市民ガイド

（11）2019
（平成31）
年3月15日号

進課☎911-1868・ 925-0230へ

子 育 て
１歳６カ月児および
３歳児健康診査
（４月）
下表のとおり
内容
＝日時・期日︵時間は
時間表記︶

24

日程

会場

12㈮、
１歳６カ月児 ９ ㈫、
市保健所
（対象：平成29年 26㈮
９月生まれ）
19㈮、23㈫ 南部分室
11㈭、
17㈬、
３歳児
市保健所
（対象：平成27年 25㈭
10月生まれ）
18㈭、24㈬ 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

＝会場

親子歯みがき教室
下表のとおり
会場

＝内容

市保健所

日程

時間

4/15㈪

13時30分・14時・
14時30分・15時

5/30㈭

＝対象

９時30分・10時・
4/23㈫
10時30分・11時
南部分室
5/10㈮

＝定員
＝料金︵表記の無い場合は無料︶

歯みがきに不安のある本市に住
民登録のある４歳未満の乳幼児の保護
者。各16人（先着順）
前日までに電話で健康づくり推

親子（父母いずれか一人で治療済み
であれば可）
歯っぴーはみがき教室(２回コース）
４月１日㈪〜９日㈫までに電話
下表のとおり
で健康づくり推進課☎911-1868・
会場
日程
時間
925-0230へ
９時30分・10時・ ※６月上旬に表彰式を実施予定。入
4/10㈬
10時20分
賞者は氏名などを公表
市保健所

１回目

5/9㈭
南部分室 4/19㈮

北条分室 5/28㈫
4/22㈪
市保健所
5/22㈬
２回目
南部分室 5/17㈮
北条分室 5/28㈫

13時30分・14時・
14時20分
９時30分・10時・
10時20分
13時30分
13時30分〜14時30分
９時30分〜10時30分
９時30分〜10時30分
13時30分〜14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および
２回目はフッ化物塗布を実施
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40
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13日㈯13時〜14時30分
市保健所（萱町六丁目）
平成30年度３歳児歯科健康診査
を受診した幼児とその親で、むし歯
がなく、歯の健康に気を付けている

絵本の読み聞かせ・手遊びなど
乳幼児とその保護者
㊡毎週月曜日（祝日を除く）、月末日（月・ ■子どもおはなし会・映画会
土・日曜・祝日の場合はその前日の平日）
４月13日㈯▶おはなし会＝14時
館名
住 所
連絡先
〜▶映画会＝14時30分〜
943-8008
〒790-0012
幼児〜小学生
中央

市立図書館

三津浜

＝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

北条
中島

湊町七丁目5

933-9968

〒791-8062
住吉二丁目4-12

951-2516
951-5223

〒799-2436
河野別府941

993-2281
993-0460

〒791-4501
中島大浦2962

997-1181
997-0329

※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

中央図書館
■かみしばいおはなし会
３月23日㈯、４月13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
３ 月27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

＝ｅ メール

三津浜図書館

＝ホームページ

■ママといっしょのおはなし会
４月18日㈭11時〜（30分程度）
絵本の読み聞かせなど
乳幼児とその保護者

北条図書館
■ばぶばぶぶぅのおはなし会
３月23日㈯11時〜（20分程度）

児童センター・児童館
（祝日の場合は次の平日）
㊡毎週月曜日
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

〒791-8017
久枝
西長戸町638-1

922-3800
924-1888

児童に関する手当などの申請を
■児童扶養手当
児 童 １ 人 の 場 合 ＝1万120円 〜
４万２,910円▶児童２人の場合＝２
人 目5,070円 〜1万140円 加 算 ▶ 児
童３人目以降＝3,040円〜6,080円
加算（いずれも平成31年４月以降の
手当月額。申請者の所得により算定）
※2019年11月から支払回数が変わ
ります（年３回→年６回〈奇数月〉）
次のいずれかに該当する18歳到
達の年度末まで（一定程度の障害の
状態にある場合は20歳未満）の児
童（施設に入所している人は除く）
を養育している母(父)または養育者
▶父母が婚姻を解消した▶父(母)が
死亡した▶父(母)が一定程度の障害
の状態にある▶父(母)が１年以上
の拘禁・遺棄・生死不明▶父(母)が
DV(ドメスティックバイオレンス）
防止法の規定による保護命令を受け
た▶母が婚姻によらないで懐胎した

