動に支障のない
小学２～４年生 2,500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

はじめてのヨガ 4/17～6/5。火曜日10～11時（全8回）

各２０人 運動に支障のない
18歳以上 各４，８００円

３/28㈬（必着）。来館での申し
込みまたは、はがき・ｅメール。
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へ
※上記に加え、◆は学年、保護
者氏名・緊急連絡先と保護者の
送迎が必要

バドミントン 4/11～5/30。水曜日9時30分～11時（全8回）
引き締めフィットネス 4/6～6/1。金曜日10時～10時50分（全8回）
健康な身体の軸（コア）づくり 4/6～6/1。金曜日11～12時（全8回）
キッズテニス◆ 4/9～6/4。月曜、水曜コース。いずれも17時30分～19時（各全8回） 各３０人 運動に支障のない

小学生 各４，０００円キッズバドミントン◆ 4/10～5/29。火曜日17時30分～19時（全8回）
キッズスポーツアカデミー◆ 4/12～6/7。木曜日17時30分～19時（全8回） ２０人

※各講座・教室の詳細は http://www.cul-spo.or.jp/を確認
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場合があります。詳細は県ホームペー
ジを確認してください。 県中予地方
局課税課 909-8754・ 915-0671

憲法週間記念行事「無料法律相談会」
５月17日㈭10～12時 松山地方

裁判所（一番町三丁目） 36人（抽
選） ４月20日㈮（必着）。往復
はがきで往信用裏面に相談希望者の
住所・氏名・電話番号、返信用表面
に相談希望者の住所・氏名を書いて
〒790-8539松山地方裁判所総務課
「無料法律相談会」係 903-4379へ

不動産鑑定士による
不動産に関する無料相談会
４月２日㈪10～16時 フジグラン

松山２階連絡通路入り口付近 価格・
賃料・売買・賃貸借・相続贈与など
不動産に関する相談 県不動産鑑定
士協会 941-8827・ 945-1301

夜間・休日納税相談窓口
　開庁時間内に来庁できない人のた
めの納税相談窓口を開設します。
夜間納税相談＝３月22日㈭・23日㈮・
26日㈪・27日㈫。いずれも19時まで
▶休日納税相談＝３月24日㈯・25日㈰。
いずれも９～17時
納税課（市役所本館２階）
※担当職員が市役所本館北側の夜
間・休日出入り口から案内（22日
㈭のみ市役所本館正面玄関から案
内）
納税課 948-6837・ 934-1802

市有地売却（一般競争入札）
５月25日㈮
松山センタービル１号館（三番町
四丁目）４階第１会議室
下表のとおり。落札者の決定＝予
定価格以上の最高価格の有効入札者
▶入札保証金＝入札時に入札金額の
100分の５以上に相当する額
物件
番号 所在地 地目 地積(㎡)

予定価格
（最低売
却価格）

開始
時間

① 和気町一丁目
67番1

宅地

2,170.40 4,689
万円 10時

② 松末一丁目
237番24 129.21 997

万円 11時

③ 高砂町三丁目
85番他 2,804.39

2億
1,033
万円

14時

入札に参加できない人＝個人およ
び法人以外▶契約を締結する能力を
有しない人および破産者ら▶市税の
滞納がある人▶暴力団員による不当
な行為の防止等に関する法律に規定
する暴力団または警察当局から排除
要請がある人
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３月15日㈭～４月27日㈮（必
着）。直接または郵送。入札申込書
（①は管財課〈市役所本館４階〉、②
③は住宅課〈同７階〉にあり）を
〒790-8571①管財課②③住宅課へ
①管財課 948-6255・ 934-

1909、②③住宅課 948-6503・
934-1807

宝くじ助成事業で整備

整備された資機材

　（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
災組織育成事業により、興居島地区
自主防災連合会および桑原地区自主
防災組織連合会に、災害時の活動で
使用するテントや無線機などが整備
されました。

