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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）

小学生おけいこ教室
■小学生礼儀作法教室
８月17日㈮・20日㈪・22日㈬・

23日㈭・24日㈮（全５回）。いず
れも10～12時
■小学生落語教室
８月20日㈪・22日㈬・23日㈭・

24日㈮・27日㈪（全５回）。いず
れも13時30分～15時
＜共通事項＞
市内および近郊の小学生
各20人（抽選）。各３,000円（返

金不可。初回参加時に集金）
８月３日㈮（必着）。はがき・ファ
クス・ホームページ。住所、氏名（ふ
りがな）、性別、学校名・学年、保
護者氏名・電話番号、希望の教室名
を〒790-0007堀之内松山市民会館
「小学生おけいこ教室」係 http://
www.cul-spo.or.jp/mcph/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）

星空観望会
「大接近の火星を見よう」
７月28日㈯20時30分～22時、８

月11日（土・祝）20時～21時30分（い
ずれも当日受け付け）
※雨天・曇天時は中止
中学生以下は保護者同伴
200円（４歳以上）

「おもちゃ病院」
８月５日㈰10～15時（受け付け

は14時まで）
壊れたおもちゃを修理（当日、壊

れたおもちゃを用意）
※電子基板のあるものは修理不可
35人程度（先着順）
部品交換時の部品代は実費

あそぼうデーイベント
「缶バッチをつくろう!」
８月18日㈯12～16時（当日受け付け）
200人（先着順）。100円

松山中央公園
965-3000　 965-3100
㊡毎週月曜日（祝日を除く）

トライアスロン水泳練習会
８月３日㈮・６日㈪・10日㈮（全

３回）。いずれも19時～20時30分
アクアパレットまつやま
運動に支障のない18歳以上で

10分以上続けて泳ぐことができる
人。15人（抽選）
３,000円（別途プール使用料が必要）
７月25日㈬（必着）。直接または、

はがき。住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を〒790-0948市坪
西町625-１松山中央公園へ

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

古代体験教室
①染物体験（ 茜

あかね

染め）

７月31日㈫10～12時
②染物体験（藍

あい

染め）
７月31日㈫13時30分～15時30分
③染物体験（キハダ染め）
８月２日㈭10～12時
④ガラス勾

まがたま

玉を作ろう
８月22日㈬９時30分～12時、13

時30分～16時
＜共通事項＞
小学生以上（小学生は保護者の

参加が必要）。①②各35人③30人
④各20人 （いずれも抽選）
①300円②400円③300円④各

500円
①②③７月23日㈪④７月31日㈫

（いずれも必着）。はがき・ホーム
ページ。参加者全員の住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号を
〒791-8032南斎院町乙67-６考古
館「○○」係 http://www.cul-
spo.or.jp/koukokan/へ

古代体験まつり
８月11日（土・祝）10～16時
材料がなくなり次第終了（先着順。
当日９時30分から受け付け）
※無料と材料費実費（100～１,000
円）の体験あり

松山の歴史を学ぼう
「はじめての考古学教室」
８月17・24・31日、９月７・14日。
いずれも金曜日
30人（抽選。事前申し込みが必要）
500円（５回分）
７月31日㈫（必着）。はがき・ホー
ムページ。参加者全員の住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号を

〒791-8032南斎院町乙67-６考古館
「はじめての考古学教室」係 http://
www.cul-spo.or.jp/koukokan/へ

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

親子わくわくデイキャンプ①②
①８月４日㈯②８月25日㈯。
いずれも10～15時
テント設営、カレーライス作りなど
親子40人（抽選）
１人500円（３歳未満は無料）
①７月21日㈯②８月11日（土・祝）

野活D
で

eはじめてのキャンプ
８月18日㈯～19日㈰（１泊２日）
テント設営・野外炊事など
小学４～６年生。20人（抽選）

※４人以下の場合は、中止
１人３,000円
８月４日㈯

〈申し込み方法〉
各締め切り日（必着）。直接または
電話・ファクス・eメール。住所、
参加者全員の氏名（ふりがな）性別、
年齢、電話番号、アレルギーの有無
を市野外活動センター「○○」係
yagai@cul-spo.or.jpへ

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）※夏休み期間中は無休
講座・教室名 日時・内容 定員（抽選） 対象 受講料 申し込み

キッズ
バドミントン

８/１～３・６・７。月～金曜日。Ａコース＝９時～10時20分▶Ｂコー
ス＝10時30分～11時50分 各２０人

運動に支障のない
小学１～４年生

（保護者の送迎が必要）
各２,500円
（全５回） ７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）、生年月日、年齢、
学年、電話番号、保護者氏名・緊急連絡先、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