南部児童センター
■なんぶde冒険迷路〜トレジャー
ハンター！ピース探しの旅〜
３ 月23日 ㈯10時 〜11時45分、
13時30分〜16時▶３月24日㈰10
時〜11時45分
なんぶ屋台同時開催（ジュース
50円、パン100円。売り切れ次第
終了）
子どもとその保護者(幼児は保護者同伴）
各回開始10分前に整理券を配布
■おはなし広場ぶー・ふー・うー
３月22日㈮10時30分〜11時
ボランティアによるおはなし会
幼児とその保護者
■なんぶdeバースデイ
３月29日㈮11時〜11時30分
３月生まれのお友だちのお祝い
幼児とその保護者

北条児童センター

■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
事故により死亡または重度の障害の状
態となった義務教育終了前および高校
在学中の児童を養育している人
■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、就学激励金とし
て年額１万５,000円を別途支給）
生計を維持している父(母)が災害
や事故により死亡または重度の障害
の状態となった義務教育終了前の児
童を養育している人
〈共通事項〉
子 育 て 支 援 課 ☎948-6845・
934-1814

子ども総合相談センター講座
■ドクターとゆっくり話そう育児健康塾
４月８日㈪14時〜15時30分
市保健所・消防合同庁舎（萱町六
丁目）２階
子どもの褒め方・叱り方
市内在住の子育て中の保護者
30人（抽選）
３月15日㈮〜28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）

味生児童館
■つみきであそぼう
３月23日㈯14時〜15時30分
積み木を使った遊び
子どもとその保護者

久米児童館
■くめじ杯ドッジボール大会
４月20日㈯14〜15時
ドッジボール大会
小学生（タオル、飲み物を用意）

久枝児童館
■みんなでバースデー
３月29日㈮11〜12時
３月生まれの来館者らのバース
デーパーティー（写真・手形メダル
のプレゼントあり）
幼児と保護者

畑寺児童館

■せんたくバサミちゃれんじ
■ウェルカムパーティー
３月23日㈯・24日㈰。いずれも
４月24日㈬11時〜12時30分
905-9614
〒790-0913
畑寺
親子体操や交流会
10〜12時
905-9172
畑寺四丁目8-5
せんたくバサミを使った作品作り
①平成29年度以降本市に転入し
子どもとその保護者
た幼児とその保護者②市内在住（３
中央児童センター
※幼児は保護者同伴で参加可
年以上）の幼児とその保護者
■からだであそぼう
各15組程度（先着）
■だがしや じょうじ
４月２日㈫・16日㈫。いずれも
３月23日㈯、４月13日㈯。いず
３月15日㈮から参加券を配布
10時30分〜11時30分
れも14〜15時
〈申し込み方法〉
アスレチック遊び、体操など
10円駄菓子の販売
締め切り日(必着)までに、往復は
幼児とその保護者
がき・ファクスで住所、参加者全員
新玉児童館
■みんなであそび隊「ドッジボール」
の氏名(ふりがな）、性別、学校名・
４ 月20日 ㈯15時30分 〜16時 ■親子であそび隊「ベビママデー」 学年、電話番号、保護者氏名を各児
４月９日㈫10〜11時
(小学1〜3年生）、16時〜16時30
童館「○○係」へ。また、各館のホー
座談会、ふれあい遊びなど
分(小学4〜6年生）
ムページの「申し込みフォーム」か
小学生
０歳児とその保護者
らも応募可