地域防災課 926-9218・
926-9189

0211021 その他のお知らせ
環境負荷の大きい自動車の
自動車税が高くなります
　新車登録が平成17年３月31日以前
のガソリン・ＬＰＧ車、平成19年３
月31日以前のディーゼル車は、平成
30年度から自動車税の15㌫割増の税
額となります。また、排ガスや燃費
性能の優れた自動車は新車登録の翌
年度に限り、自動車税が軽減になる

①手話通訳者②要約筆記者
（手書き・パソコン）養成研修
５月～平成31年２月。①月１回

②月１～５回（いずれも土・日曜日）
①西条市内または西予市内②西条
市内 聴覚障がい者のコミュニケー
ションを支援する①および②の養成
研修 ①手話通訳者養成講習会（通
訳Ⅰ）の修了者または同程度（特定
の障がい者や日常生活の簡単な通訳
ができる程度）の手話技術を有する、
県内在住・在勤者②県内在住・在勤
者。ただし要約筆記奉仕員養成研修
修了者は補講コースを受講可 ①西
条・西予各会場20人②20人 いず
れもテキスト代など実費 ４月２
日㈪～27日㈮までに、電話で県視
聴覚福祉センター 923-9093へ

午前：10～12時　午後：13～15時　終日：10～15時　３月25日㈰までに申し込み
★子どもも参加できます　※織り経験者が対象　◎ポータブルミシン経験者が対象

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 ３月25日
㈰（消印有効）。来館または、はがき・ファクス・
ｅメール。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３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
5 木 午後へこ帯で作る変りベスト（前編） ◎ 5人
7 土 午前リサイクル葉書に描く絵手紙 ★ 20人
8 日 午前夏に備えてゴキブリ退治団子作り 18人
11 水 午後フラワーボトル「細口びんを使って」 10人

12 木 終日やさしい金つぎ（陶器の修理） 7人
午後へこ帯で作る変りベスト（後編） ◎

13 金 午前エコクッキング 16人
14 土 午前やさしい包丁とぎのコツ 12人
15 日 午前端材の銅板で作る七宝焼のアクセサリー ★ 12人
16 月 午前古新聞紙で作るエコバッグ 10人
18 水 午後古紙と不用のザルを使って一閑張の小物入れ 10人
19 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 定員
20 金 午前古ハンカチで作る裂織の花びん敷 5人

21 土 午前 ハーブのある暮し「自然素材でお掃除&ハーブ石けん作り」 12人
午後廃ガラスで作るトレイ 10人

22 日 午前不用の布を裂いて編む健康ぞうり 17人
端革で作る「ペンケース」 12人

25 水 終日高機（足踏み式）で作る裂織 ※ 1人
27 金 午前 納豆やヨーグルトなどで作る環境浄化液（えひめAI） 15人

28 土 午前やさしい折紙教室（回る回る独楽） ★ 10人
廃材で作る糸のこ工作「端午の節句のパズル」 5人

午後手持ちの布で作るゴム入りズボン（前編） ◎ 4人
29 日・祝 午前手持ちの布で作るゴム入りズボン（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 ４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

各種修理 4月7日㈯10時～▶④持ち込み可能な家具修理⑤自転車パンク修理⑥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
④⑥実費
⑤1カ所100円 ④～⑥3月25日㈰（消印有効）⑦3月24日㈯

（必着）⑧4月6日㈮（必着）。来館での申し込
みまたは、はがき、ファクス。住所、氏名、電話
番号、イベント名（④は修理内容も）をまつや
まRe・再来館へ

⑦親子リサイクル探
検ツアー

3月28日㈬8時15分～17時30分。集合＝まつやまRe・再来館▶貸切バス
で移動し、「みんなのメダルプロジェクト」の概要説明と平林金属㈱（岡山市
北区）で家電製品のリサイクル工場を見学

20人程度 小学４年生以上の親
子または大人 無料

⑧廃材で作る洗濯
バサミ鯉のぼり 4月15日㈰10～15時。廃材で洗濯バサミを利用した鯉のぼりを作る 8人 18歳以上（糸のこ経

験者） 300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 4月18日㈬10時30分～11時30分ごろ。松山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を実施）