夏休みカルスポ
キッズスポーツ塾
～走る・跳ぶ・投げ
る動作を学ぼう～

８/１～３・６・７。月～金曜日。13時～14時30分 ３０人
運動に支障のない
小学４～６年生

（保護者の送迎が必要）
２,500円

カルスポ
キッズスポーツ
フェスタ

８/20㈪９時15分～16時▶体操・バドミントン・ハンドボール・バ
スケットボールの体験イベント、保護者対象エクササイズ教室（リ
ングストレッチ全身ほぐしA=10時～、リングストレッチ全身ほぐし
B=11時15分～、ピラティスA=13時15分～、ピラティスB=14時
30分～）

児童２４０人、
保護者対象
エクササイズ
１００人

運動に支障のない
小学生と保護者

（保護者の送迎が必要）

児童１人１,000円
（保護者対象エクササ

イズは無料）

８月７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、学
年、電話番号、保護者氏名・緊急連絡先、希望教室名、
保護者対象エクササイズ参加の有無（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

■アクアパレットまつやま
24日㈮13～21時、25日㈯・26
日㈰９～21時＝屋内50㍍プー
ル・屋内健康プール

各施設の利用制限（８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）※夏休み期間中は無休
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

めざせ25㍍小学生
水泳教室 ８/20～24、27～29。月～金曜日。17～18時 20人

運動に支障のない小学４～６年
生で２５㍍泳げない児童(保護
者の送迎が必要)

４,000円★150円
（全８回）

７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）、生年月日、年齢、学年、電話番号、保護者氏名・緊急連絡先、
希望教室名（１枚１教室）を総合コミュニティセンター体育館へ

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）※夏休み期間中は無休
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
初級Ａコース=８/21・28。火曜日▶初級Ｂコース＝８/22・29。水曜日▶初
級Ｃコース＝８/23・30。木曜日▶初級Ｄコース＝８/24・31。金曜日。い
ずれも９時～10時50分（全２回）

各15人 運動に支障のない
18歳以上 各２,000円 ７月25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、希望教室名（１
枚１教室1コース）を松山中央公園へ

キッズテニス ８/20～24・27～29。月～金曜日。11時～12時50分（全８回） 60人 運動に支障のない小学２～
４年生（保護者の送迎が必要） 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 8/20・27、9/3・10、10/1・15・22・29。月曜日。10時～11時30分（全８回）

各20人
運動に支障のない
18歳以上
※風早元気教室は
50歳以上が対象

各４,800円
8月10日㈮（必着）。直接、またはe
メール・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（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

はじめてのヨガ 8/21、9/4・11・18・25、10/2・9・16。火曜日。10～11時（全８回）

バドミントン 8/22・29、9/5・12・19・26、10/3・17。水曜日。９時30分～11時（全８回）

優しい
フラダンス教室 8/23・30、9/6・13・20。木曜日。10時～11時30分（全５回） ３,000円

http://www.cul-spo.or.jp/mcph/
http://www.cul-spo.or.jp/mcph/
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan/
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan/
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan/
http://www.cul-spo.or.jp/koukokan/
mailto:yagai@cul-spo.or.jp
http://www.cul-spo.or.jp/
mailto:houjou@cul-spo.or.jp


市民ガイド

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

①市戦争犠牲者平和祈念追悼式
②平和資料展

①７月26日㈭10～11時②８月６
日㈪～13日㈪９～21時（６日は13
時～。13日は13時まで）
①平和記念広場（道後姫塚）②総
合コミュニティセンター（湊町七丁
目）１階コミュニティプラザ
①戦争犠牲者の追悼②パネル展示、

松山空襲体験談、おはなし会など
市民参画まちづくり課☎948-

6814・ 934-3157

お 知 ら せ

市有財産の売却
　「ヤフー」のインターネット公有
財産売却システム（官公庁オーク

市内に在住または通勤、通学して
いる人
30人程度（抽選）
一般３,000円、文化協会会員・

中学生以下２,000円
８月７日㈫（必着）。往復はがき

（１枚２人まで）で参加者全員の住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を
〒790-0012湊町七丁目５市文化協
会☎909-8008・ 921-8242へ

８月のふれあいギャラリー
９日㈭～14日㈫＝趣味の水彩

画「パレットの会」展▶23日㈭～
28日㈫＝第25回くもの会写真展▶
30日㈭～９月４日㈫＝第11回グ
ループたんぽぽ写真展
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

囲碁・将棋大会
９月13日㈭＝囲碁大会、14日㈮

＝将棋大会。いずれも９時30分～
（受け付けは９時～）
市総合福祉センター（若草町）３階
市内在住の65歳以上または高

齢クラブ会員。600円（参加料）
８月10日㈮まで。直接、申込書（高

齢福祉課〈市役所別館２階〉、老人
福祉センター〈鷹子町・中村三丁目・
若草町〉、各地区の高齢クラブ連合
会長宅にあり）と参加料を高齢福祉
課または市高齢クラブ連合会事務局
（市総合福祉センター内）へ
高齢福祉課☎948-6410・ 934-1763
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ション）を利用して、市有財産（車
両10台および備品若干数を出品予
定）を売却します。