市民ガイド

2019
（平成31）年3月15日号（10）

〈共通事項〉
■外国人のための人権相談
市保健所（萱町六丁目）
25日 ㈭13時30分 〜15時30分
有毒な植物の中には、食用の植
電話で保健予防課☎911-1816・ ＝県国際交流センター（道後一万）
923-6062へ
物と見分けのつきづらいものがあ
松 山 地 方 法 務 局 932‑0888・
エイズ相談
932‑5798
り、死亡事故も発生しています。 ※要予約。①は前日まで
４月15・22日。いずれも月曜日 食用であると確実に判別できない
行政相談(４月)
11〜13時▶夜間相談＝４月15日㈪ 野草は、絶対に「採らない！」
「食
５日㈮13〜16時＝松山三越７
18時〜19時30分
べない！」
「売らない！」
「人にあげ
エイズの相談、HIV抗体検査、梅 ない！」を守り、食中毒を防ぎま
階市民サービスセンター▶９日㈫９
①弁護士②司法書士③登記・ 〜12時＝北条支所▶12日㈮13〜16
毒検査、肝炎ウイルス検査（B型・C型） しょう。
境界無料相談
※結果は１週間後（祝日の場合は２
生活衛生課☎911-1808・ 923時＝フジグラン松山別棟２階市民
毎月①第１〜４水曜日②第１・３ サービスセンター▶19日㈮13〜16
週間後）に判明（無料・匿名）
6627
電 話・eメール で 保 健 予 防 課 ☎
木曜日③第２・４木曜日。いずれも 時＝いよてつ髙島屋南館２階市民
精神保健相談
13時30分〜16時（相談時間は30分 サービスセンター
911-1815・ 923-6062（要予約）へ
※eメールでの申し込み方法の詳細 ①精神障がい者家族相談
総務省愛媛行政監視行政相談セン
以内。年１回）
４月17日㈬13〜15時
弁護士など専門家による相談
は市ホームページを確認
ター☎941-7701・ 934-5917
市保健所（萱町六丁目）
市内在住の人
てくるん介護・健康相談
ありがとうございます
同じ立場の家族相談員が、家族の
①相談前週の水曜日から②③２
（敬称略）
３月26日㈫11時30分〜13時30分 相談に応じる
週間前から。電話で市民相談課（市役所本
てくるん（大街道一丁目）
市内在住の精神障がい者をもつ家族 館１階）☎948-6211・ 934-1768へ
まごころ銀行
介護・健康についての相談に福祉・ ②心の健康相談
人権相談(４月)
【指定預託】田中繁男、兵頭久美子
毎 週 火 曜 日 ９ 時30分〜11時30
医療の専門職が応じる
市まちなか子育て・市民交流セン 分、 毎 週 木 曜 日13時30分〜15時 ■人権相談
まごころ銀行では、皆さんからの
30分（祝日は除く）
12日 ㈮13〜16時 ＝ 北 条 コ ミ ュ ニ 善意の寄付金を受け付けています。
ター「てくるん」☎・ 9045728・ https://www.
保健師らが１時間程度相談に応じる ティセンター▶18日㈭13〜16時＝いよて
市社会福祉協議会☎941-4122・
tekurun-matsuyama.com/
市内在住の心の不安や悩みを持つ人 つ髙島屋南館２階市民サービスセンター
941-4408

山菜採りでの食中毒に注意

福祉・保健

相

談

寄付

リ

サイ クル

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

rikkuru@cnc.e-catv.ne.jp

日程
定員
（抽選）

日時・内容

時間 対象

料金
平成31年
４月６日㈯10時〜①持ち込み可能な家具修理②自転車パンク修理③網
市 内 在 住 ま た は市保健所
通 勤・ ①③実費
各３人 ９時〜
２月６日㈬
戸張り替え
通学している人
②1カ所100円
10時15分
３月28日㈭12時30分〜17時(12時20分りっくる集合）
。南クリーン２月25日㈪
小学生以上南部分室

①〜③各種修理

④ごみウォッチングツアー センターと横谷埋立センター(最終処分場)の見学

20人程度

⑤廃材で作るストラップ
４月21日㈰10〜15時。廃材で動物のストラップと花のブローチを作る
＆ブローチ
サイクル

らくらく

Re・再来館

（りっくる）●

楽楽リサイクル講座 ４月

抽選 各講座の材料費は無料〜600円程度
日
市内在住または通勤･通学している人
3月25日 4
㈪(消印有効)。来館での申し込みまたは、はがき・ 6
ファクス・ｅメール(電話での申し込み不可)。住所、
7
氏名、電話番号、ファクス番号、講座日、講座
11
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. 12
e-catv.ne.jpへ
14
◎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 15
全員の氏名を記入しての応募可）。結果は３月28
17
日㈭以降に連絡します
「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）