10組
20人程度

０～３歳の子どもと
その保護者

無料

①3月21日（水・祝）～4月8日㈰②4
月8日㈰まで③4月1日㈰～22日㈰
（いずれも必着）。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・年齢を都市環
境学習センターへ

②アースデイとしかん2018
「自然観察会『春の高縄山を歩
く』」

4月22日㈰9時30分～16時。集合＝松山総合公園▶バスで移動し、春の高
縄山を歩く▶講師＝県総合科学博物館学芸員・川又明徳さん（小雨決行。荒
天時は室内プログラムを実施または中止）

20人程度 小学生以上。大人
のみの参加も可。
小・中学生は保護
者同伴③としかんハーバルクラブ

（追加募集）
５月～平成31年３月（毎月１回、原則第２土曜日）。第１回＝５月12日㈯10～12
時。ハーブ園の管理やハーブクラフトなど

5人程度
（年間登録）

クラフト材料
代など実費

地方創生に関する包括連携協定を締結した
東京海上日動火災保険㈱が野志市長を訪問
　本市と地方創生に関する包括連
携協定を締結した東京海上日動火
災保険㈱の伊東毅嗣愛媛支店長が
２月14日に野志市長を訪問しま
した。
　この協定は、本市と東京海上日
動火災保険㈱が、地域経済の活性
化や防災・減災対策などに相互に
連携して取り組み、本市の地方創
生を進め、地域をより活性化し市
民サービスを高めるものです。野
志市長は「行政だけでは解決でき
ないこともある。両者が連携すれ
ば、さらに良い市民サービスにつ

ながる」と協定での地域活性化に
期待を寄せました。
企画戦略課 948-6943・ 934-
1804

協定を締結した伊東支店長（右）と野志市長
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募　　集

期日前投票立会人
職務内容＝市議会議員選挙（選挙

期日＝４月29日（日・祝）、告示日＝４
月22日㈰）の期日前投票事務手続き
全般の立ち会い▶勤務場所など＝下表
のとおり▶集合場所＝市選挙管理委
員会（市役所第四別館〈三番町六丁目〉）
※駐車スペースなし
勤務期間 ４月23日㈪～28日㈯のうち希望する日

勤務場所
次の４カ所のいずれか（勤務場所は選択不
可）▶①市役所第四別館②フジグラン松山
（宮西一丁目）③いよてつ髙島屋（湊町五丁
目）④松山三越（一番町三丁目）

勤務・集合
時間

①８時30分～20時（８時集合）
②９～20時（８時集合）
③④10～19時（９時集合）

配置人数 各１日２人

報酬
日額9,500円
※食費・交通費などの支給なし。昼食・夕
食は各自で用意

市内在住で、本市選挙人名簿に登
録され（今回の選挙で登録見込みの
人を含む）、特定の候補者の選挙運
動・政治活動をしていない人
いずれも各12人（勤務地・勤務

日ともに抽選。選任者にのみ、４月
10日㈫以降に文書で通知）
３月30日㈮（必着）。郵送・ファク

ス・ｅメール。住所、氏名（ふりがな）、
生年月日、電話番号、勤務希望日（複
数希望可）、政党などに所属している
人は政党名を〒790-0003三番町六
丁目6-1市選挙管理委員会「期日前
投票立会人公募」係 t.koubo@
city.matsuyama.ehime.jpへ
市選挙管理委員会 948-6619・
934-1811

講座・講演

庵と楽しむお煎茶入門体験講座（前期）
４月８日、５月13日、６月10日。
いずれも日曜日13～15時（全３回）
庚申庵史跡庭園
煎茶の簡単な作法やお点前の方法
を体験し、煎茶を飲みながら庚申庵
ゆかりの講話を楽しむ
３人程度（抽選）
4,500円（３回分の材料費・資料
代含む）

４月３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「煎
茶教室」係 915-2204・ 932-
0120へ