入札期間＝８月16日㈭13時～
23日㈭13時▶参加申込期間＝７月
17日㈫13時～８月２日㈭14時
※詳細は７月17日㈫13時以降、市
ホームページを確認
管財課☎948-6753・ 934-1909

８月11日（土・祝）はマイナンバー
カード関連業務を休止します

　８月11日（土・祝）は市民課の
窓口を開設しています。印鑑登録、
他市照会が不要な住所異動や戸籍の
届け出などの手続きができます。た
だし、システム休止のため、マイナ
ンバーカード（受け取りや住所変更・
更新含む）・住民基本台帳カード関
連の手続きはできませんので、ご了
承ください。なお、マイナンバー申
請用顔写真無料撮影サービスは実施
していますので、マイナンバーカー
ドの新規申請を考えている人はぜひ
ご利用ください。
市民課☎948-6569・ 934-1801

午前：10～12時　午後：13～15時　終日：10～15時　７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 7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７月28
日㈯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
4 土 午前やさしい折紙教室「朝顔のうちわ」（子ども歓迎） ★ 10人

6 月 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

残り毛糸で編むアクリルたわし 10人

8 水 午前
国産小麦粉を使ってエコパン作り「抹茶あずきパン」 12人

廃材で作る糸のこ工作「夢みる金魚」 5人

9 木
午前生ゴミのリサイクル（ボカシ作り） 15人

午後古紙と不用のザルを使って一閑張の小物入れ 10人

10 金 終日高機（足踏み式）で作る裂織 ※ 1人

12 日 午前余りタイルで作るおしゃれな花びん敷き（子ども無料）★ 12人

日 曜 時間 講座名 定員
12 日 午前端材の銅板で作る七宝焼のアクセサリー ★ 12人

17 金 午前不用の布を裂いて編む健康ぞうり 17人

18 土
午前ハーブのある暮し「デオドラントパウダー作り」 12人

午後手持ちの布で作るゴム入りズボン（前編） ◎ 4人

19 日 午前
手持ちの布で作るゴム入りズボン（後編） ◎

廃材を使っておしゃれなフォトフレーム（ペイント） ★ 15人

26 日 午前端革で作る「ペンケース」 12人

27 月 午前やさしい包丁とぎのコツ 12人

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 8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

③ごみを食べる車が
　やってくる★

７月26日㈭13時30分～15時30分。パッカー車が粗大ごみを圧縮
する実演と本市の最新ごみ事情のお話 30人 小学生とその保護者

無料 ③７月22日㈰（必着）④７月24日㈫
（必着）⑤～⑦７月25日㈬（消印有効）
⑧７月25日㈬（必着）⑨７月26日㈭
（必着）⑩８月４日㈯（必着）⑪８月
10日㈮（必着）。③⑧⑨⑩★は往復は
がき。④～⑦⑪来館での申し込みまた
は、はがき、ファクス。住所、氏名（親
子の場合は参加者全て）、ふりがな、
学年、電話番号、イベント名（⑤は修
理内容も）をまつやまRe・再来館へ

④ヘチマ料理体験 ８月２日㈭11～14時。ヘチマの新しい郷土料理体験 15人程度 18歳以上

⑤～⑦各種修理 ８月４日㈯10時～。⑤持ち込み可能な家具修理⑥自転車パンク修理
⑦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
⑤⑦実費

⑥1カ所100円
⑧石ころアート体験★ ８月４日㈯13時30分～15時30分。石ころにペイント 20人程度

小学生とその保護者
無料⑨水生生物観察会★ ８月５日㈰13～16時（12時50分日浦公民館集合）。日浦地区での

水生生物観察会（雨天の場合、８月12日㈰に振替）
親子10組
程度

⑩残り革で革細工体験★ ８月11日（土・祝）13時30分～15時30分。残り革でキーホルダー作り 20人程度

⑪からくり貯金箱作り ８月19日㈰10時～15時。廃材でからくり貯金箱作り 親子８組 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５ ８月15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（雨天時は木のおもちゃ遊びなどを室内で実施）

10組20人
程度

0～3歳の子どもとその
保護者

無料

①7月18日㈬～8月5日㈰②8月4日㈯～25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と年齢を都市環境学習セ
ンターへ

②自然観察会
　「海辺の生き物」

９月８日㈯14～16時。ハクセンシオマネキなど粟井海岸～粟井
川河口付近の生き物を観察（雨天の場合、屋内で活動）
講師=NPO 森からつづく道 代表・松井宏光さん