５人

無料

（親子歓迎）

※貸切バスで移動

リ

会場

18歳以上
（電動糸のこ経験者）

500円

★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 ※織り経験者が対象

曜 時間
講座名
木 午前 納豆やヨーグルトなどで作る浄化液(えひめAI）
土 午前 リサイクル葉書に描く絵手紙

定員
15人
★ 20人

日 午前 夏に備えてゴキブリ退治団子作り

20人

木 終日 やさしい金つぎ（陶器の修理）

日 曜 時間
講座名
定員
18 木 午後 不用の着物地を使った変りベスト(前編） ◎ 5人

19 金 午前 不用の布を裂いて編む健康ぞうり

17人

20 土 午前 余り粘土で焼き物の初歩｢湯のみ」

★ 10人

7人

21 日 午前 やさしい包丁とぎのコツ

12人

金 午前 ハーブのある暮らし｢ハーブとアロマで手作り石けん」

12人

22 月 午前 古新聞で作るエコバッグ

10人

圧力鍋で作る省エネ料理｢キャロットスープ他」

10人

24 水 午前 古ハンカチで作る裂織の花びん敷

日 午前

端材の銅板で作る七宝焼のアクセサリー ★ 12人

月 終日 高機(足踏み式)で作る裂織
水

※ 1人

午前 国産小麦粉を使ってエコパン作り｢桜餅あんパン」
午後 廃材で作る糸のこ工作「端午の節句」

18 木 午前

詳細はホームページで

【 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♯

①〜③3月25日㈪（消印有効）
④3月23日㈯(必着)⑤4月10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、
学年、電話番号、イベント名
（①は修理内容も）をまつやま
Re・再来館へ

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
●

12人
5人

エコクッキング

16人

生ゴミのリサイクル（ボカシ作り）

15人

25 木

松山けいりん

午前 米ぬか入り廃油石けん

10人

26 金 午前 流木を使って花入れ

15人

27 土 午前 やさしい折紙教室｢五月飾り(かぶと他)」 ★ 15人
28 日 午前 端革で作る「スニーカーのストラップ」

帰りのフェリー代は

12人

無料！

検索

◆松山（ＦⅡ） ミッドナイト
…………………………18日㈭〜20日㈯
◇広島（ＦⅠ） 場外
……………………………………21日㈰
◇西武園（ＦⅠ） 場外
…………………………22日㈪〜24日㈬
◇伊東温泉 国トラ（ＧⅢ） 場外
…………………………25日㈭〜28日㈰
◆松山（ＦⅡ） ミッドナイト
…………………………28日㈰〜30日㈫
◇小松島（ＦⅠ） 場外
…………………………………29日（月・祝）
◇松戸 日本選手権（ＧⅠ） 場外
……………30日（火・休）〜５月５日（日・祝）
※松山（FⅡ）ミッドナイトは電話・インターネット投
票のみの発売（松山競輪場内への入場はできません）

競輪事務所 ☎965-4300・

6人

午後 不用の着物地を使った変りベスト(後編） ◎

里島めぐり
◇武雄（ＧⅢ） 場外
……………………４月４日㈭〜７日㈰
♦松山（ＦⅠ） ナイター〈ガールズ含む〉
…………………………４日㈭〜６日㈯
◇防府（ＦⅠ） 場外
……………………………８日㈪〜10日㈬
◇高知（ＧⅢ） 場外
…………………………11日㈭〜14日㈰
◇前橋（ＦⅠ） 場外
※二番町前売センターのみ発売
…………………………15日㈪〜17日㈬
◇川崎（ＧⅢ） ナイター 場外
…………………………18日㈭〜21日㈰

申し込み

965-4000

◆自己を見つめ直す座禅体験
通年（※参加者と住職の都合を合わせて日程を設定）
津和地島
島内にある洞源寺で座禅体験。住職のお話しを聞いて今の自分を見つめ直し
ませんか？
４人〜（応相談）
１人1,800円（昼食付き。要予約）。宿泊（１泊２食付き）する場合は、
別途１人7,500円（税別）が必要
※詳細は亀川旅館 http://kamekawa-ryokan.comを確認
亀川旅館（亀川）☎999-0922