魚のさばき方料理教室
４月14日㈯10～13時
水産市場（三津ふ頭）２階調理室

※無料駐車場あり
タイのさばき方を基本に１匹丸ご

と調理
市内在住または通勤・通学してい

る人で魚をさばいたことがない、ま
たはさばくことが不慣れな人（年度
内１回限り、初めての人を優先）
20人（抽選）。500円
３月15日㈭～４月３日㈫（必

着）。電話・はがき・ファクス・e
メール。「４月14日参加希望」と明
記し、住所、氏名、年齢、電話番号
を〒791-8060三津ふ頭1-2市水産
市場運営協議会事務局（市場管理課
内） s-kaitou@city.matsuyama.
ehime.jpへ
市場管理課 951-2311・ 951-
4888

催　　し

街のまんなか日曜市
３月25日㈰９～15時
中央卸売市場（久万ノ台）
野菜、果物、花、乾物、スイーツ、

野菜ソムリエ監修の野菜ジュースや
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

てくるん６周年記念イベント
３月25日㈰10時～18時30分
ヒーローショーやおはなし会、写

真入りキーホルダープレゼントなど
無料（菊間瓦作りは1,500円）
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

院前）乗車→市内電車（古町）下車→
周辺散策→庚申庵（お茶接待あり）
※交通手段は徒歩（約３㌔）と市内
電車（雨天決行）
小学生以上（小学生は保護者同伴）
15人程度（抽選）
800円（保険料・お菓子代・ガイ
ドマップ代含む）
※市内電車賃は自己負担

４月10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「歩
いてみよう三庵めぐり」係 915-
2204・ 932-0120へ

４月のふれあいギャラリー
12日 ㈭ ～17日 ㈫ ＝ 第 ７回

Ｃ
コ ジ ィ ー

ｏｚｙ－Ｔ
タ イ ム

ｉｍｅ池川教室展（Ｃｏｚ
ｙ－Ｔｉｍｅデコラティブペイント）
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

お 知 ら せ

選挙公報音声版を発行します
　４月29日（日・祝）執行の市議会
議員選挙では、音声版の選挙公報（Ｃ
Ｄ）を発行します。なお声の広報「こ
まどり」を配布している人にはＣＤ
を送付予定です。
配布を希望する視覚障がい者
電話で住所・氏名・電話番号を

市選挙管理委員会 948-6619へ

引っ越したら住民票を移しましょう
　進学や就職などで転出・転入した
人は、原則現在住んでいる寮・アパー
トなどが住所地になります。住民票
は選挙人名簿への登録につながる大
切な情報ですので、忘れずに転出・
転入の手続きをしてください。手続
き後、３カ月経過すれば新住所地で
投票できます。
市選挙管理委員会 948-6619・
934-1811

二之丸史跡庭園イベント
■二之丸春のよそおい展
３月23日㈮～４月８日㈰。いず

れも９時～16時30分
手作りひな・押し花の展示、しお
り作り体験
※しおり作り体験は４月７日㈯・８
日㈰のみ
■二之丸抹茶席
３月24日㈯・25日㈰・31日㈯。

いずれも10時30分～15時30分
抹茶一服300円（和菓子付き）

〈共通事項〉
入園料＝大人200円、子ども100円
二之丸史跡庭園（丸之内） 921-

2000・ 921-2134

坂の上の雲ミュージアムイベント
■ギャラリートーク
３月25日㈰11時～11時30分
学芸員による展示解説

■お伽
と ぎ

座
ざ

の語り
４月７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
４月14日㈯・21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

〈共通事項〉
坂の上の雲ミュージアム（一番

町三丁目） 915-2600・ 915-
3600

歩いてみよう三庵めぐり
４月15日㈰13～16時。集合・

受け付け＝12時50分（坂の上の雲
ミュージアム〈一番町三丁目〉前）
松山東雲女子大学名誉教授・松井

忍さんをガイドに松山に残る江戸・明
治・昭和の俳人ゆかりの庵とその周辺
を『伊予松山三庵めぐり』ガイドマッ
プを持って見学▶行程＝坂の上の雲
ミュージアム前→愛松亭跡→愚