20人程度
小学4年生以上
※大人のみの参加も可。
小・中学生は保護者同伴

第21回三津の朝市
「旬・鮮・味まつり」の開催

７月28日㈯９～12時
水産市場（三津ふ頭）
旬の魚介類の大試食会、新鮮な魚

介類の販売、釣り堀（小学生以下対
象）、模擬セリ、餅まき、タッチプー
ル、地元協力店舗の出店（入場無料）
※当日の開催内容は一部変更する場
合あり。魚介類の販売は売切れ次第
終了
市水産市場運営協議会事務局（市

場管理課内）☎951-2311・ 951-
4888

二之丸史跡庭園イベント
①コイえさやり無料体験②城山公園
写真展
①７月14日㈯～８月31日㈮９～17

時②８月４日㈯～８月31日㈮９～17時
二之丸史跡庭園（丸之内）
①コイのえさやり②城山公園で

撮影した「鳥・草花・風景など」
の写真展

①小学生以下。毎日30人（先着順）
入園料のみ必要▶大人200円、小

人100円
二之丸史跡庭園☎921-2000・
921-2134

街のまんなか日曜市
７月22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

あなたの家のブロック塀は大丈夫ですか？
　平成30年６月18日に大阪北部で発生した地震で
は、ブロック塀の倒壊により複数の人が犠牲になる
という痛ましい事故が発生しました。所有されてい
るブロック塀の高さ、鉄筋の有無といった構造の安
全性やブロック塀の傾き、ひび割れなど
の劣化状況について、早めに点検を行い、
災害へ備えましょう。
建築指導課☎948-6512・ 934-0640 二次元コード

平成19年新潟県中越沖地震
（（一財）消防防災センター提供）

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
※履歴書はＡ４判、３カ月以内に撮影
の顔写真貼付

松山広域福祉施設事務組合
臨時職員（介護員）

職務内容＝福祉施設の介護業務▶
勤務場所＝久谷荘・みさか荘・江南
荘（いずれも恵原町）▶勤務時間
＝１日７時間45分▶賃金＝月額18
万１,100円（６月１日現在。通勤
手当などあり）

地方公務員法第16条各号に該
当しない人。２人程度

７月23日㈪（必着）。直接ま
たは郵送（簡易書留）。履歴書を
〒790-0003松山広域福祉施設事務
組合事務局（市役所第四別館４階）
☎948-6416・ 931-7290へ
※詳細は市ホームページを確認

障がい者対象の臨時職員
（技能労務職）

職務内容＝松山総合公園（朝日ケ
丘一丁目）の庭園管理▶勤務期間＝
６カ月（成績により更新あり）▶勤
務時間＝月～金曜日９時～16時15
分▶賃金＝月額11万8,629円（７
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▶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
４人程度

〔面接・実技試験〕
８月７日㈫
松山総合公園総合管理棟
７月17日㈫～30日㈪。直接、申

込書（人事課〈市役所本館４階〉、
案内所〈同１階〉、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・ 934-9205

市有施設の指定管理者
①別府市民運動広場など６体育施設

②道の駅「風
かざはや

早の郷
さと

風
ふ わ り

和里」の指定管理
①８月３日㈮～24日㈮。直接、

スポーティングシティ推進課（市役

所本館５階）②８月10日㈮～31日㈮。
地域経済課（同８階）へ
※募集要項などは①７月17日㈫～
８月14日㈫②７月17日㈫～８月22
日㈬に各申し込み先で配布。詳細は
募集要項、市ホームページを確認
①スポーティングシティ推進課

☎948-6598・ 934-1287②地域
経済課☎948-6548・ 934-1844

農地利用最適化推進委員候補者
農地の出し手と受け手との結び

付け、農地利用の集積、集約化を推
進、耕作放棄地の発生防止と解消の
推進など▶任期＝委嘱日～2020年
７月19日まで▶担当区域＝浅海・
立岩地区。１人

７月17日㈫～８月15日㈬（消
印有効）。直接または郵送で委員の推
薦書または応募届出書（農業委員会
事務局〈市役所本館８階〉、市ホーム
ページにあり）を〒790-8571農業
委員会事務局☎948-6628・ 934-
1808へ

市民文化祭・美術展作品
展示期間＝９月29日㈯～10月３

日㈬▶展示場所＝総合コミュニティ
センター（湊町七丁目）▶受付部門
＝洋画、日本画、版画、書、工芸、
写真、彫塑（立体造形）、デザイン
▶出品点数＝部門ごとに１人１点
（共同作品も可、代表者を明記）▶
出品料＝一般２,000円（学生１,500
円）、文化協会会員１,500円（学生
協会会員１,000円）、高校生500円
市内に在住または通勤・通学して