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

詳細はこちらから
里島めぐり 検索
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4,500円（３回分の材料費・資料
代含む）
４月２日㈫(必着)。はがきまたは
ファクスで、参加者全員の住所、氏
まつやま子ども育成会議委員
知っておきたい就活豆知識
名、年齢、電話番号を〒790-0814
セミナー「事務職編」
職務内容＝子ども（０〜18歳未
味酒町二丁目６-７庚申庵史跡庭園
４月15日㈪・22日㈪。いずれも 「煎茶教室」係へ
満）を育成するための施策を総合的
庚申庵史跡庭園☎915-2204・
に推進するための協議など（年３回 10〜13時
未・来Jobまつやま（湊町三丁目）
932-0120
程度）▶任期＝７月１日〜2021年
２日間で履歴書作成と面接マナー
６ 月30日 の ２ 年 間 ▶ 報 酬 ＝ 日 額
を習得▶15日＝履歴書の書き方や
８,300円
市内在住または通勤・通学する 面接時の身だしなみ、事務職に必要
18歳以上で、子どもの健全育成に なスキルを学ぶ▶22日＝履歴書の
てくるん７周年記念イベント
関心がある人（他の審議会委員、行 添削とカメラマンによる写真撮影
女性求職者。９人
３月24日㈰10時〜18時30分
政機関職員および地方公共団体の議
電話・eメール・ホームページで事
ヒーローショーやおはなし会、写
員は除く）
前予約。未・来Jobまつやま☎948- 真入りキーホルダープレゼントなど
２人程度
３月29日㈮（必着）。直接また 8035・ top@mirajob.jp・ http://
菊間瓦作りのみ有料(1,500円）
市まちなか子育て・市民交流
は、郵送・ｅメール。公募申込書（〈教〉 www.mirajob.jpへ
教育支援センター事務所、市ホーム
センター「てくるん」（大街道一丁
テニス教室~初心者向け~
ページにあり）と、小論文（「青少
目）☎・ 904-5728・ https://
４月９日〜６月18日。いずれも www.tekurun-matsuyama.com/
年健全育成について、現状の課題と
その方策」をテーマに800字程度） 火 曜 日(４ 月30日 を 除 く 全10回 ）。
二之丸史跡庭園イベント
を 〒790-0864築 山 町12-33(教)教 10〜12時
河野別府公園テニスコート
■二之丸春のよそおい展
育支援センター事務所（市青少年セ
全日本テニス協会指導員の資格を
３月21日(木・祝)〜４月７日㈰。い
ン タ ー 内 ） ☎943-3205・ 9477911 kyshien@city.matsuyama. 持つ指導者が、硬式テニスの基礎か ずれも９時〜16時30分
ら指導
二之丸史跡庭園 多聞 櫓
ehime.jpへ
※書類選考後、結果を全員に通知
一般(初心者）
押し花の展示。４月６日㈯・７日㈰
12人(先着順)
のみ、しおり作り・折り紙体験あり
北条ふるさと館 第３回
■二之丸抹茶席
※最少催行人数８人
「北条風早の四季(春）」写真コンテスト
500円（１回につき）
３ 月23日 ㈯・24日 ㈰・30日 ㈯。
北条ふるさと館
３月31日㈰（必着）。電話・ファ いずれも10時30分〜15時30分
北条の春の風景・行事・暮らしな ク ス・eメ ー ル。 住 所、 氏 名（ ふ
二之丸史跡庭園 聚楽亭
抹茶一服300円(和菓子付き)
どの北条の魅力が伝わる写真▶賞金 りがな）、電話番号を北条ふるさと
<共通事項>
＝金賞10万円(１人）、銀賞３万円 館☎993-3266・ 993-3353・
hojofurusato@atomgorup.jpへ
入園料大人200円、小人100円
(３人）、銅賞１万円(６人）
二之丸史跡庭園☎ 921-2000・ 921※応募作品は６月１日㈯〜７月15
庵と楽しむお煎茶入門体験講座(前期）
2134
日(月・祝)北条ふるさと館で展示
４月７日㈰、５月12日㈰、６月２
一般(どなたでも）
坂の上の雲ミュージアムイベント
４月30日(火・祝)(必着)。直接ま 日㈰。いずれも13〜15時
1800年に建てられた栗田樗堂の ①リレー朗読会と「さいねやほうけ」
たは郵送でA４サイズ以上のカラー
プリント(１人３点まで)を〒799- 庵で、煎茶の簡単な作法やお点前の
３月24日㈰14〜15時＝「さい
2436河野別府995北条ふるさと館 体験、庚申庵ゆかりの講話
ねやほうけ」（郷土史などに関する
５人程度（抽選）
☎993-3266・ 993-3353へ
講 演 会 ） ▶15時10分 〜16時30分
＝小説『坂の上の雲』リレー朗読会
参 加 者 募 集 ／余 土 地 区
②お伽座の語り
４月６日㈯14時〜14時30分
伊予弁による昔話、民話、伝説
③土曜コンサート
４月13日㈯・20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
３月24日㈰11時〜11時30分
坂の上の雲ミュージアム学芸員に
【 日 時 】５月 25 日㈯ 10 時 30 分〜 12 時
よる展示室での展示解説
【 会 場 】余土公民館（余戸東四丁目）２階 大会議室
①②③無料、④要観覧料
【 テーマ 】余土地区のまちづくりについて
※申し込み不要
【 対 象 】余土地区に在住または通勤・通学している人
〈共通事項〉
【参加予定人数】35 人程度
坂の上の雲ミュージアム（一番町
【申し込み】３月 29 日㈮（消印有効）
。直接または郵送・ファクス・e メールで
三丁目）☎915-2600・ 915-3600