ぐ

陀
だ

佛
ぶ つ

庵
あ ん

跡→市内電車（市役所前）乗車→市内
電車（赤十字病院前）下車→徒歩（約
１㌔）→一草庵→市内電車（赤十字病

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
坊っちゃりん

◆松山（ＦⅡ）ナイター
　………………………４月１日㈰～３日㈫
◇玉野（ＦⅠ）　場外
　………………………４月１日㈰～３日㈫
◇別府（ＦⅠ）　場外
　……………………………５日㈭～７日㈯
◇川崎記念（ＧⅢ）ナイター　場外
　…………………………７日㈯～10日㈫
◇高知（ＦⅠ）　場外
　…………………………８日㈰～10日㈫
◇武雄記念（ＧⅢ）　場外
　…………………………12日㈭～15日㈰

◆松山（ＦⅠ）ナイター
　…………………………14日㈯～16日㈪
◇静岡　ジャパンカップ（ＦⅠ）〈ガールズ含む〉　場外
　…………………………16日㈪～18日㈬
◇西武園記念（ＧⅢ）　場外
　…………………………19日㈭～22日㈰
◇函館記念（ＧⅢ）ナイター〈ガールズ含む〉　場外
　……………………26日㈭～29日（日・祝）
◇広島　西日本カップ（ＦⅠ）〈ガールズ含む〉　場外
　……………………28日㈯～30日（月・休）

【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♯
※二番町前売サービスセンターは移転のためしばらく休業しています

市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会が野志市長に答申
　高齢者が住み慣れた地域で、生
涯にわたって健康で生きがいを
持って暮らせるよう地域で支え合
う社会の構築を目指し、市社会福
祉審議会高齢者福祉専門分科会は
２月14日、野志市長に「第７期
松山市高齢者福祉計画・介護保険
事業計画（案）」について答申し
ました。
　学識経験者・福祉従事者に加え、
被保険者代表も参画し４回にわ
たって計画を審議した答申には、
地域包括ケアシステムの深化・推
進、介護予防・日常生活支援総合
事業の推進、地域福祉力の向上と
高齢者への生活支援など、７つの
施策を重点課題とする内容が盛り
込まれています。

　答申書を手渡した村上博会長が
「介護予防の徹底、要介護認定の
適正な実施などに公正かつ適切に
に取り組んでほしい」と要望した
のに対し、野志市長は「答申を元
に計画に反映していきたい」と述
べました。
高齢福祉課 948-6414・

934-1763、介護保険課 948-
6784・ 934-0815

答申する村上会長
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市福祉・就労支援室開設
　生活困窮者の自立促進を図るた
め、福祉と雇用の一体化を図る就労
支援窓口を市役所別館１階に開設し
ます。ハローワーク職員が常駐し生
活困窮者などの状況に合わせ、自立
相談支援窓口と連携してワンストッ
プ型で職業相談・職業紹介などの就
労支援を行います。

３月27日㈫～。月～金曜日８時
30分～17時15分（祝・休日、年末
年始を除く。原則予約制）

生活保護受給者、児童扶養手当受
給者、住居確保給付金受給者、自立
相談支援窓口の支援対象者　
※一般の求職者は対象外

自立相談支援窓口 948-6875・ 
943-6688

■特別児童扶養手当
１級＝５万1,700円、２級＝３万 

 

4,430円（いずれも月額）
身体障害者手帳（１～４級の一部）

や療育手帳AまたはB（中度）の障が
いがあり、施設に入所していない
20歳未満の児童を養育している人

（認定診断書による審査あり）
■障害児福祉手当

１万4,650円（月額）
身体障害者手帳（１・２級の一部）

や療育手帳A（最重度）程度の障がい
があり、常時介護が必要で施設に入
所していない20歳未満の人（認定診
断書による審査あり）
■特別障害者手当

２万6,940円（月額）
国民年金１級程度の障がいが重複

するなど重度の障がいがあり、常時
特別の介護が必要で施設に入所して
いない20歳以上の人（３カ月以上継
続して病院などに入院していると受
給資格を喪失。認定診断書による審
査あり）
■市重度心身障害児童福祉年金