いる15歳以上（中学生対象外）
９月１日㈯・２日㈰の９時30分

～17時までに、直接作品と申込書
（総合コミュニティセンター、文化・
ことば課〈市役所本館５階〉、支所、
公民館にあり）を総合コミュニティ
センター企画展示ホールへ
市文化協会☎909-8008・ 921-8242

講座・講演

祭
さい

都
と

風
か ざ は や

早歴史文化講座「北条と
河野氏－地域活性化に向けて」

８月４日㈯14時30分～16時15分
（受け付け14時～）
河野公民館（河野別府）集会室

ス・eメールで、「８月18日タコの
干し物づくり参加希望」と明記し、
保護者と小学生の住所、氏名（ふり
がな）、年齢、学校名・学年、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）☎951-2311・ 951-
4888 s-kaitou@city.matsuyama.
ehime.jpへ

公民館を活用したい読書活動
団体への説明会

　公民館を活動場所として利用しま
せんか。
７月30日㈪13時30分～14時30分
市役所第四別館（三番町六丁目）

１階第１会議室
市内で読み聞かせ・紙芝居など読
書活動の促進につながる活動をして
いる団体

７月27日㈮17時まで。電話・
ファクス・eメールで地域学習振興
課☎948-6918・ 934-1745・
kychiiki@city.matsuyama.ehime.
jpへ

催　　し

坂の上の雲ミュージアムイベント
■①ギャラリートーク②「さいねや
ほうけ」③リレー朗読会
７月22日㈰①11時～11時30分

②14～15時③15時10分～16時30
分
■お伽

と ぎ ざ

座の語り
８月４日㈯14時～14時30分
■土曜コンサート
８月11日（土・祝）・18日㈯14時

～14時30分
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

自然探訪「新居浜市」
８月26日㈰９～17時（予定）
※８時40分までに総合コミュニティ
センターに集合後バス移動（雨天中
止の場合あり）
住友の森エコシステムフォレス

ターハウス（新居浜市）の見学とそ
の周辺の植物などを歩きながら観察

風早（北条）地域の魅力について▶
講師＝県立東温高校・桑名洋一先生
50人
風早活性化協議会事務局（坂の上
の雲まちづくりチーム内）☎948-
6991・ 934-1821

親子でトライ～育て！リケジョの卵たち～
８月18日㈯10時30分～12時
コムズ（三番町六丁目）３階調理室
愛媛大学理系女子学生グループ

「サイエンスひめこ」を講師に万華
鏡を作り、光の性質を学ぶ
※はさみを各自用意
小学１～４年生の女子児童およ

びその保護者。25組（抽選）
子ども１人につき300円（材料費）
８月４日㈯（必着）。電話・は

がき・ファクス・ｅメール。住所、
参加者全員の氏名・学年、電話番号
を〒790-0003三番町六丁目４-20
市男女共同参画推進センター事業
係☎943-5777・ 943-0460・
event@coms.or.jpへ
※託児あり。１歳～就学前。定員５
人。１人につき200円。申し込み時
に子どもの名前、年齢、性別を明記

給食施設のための栄養講習会
８月２日㈭13時30分～16時30分
市保健所（萱町六丁目）
給食施設の衛生管理・栄養管理の
基本を学ぶ
市内の給食施設管理者および給食

業務に携わる人（栄養士、調理師など）
80人（先着順）
７月27日㈮まで。電話・ファクス・

eメールで健康づくり推進課☎911-
1859・ 925-0230・ shokuiku@
city.matsuyama.ehime.jpへ

親子でタコの干し物づくり
８月18日㈯10時～13時30分
水産市場（三津ふ頭）２階調理室
親子でタコの干し物づくりとタコ
飯を調理
後日、干しタコを取りに来ること
ができる市内の小学生とその保護者

15組（抽選）。１組500円と子
ども１人につきタコ一匹200円

７月17日㈫～８月６日㈪（必
着）までに、電話・はがき・ファク

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

◇松戸（ＧⅢ）　場外
　……………………８月２日㈭～５日㈰
◇小松島（ＦⅠ）　場外
　……………………８月６日㈪～８日㈬
◇四日市　西日本カップ（ＦⅠ）　場外
　……………８月９日㈭～11日（土・祝）
◇川崎（ＧⅢ）ナイター〈ガールズ含む〉　場外
　……………………８月９日㈭～12日㈰
◇豊橋　ジャパンカップ（ＦⅠ）　場外
　……………………８月12日㈰～14日㈫

◇いわき平  オールスター（ＧⅠ）　場外
　……………………８月15日㈬～19日㈰
◇久留米（ＦⅠ）　場外
　……………………８月20日㈪～22日㈬
◇岸和田（ＦⅠ）〈ガールズ含む〉　場外
　……………………８月22日㈬～24日㈮
◇小田原（ＧⅢ）　場外
　……………………８月25日㈯～28日㈫
◇富山（ＧⅢ）　場外
　………………８月30日㈭～９月２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♯