２万4,000円（年額）
身体障害者手帳（１～３級）や療育

手帳AまたはB（中度）を持つ20歳未
満の児童を養育し、市内に１年以上

＝いよてつ髙島屋南館２階市民サー
ビスセンター
■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
26日

に ち

㈭
も く

13時
じ

30分
ふ ん

～15時
じ

30分
ふ 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（４月）
６日㈮13～16時＝松山三越７

階市民サービスセンター▶10日㈫
９～12時＝北条支所▶13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▶20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

居住している人（所得制限がなく、
手帳の等級による認定）
※いずれの手当ても受給中の人は申請
不要。手当てによっては所得制限あり
〈共通事項〉

障 が い 福 祉 課  948-6936・ 
 932-7553

精神保健
①精神障がい者家族相談

４月18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をもつ家族
②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１時間程度相談に応じる
市内在住の心の不安や悩みをもつ人

〈共通事項〉
市保健所（萱町六丁目）

電話で保健予防課 911-1816・
923-6062へ（要予約。①は前日まで）

エイズ相談
４月16日㈪・23日㈪いずれも11

～13時▶夜間相談＝４月16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

（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へ（ 要

予約）
※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

患者の声相談窓口
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・ 923-66
18・ koemado@city.matsuya
ma.ehime.jpへ（面談は要予約）

多重債務無料相談（４月〜）
　ファイナンシャル・プランナー、
弁護士による多重債務無料相談を実
施しています。家計の見直しや債権
整理でお困りの際には、お気軽にご
相談ください（４月から相談日時を
変更しますのでご注意ください）。
■ファイナンシャル・プランナー相談

毎月第１・３火曜日13時30分～
16時

家計の見直しを中心に専門家がア
ドバイス（１回１時間。要予約）
■弁護士相談（多重債務関係）

毎月第２・４水曜日13時30分～
16時（年１回。弁護士相談〈一般〉は
毎週水曜日の同時間に実施）

債権整理を中心に専門家がアドバ
イス（１回30分。要予約）

市民相談課  948-6211・  
934-1768

人権相談（４月）
■人権相談

13日㈮13～16時＝北条コミュ
ニティセンター▶19日㈭13～16時

まごころ銀行
【指定預託】藤間流ひな弥会　藤間藤
雛弥
　まごころ銀行では、善意の寄付金
を受け付けています。

市社会福祉協議会 921-2111・ 
941-4408

相　　談

寄 付 ありがとうございます
（敬称略）

福祉・保健

どんな制度？「クーリング・オフ」
　「クーリング・オフ」は、いっ
たん契約したものを一定期間内で
あれば、無条件に契約をなかった
ことにできる（契約の解除）制度
です。
　「クーリング・オフ」した場合、
支払った金額は全額返金され、
キャンセル料や違約金も支払う必
要がありません。通常、使用して
しまった商品やサービス（役務の
提供）を受けた後でも契約を解除
できます。
　ただし、次の点に注意が必要で
す。

　特定商取引法により「クーリン
グ・オフ」ができる販売方法と期
間が定められています。店舗販売
や通信販売は対象にはなりませ
ん。通信販売では、業者の定めた
返品特約（通信販売特約）に従い
解約することになります。返品で
きないことを定めた返品特約が多
いことや、返品できた場合でも、
原則として送料などの費用が発生
してしまうことに注意が必要で
す。

　訪問販売、電話勧誘販売、特定
継続的役務提供（エステ・学習塾
など）、訪問購入（業者が自宅を
訪問し商品を買い取ること）＝８

日間、連鎖販売取引（マルチ商法）、
業務提供誘引販売取引（内職商法・
モニター商法など）＝20日間
※期間は、申込書面または契約書
面のいずれかを受け取った日から
となります。期間経過後でも、業
者側の不備などにより「クーリン
グ・オフ」ができる場合がありま
す。「クーリング・オフ」ができ
る販売方法でも、適用除外される
契約があります。（自動車販売、
葬儀など）

　「クーリング・オフ」は、必ず
はがきなど書面で行いましょう
▶簡易書留など「出した日付」が
分かる方法で郵送しましょう▶書
面のコピーと簡易書留などの控え
を保管してください
※「クーリング・オフ」の書面の
記入内容や制度の詳細が分からな
い時は、市消費生活センターにご
相談ください

市消費生活センター 948-
6382・ 934-1768

「クーリング・オフ」は全ての
契約が対象ではありません

「クーリング・オフ」ができる
販売方法と期間

手続き方法（概要）

ニキビを治そう
健康ワンポイントアドバイス

　気になる顔のニキビ、目立つと
ころにできてしまうと気分もふさ
ぎ込みがちです。ニキビ菌に対す
る抗生剤に加え、最近では毛穴の
通りをよくする薬など、新しい薬
も開発されています。すぐにツル
ツルになるわけではありません
が、新学期、新年度を前に皮膚科
へ相談してください。

市医師会 915-7700・ 915-
7710

重度障がいのある人は
手当ての申請を

mailto:koemado@city.matsuyama.ehime.jp
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＝
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わ
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＝
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（４月）
下表のとおり▶10～12時、13

～15時（④のモグモグ相談のみ９
時30分～10時30分）

すくすく相談は身体計測・育児相談、
モグモグ相談は離乳食・幼児食相談
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３月15日㈭から
前日までに電話で①健康づくり推進
課 911-1814・ 925-0230、②
保健センター南部分室 969-1001・
969-1002③保健センター北条
分室 993-0646 993-0659④保
健センター中島分室 997-1177
997-1179へ

１歳６カ月児および
３歳児健康診査（４月）

下表のとおり

健康づくり推進課 911-1813・
925-0230

遺伝相談
４月10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

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
目はフッ化物塗布を実施）
市内に住民登録がある４歳未満の
乳幼児（年度１回限り）
各45人（先着順）
前日までに電話で健康づくり推

進課 911-1868・ 925-0230へ

親と子のよい歯のコンクール
参加者募集
４月14日㈯13～15時
市保健所（萱町六丁目）
むし歯がなく、歯の健康に気を付

けている平成29年度３歳児歯科健康
診査を受診した幼児とその親（父母は
いずれか一人で、治療済みであれば可）

４月２日㈪～10日㈫までに電話
で健康づくり推進課 911-1868・
925-0230へ
※６月上旬に表彰式を実施予定。入
賞者は氏名などを公表

児童に関する手当などの申請を
■ひとり親家庭などへの児童扶養手当
児童１人の場合＝１万30円～

４万2,500円▶児童２人の場合＝２
人目5,020円～１万40円を加算▶
児童3人目以降＝3,010円～6,020
円を加算（平成30年４月からの月
額手当額。申請者の所得により算定）
次のいずれかに該当する人▶父母

が婚姻を解消した▶父（母）が死亡
した▶父（母）が一定程度の障がい
状態▶父（母）が１年以上の拘禁・
遺棄、生死不明▶父（母）が裁判所

からのDV（ドメスティック・バイ
オレンス）保護命令を受けた18歳到
達の年度末までに施設に入所してい
ない児童（障がい児は20歳未満）を
養育している母（父）または養育者
■県災害遺児福祉手当
月額3,000円
生計を維持している父（母）が災
害や事故で死亡または重度の障がい
者となった義務教育終了前および高
校在学中の児童の養育者
■市災害遺児福祉年金
月額2,000円（義務教育就学中の

児童がいる場合は、別に就学激励金
として年額１万5,000円を支給）
生計を維持している父（母）が災
害や事故で死亡または重度の障がい
者となった義務教育終了前の児童の
養育者
〈共通事項〉
子育て支援課 948-6845・

934-1814

ドクターとゆっくり話そう
育児健康塾
４月９日㈪14時～15時30分
市保健所・消防合同庁舎（萱町六
丁目）２階
子どものほめ方・叱り方～子育て
上手な親になるために～
30人（抽選）
市内在住の子育て中の保護者
３月15日㈭～23日㈮までに電