　

中島支所 997-1840・997-1841 997-1585詳細はこちらから 里島めぐり 検索
◆その他イベント、体験メニューも実施中◆

里
り

島
と う

め ぐ り
◆暑い夏がやってくる！
　第12回中島ビーチサッカー大会
８月18日㈯９時～
姫ヶ浜海水浴場（長師）
ビーチサッカー大会
16チーム（１チーム５人以上。定員

に達し次第受け付け終了）
１万５,000円（保険含む）
スポーツアイランドフェスタ中島実行

委員会フェイスブックページhttps://www.
facebook.com/sifnakajimasince2007
（山本）☎090-5711-9780へ

◆夏を満喫
　「バナナボート・チューブ体験」
９月まで（予定）
馬磯海岸（門田町）、相子ヶ浜海水浴場（泊町）
興居島の夏のマリンスポーツの定番、

バナナボート・チューブの体験
１人から（要相談）
１人１回（10分程度）２,000円

※天候の都合により中止の場合あり。詳
細は申し込み時に相談
KBホーミーズ（小林）☎090-9458-0487

（21時まで）へ

帰りの
フェリー代は

無料！

https://www.facebook.com/sifnakajimasince2007
https://www.facebook.com/sifnakajimasince2007
mailto:shokuiku@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:shokuiku@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:kychiiki@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:kychiiki@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:event@coms.or.jp
mailto:event@coms.or.jp
mailto:s-kaitou@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:s-kaitou@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:kychiiki@city.matsuyama.ehime.jp
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地域健診（がん検診・健康診査）
日程（８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　　　●
１㈬◇
８㈬
22㈬
29㈬◇

県総合
保健協会
☎0120-
636-489

荏原公民館 ３㈮▲

まつやま R
り

e・再
サイクル

来館
（愛称：りっくる）
※ 乳がん検診は午
前中も受け付け

７㈫▲

桑原分館 ９㈭▲　

北条コミュニティセンター● 27㈪

西垣生東集会所
※ 乳がん検診は午
前中も受け付け

31㈮▲

JAえひめ中央釣島集荷場＊
（済生丸と同時実施）

実施予定
☆□

県厚生連健診
センター
☎0120-
352-080

県厚生連健診センター● ５㈰
19㈰

保健センター南部分室● ６㈪
20㈪

JA松山市余土支所 ８㈬☆

JAえひめ中央北条中央支所 ９㈭☆

☆＝子宮頸
けい

がんなし　□＝乳がんなし
●＝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
◇＝レディースデイ（託児サービスあり）　
※  全会場、胃・肺・大腸・前立腺がん検診あり（乳
がん・子宮頸がん検診は会場によって異なる）
＊ JAえひめ中央釣島集荷場の健診日と受け付け
時間は、潮位による決定後に回覧および放送
でお知らせします

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年度に受
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（８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

精神保健相談
①精神障がい者家族相談
８月15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

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持つ人
＜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
毎週月曜日（祝日は除く）11～13

時▶夜間相談＝８月20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（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

夏休み中に麻しん風しん
定期予防接種を受けましょう
本市に住民登録のある①１歳児

（１期）②平成24年４月２日～平成
25年４月１日生まれ（２期）▶接種
期間＝①満２歳になる前日まで②平
成31年３月31日まで

電話で委託医療機関（市ホーム
ページを確認）へ
※母子健康手帳と予診票・接種券を
持って医療機関へ
保健予防課☎911-1858・ 923-

6062

元気歯
は

つらつコンクール
次の条件を全て満たす人▶平成30

年４月１日現在、満80歳以上▶自分
自身の機能する歯が20本以上ある▶
表彰式に参加できる健康状態である
▶同コンクールの受賞経験がない

８月24日㈮までに電話で健康
づくり推進課☎911-1868・ 925-
0230へ

8
はちまるにいまる

020すこやか歯科健診
９月10日㈪＝市保健センター

南部分室（古川北三丁目）、９月19
日㈬＝市保健所（萱町六丁目）。いず
れも９時～10時30分
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

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☎911-
1868・ 925-0230へ

ヘルスボランティア養成研修会
下表のとおり。いずれも13時

30分～15時30分
日程 内　容 講師（敬称略）

８月22日
㈬

開講式
『生涯を通じた健康づく
り・松山市健康増進計
画「健康ぞなもし松山」
について』

市保健所長

座談会

８月31日
㈮

『バランスのとれた食事
をしよう』 市栄養士

『まつイチ体操で運動不
足を解消しよう!』 市理学療法士

『こころの健康～ゲート
キーパーについて』 市保健師

９月７日
㈮

市民公開講座
『超高齢社会に向けての
診断と予防～治療につ
いて』
『生活習慣病の予防と運
動負荷の大切さ‼』

済生会松山病院
副院長
渡辺  浩毅
済生会松山病院
理学療法士
山本  拓也

９月13日
㈭

『歯の健康について』 市歯科衛生士
『たばこ・アルコールの
取り組み』 市保健師

グループワーク
修了式

市保健所（萱町六丁目）
市内在住の18歳以上の人
30人程度（先着順）
８月10日㈮までに電話・ファクス

で健康づくり推進課☎911-1859・
925-0230へ

出前講座「くすりと健康」
　「健康」は何よりも大切です。健康
づくりの重要性や、私たちの暮らし
の中で身近な薬のこと、守らなけれ
ばならないルールなどについて、出
張説明会を行っています。
※詳細はお問い合わせください

医事薬事課☎911‒1805・ 923‒
6618

熱中症に注意しましょう
　梅雨が明けると日中だけでなく、
夜間も暑い日が続きます。体も暑さ
に慣れていないため、屋外はもちろ
ん室内での熱中症にも注意が必要で
す。
■熱中症予防のポイント
①暑さを避ける＝通気性・吸湿性・
速乾性のある衣服を着用する▶室内
では扇風機やエアコンで温度を調節
▶外出時は日傘や帽子を着用し、日
陰の利用やこまめな休憩をとる
②こまめに水分を補給する＝室内や
外出時、のどの渇きを感じなくても、

こまめに水分・塩分、経口補水液な
どを補給する
■熱中症の症状
　めまい、立ちくらみ、手足のしび
れ、筋肉のこむら返り、気分が悪い、
頭痛、吐き気、嘔

お う と

吐、倦
け ん た い

怠感、虚脱
感、いつもと様子が違う
　【重症になると】返事がおかしい、
意識消失、けいれん、からだが熱い
健康づくり推進課☎911-1817・
925-0230

蚊に刺されないよう注意
　蚊はヒトを刺して吸血すると同時
に、デング熱、ジカウイルス感染症
などの感染症を媒介する場合があり
ます。蚊に刺されないように注意し
ましょう。
　【蚊に刺されないために】草木のあ
る屋外では、肌を露出しない服装を
心掛け、虫よけ剤を使用▶窓や戸を
開ける際には網戸を使用▶室内の蚊
の駆除を心掛ける
保健予防課☎911-1815・ 923-

6062

相　　談

人権相談(８月)
■人権相談

10日㈮13～16時＝北条コミュ
ニティセンター▶16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
■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
23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(８月)
３日㈮13～16時＝松山三越７

階市民サービスセンター▶10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▶14日㈫
９～12時＝北条支所▶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
総務省愛媛行政監視行政相談セン
ター☎941-7701・ 934-5917

寄 付 ありがとうございます
（敬称略）

水源の森基金
　【寄付者】中予浄化槽管理協同組合
　「水源の森基金」では、善意の寄
付金を受け付けています。
水資源対策課☎948-6947・ 934-

1886

まごころ銀行
　【指定預託】えひめD

ディー

V
ブイ

被害者サ
ポートセンター
　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☎941-4122・
941-4408

福祉・保健



1001③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

おもちゃ病院

７月29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

パパ・ママのための教室

８月29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９月27日～平成
31年１月26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）

８月９日㈭・10日㈮に電話で
健康づくり推進課☎911-1814・
925-0230へ

パパ・ママ救命講習

８月25日㈯９～12時
市保健所・消防合同庁舎（萱町六
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すくすく相談、モグモグ相談(８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市保健所

月～金曜日
(祝日･休日
を除く)

３㈮、６㈪、
10㈮、17㈮、
20㈪、24㈮、
27㈪、31㈮

② 保健センター
南部分室

２㈭、６㈪、
９㈭、16㈭、
20㈪、23㈭、
27㈪、30㈭

③ 保健センター
北条分室 22㈬、28㈫

④ 保健センター
中島分室 ２㈭

すくすく相談＝身体計測・育児相
談、モグモグ相談＝離乳食・幼児食
相談（栄養士が対応。要予約）
※中島地区のモグモグ相談は中島こ
ども園で開催（予約不要）
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①健康づくり推進
課☎911-1814・ 925-0230②保健セ
ンター南部分室☎969-1001・ 969-