話で子ども総合相談センター事務所
922-2399・ 922-2150へ
※託児あり（要予約）

中央図書館
■かみしばいおはなし会
４月14日㈯・28日㈯。いずれも

11時15分～（40分程度）
紙芝居、絵本の読み聞かせなど
幼児～小学生
■おひざにだっこのおはなし会
４月25日㈬10時30分～、11時

15分～（各30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

三津浜図書館
■ママといっしょのおはなし会
４月19日㈭11時～（30分程度）
絵本の読み聞かせなど

北条図書館
■子どもおはなし会・映画会

４月14日㈯▶おはなし会＝14時
～▶映画会＝14時30分～
幼児～小学生

中央児童センター
■からだであそぼう
３月27日㈫、４月３日㈫・17日㈫。

いずれも10時30分～11時30分
アスレチック遊びなど
幼児とその保護者

■中高生タイム①卓球大会

４月21日㈯17～18時
中学・高校生
■みんなであそび隊①ドッジボール
大会
４月21日㈯15時30分～16時30分
小学生

南部児童センター
■なんぶd

で

e謎解き迷路
３月24日㈯・25日㈰。いずれも

１部＝10時30分～11時45分、２部
＝13時30分～14時45分
謎解き迷路となんぶ屋台（駄菓子・
ジュースを販売）
なんぶ屋台は有料
当日整理券を配布。１部＝９時30
分～、２部＝13時～
■なんぶd

で

eつみきチャレンジ
４月14日㈯10～12時
県産材で作成した積み木を使用し
た作品作り

北条児童センター
■だがしや じょうじ
４月14日㈯14～15時
10円駄菓子の販売

■中高生タイム
４月14日㈯17時30分～19時
当日集まったメンバーでの３

スリー

ｏ
オ ン

ｎ
３
スリー

バスケットボール（天候不良時は
館内で卓球）
中学・高校生

新玉児童館
■親子であそび隊「公園であそび隊っ！」
４月13日㈮10～11時（雨天時中止）
新玉公園
砂遊び、しゃぼん玉遊び
未就園児とその保護者

味生児童館
■みぶじドッジボール大会
４月14日㈯14～15時
小学生
■みぶじでミニバースデー
４月20日㈮11時～11時30分
親子体操内で４月生まれの子ども
のミニ誕生日会を実施
幼児とその保護者（誰でも参加可）

久米児童館
■くめじ杯ドッジボール大会
４月21日㈯14～15時
やわらかいボールを使ってドッジ
ボールの試合
小学生

久枝児童館
■Ｍ

マ

ａＭ
マ

ａＣ
カ フ ェ

ＡＦＥ
４月12日㈭10～12時
子育て中の保護者同士が会話でき
るカフェスペース
幼児とその保護者
飲み物とお菓子のセット50円

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

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

内　　容 日程 会場

１歳６カ月児
（対象：平成28年９月生まれ）

13㈮
20㈮
24㈫

市保健所

17㈫
27㈮

保健センター
南部分室

３歳児
（対象：平成26年10月生まれ）

12㈭
19㈭
25㈬

市保健所

18㈬
26㈭

保健センター
南部分室

※対象者には通知します

会　場
日　程

すくすく
相談

モグモグ
相談

①市保健所

月～金曜
日（祝日・
休日を除
く）

6㈮、 9㈪、
13㈮、16㈪、
20㈮、23㈪、
27㈮

②保健センター
南部分室

5㈭、 9㈪、
12㈭、16㈪、
19㈭、23㈪、
26㈭

③保健センター
北条分室 11㈬、24㈫

④保健センター
中島分室（モグ
モグ相談は中島
こども園）

19㈭

会場 日程 時間

１回目

市保健所

４月11日
㈬

９時30分・
10時・
10時20分

５月16日
㈬

13時30分・
14時・
14時20分

保健センター
南部分室

５月８日
㈫

９時30分・
10時・
10時20分

保健センター
北条分室

５月15日
㈫ 13時30分

２回目 市保健所 ５月25日
㈮

９時30分～
10時30分