丁目）５階
新生児・乳幼児を対象とした心肺
蘇生法などの講習
妊産婦とその夫
10組20人程度（先着順。託児なし）
７月17日㈫～31日㈫までに電話で

(消)警防課☎926-9227・ 926-9188へ　

遺伝相談

８月７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

１歳６カ月児および
３歳児健康診査（８月）

下表のとおり▶受け付け時間
＝13時～14時30分

内容 日程 会場

１歳６カ月児
（対象：平成29年
１月生まれ）

３㈮、24㈮、
28㈫ 市保健所

７㈫、21㈫ 保健センター
南部分室

３歳児
（対象：平成27年
２月生まれ）

８㈬、29㈬、
30㈭ 市保健所

１㈬、23㈭ 保健センター
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

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
9/4㈫ 13時30分･14時･

14時20分
松山市
保健所

9/11㈫ 9時30分･10時･10時20分
市保健センター
南部分室

２回目 9/13㈭ 13時30分～14時30分
松山市
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

離乳食講座

８月24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
モンストレーション・座談会
妊婦～６か月児までの保護者
40人（先着順。託児なし）
７月20日㈮から電話で健康づ

くり推進課☎911-1859・ 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）

※中央図書館のみ夏休み中は月曜日も
開館
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

■まつやま子どもの日おはなし会
８月８日㈬11時～（45分程度）
中央・三津浜・北条・中島図書館
紙芝居・絵本の読み聞かせなど
中央図書館事務所

中央図書館
■中高生向け読書会 オーダーブッククラブ
７月22日㈰15時～（１時間程度）
テーマ「宇宙の海は俺の海！あな
たの海はどんな海？の本」を持ち寄
りベスト本を選ぶ

市内在住・在学の中・高校生（テー
マに合った本を用意）。10人程度
電話・ｅメール。氏名、学校名・学年、

電話番号を中央図書館 tosyokan@
city.matsuyama.ehime.jpへ
■夏休みビブリオバトル＠テーブル
８月９日㈭14時～（90分程度）
テーブルを囲んだミニビブリオバトル
中学生または高校生（市外も可）
10人程度
電話・ｅメール。氏名、学校名・

学年、電話番号、発表本を中央図書
館 tosyokan@city.matsuyama.

ehime.jpへ
■おひざにだっこのおはなし会
８月22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

■かみしばいおはなし会
８月25日㈯11時15分～（40分程度）
紙芝居・絵本の読み聞かせなど

北条図書館
■ばぶばぶぶぅのおはなし会
８月25日㈯11時～（20分程度）
絵本の読み聞かせ・手遊びなど

児童センター・児童館
㊡毎週月曜日（祝日の場合は次の平日）
※夏休み中は毎日開館（新玉児童館を
除く）
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
■さんさんキャンプ i

イン

n 大洲
８月23日㈭８時30分～24日㈮

15時30分
国立大洲青少年交流の家（集合・

解散＝中央児童センター）
プール遊び、ネイチャーゲーム、

スポーツクライミングなど
小学４～６年生。45人（抽選）
５,400円程度
８月７日㈫
※アレルギーの有無を記載すること
■さんさんタイム①レザークラフト
７月29日㈰14～16時
ハーモニープラザ３階多目的室１
革を使った工作（１人２つまで）

南部児童センター
■なんぶd

で

e夏まつり
８月６日㈪14～16時
遊び・食べ物の屋台
50～100円程度で販売
※浴衣・甚平で来場の子ども（先着
100人）に缶バッジプレゼント
■なんぶd

で

eシネマランド②
８月８日㈬10時30分～12時
映写機を使用した映画上映会、なん

ぶ屋台でジュース、ミニパンの販売
なんぶ屋台は50～100円程度

北条児童センター
■ボードゲームであそぼう‼
８月８日㈬10～12時
小学生以上。20人程度（幼児

は保護者同伴で参加可）
７月23日㈪９時～参加券配布
■夏休みスペシャル
８月８日㈬13時30分～15時30分
食べ物ブース・ミニ泡フェス（２回）
ミニ泡フェスは各回50人
食べ物ブースは１個50～100円
ミニ泡フェスは７月23日㈪９時

～参加券配布

新玉児童館
■A

ア イ ボ

IVO君と科学実験をしよう！

８月19日㈰14～16時　　
作ってみよう！スーパーボール、ペッ

トボトル空気砲で的当てゲームなど
小学生。30人。50円

８月３日㈮

味生児童館
■ママカフェ
８月17日㈮10～11時
かき氷、飲み物などの販売
幼児とその保護者
全メニュー50円

久米児童館
■くめじ杯ドッジボール大会②
８月８日㈬14時～15時30分
小学生
※参加者にはジュース１杯配布

久枝児童館
■夏まつり－2018－
７月29日㈰11～14時
みどりチアーズによるパフォーマ
ンス、飲食物や遊びの屋台など
屋台販売は有料

畑寺児童館
■元気ッズタイム「ドミノであそぼう♪」
８月８日㈬14～16時
小学生以上（幼児は保護者同伴で
参加可）
〈申し込み方法〉
　各締め切り日（必着）までに、往
復はがき、ファクス。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

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