募

＝日時・期日︵時間は
時間表記︶

24

集

講座・講演

催

し

＝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

〜市長と話そう〜

タウンミーティング

＝ｅ メール
＝ホームページ

参加申込書（タウンミーティング課〈市役所本館９階〉
、
余土公民館、
市ホームペー
ジにあり）に住所、氏名、電話番号、年齢、性別、勤務先（学校名）
、テーマに
ついての意見などを書いて、〒790-8571タウンミーティング課 town-m@
city.matsuyama.ehime.jp へ
※託児が必要な場合は、申込書にご記入ください
【お問い合わせ】タウンミーティング課 ☎ 948-6333・ 934-2336

市制施行130周年記念
第13回企画展テーマ展示「これが
̀ ̀
あ
し の空じゃ。−『坂の上の雲』に
みる俳句−」開催記念シンポジウム
３月30日㈯13時30分〜15時

坂の上の雲ミュージアム（一番町
三丁目）２階ホール
国文学者で俳人の神奈川大学名誉
教授・復本一郎さん、俳人・神野紗
希さん、フリーアナウンサー・木藤
たかおさんを招いたシンポジウム
100人（先着順。当日受け付け）
坂の上の雲ミュージアム☎9152601・ 915-3600

魚のさばき方料理教室
４月13日㈯10時〜13時30分
水産市場２階調理室（三津ふ頭）
※無料駐車場あり
タイのさばき方を基本に１匹丸ご
と調理する料理教室
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人、
または、さばくことが不慣れな人（初
めての人を優先、年度内１回限り）
20人（抽選）
500円
３月15日㈮〜30日㈯（必着）ま
でに、電話・はがき・ファクス・ｅメー
ルで「４月13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・ 9514888

歩いてみよう三庵めぐり
松山に残る、江戸・明治・昭和の
俳人ゆかりの庵と周辺を『伊予松山
三庵めぐり』ガイドマップを持って
見学します。
４月14日㈰13〜16時
集合＝坂の上の雲ミュージアム前
（一番町三丁目）
愛松亭跡〜愚陀仏庵跡〜一草庵〜
庚申庵（お茶接待あり）
※交通手段は徒歩（約３㌔㍍）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）
※市内電車代は自己負担
４月９日㈫（必着）。はがき・ファ
クスで、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」係へ
庚申庵史跡庭園☎915-2204・
932-0120

街のまんなか日曜市
３月24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

市民ガイド

お知らせ
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。
夜間納税相談窓口＝３月22日㈮・
25日㈪・26日㈫・27日㈬。いずれ
も19時まで延長▶休日納税相談窓
口＝３月23日㈯・24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
納 税 課 ☎948-6837・ 9341802

松山城太鼓門前の桜を
除去します
松山城太鼓門前の桜はこれまで
支柱を設置するなど延命保護をし
てきましたが、腐朽により空洞化
が進行し倒木の危険性があるため、
今年の桜開花時期終了後に除去し
ます。
観光・国際交流課☎948-6557・
943-9001

その他のお知らせ
不動産鑑定士㳇㳤㳧
不動産㳇関㲵㳧無料相談会
４月８日㈪10〜16時 いよてつ
髙島屋７階キャッスルルーム 価
格・賃料・売買・賃貸借・相続贈与
など、不動産に関する相談 愛媛県
不動産鑑定士協会☎941-8827・
945-1301

子㳅㳞㲠㲭㳌㳆教室受講者募集

市制施行130周年記念
公開句会「俳句一草庵」
開催のお知らせと俳句募集
一草庵リニューアル10周年、山
頭火来松80年記念事業として、県
外の著名な俳人を選者に迎え、種
田山頭火終焉の地・一草庵で公開
俳句ライブを行います。 ４月29
日(月・祝)13時〜16時30分 一草
庵（御幸一丁目）広場 募集して
いた俳句の各賞選抜を公開ライブ
※入選句は新聞に掲載、記念品あ
俳句募集＝４月10日
り 無料
㈬(必着)。はがきに１人２句まで
（未発表作に限る。有季定型、自由
律のジャンル不問）。住所、氏名、
年齢、電話番号（小・中学・高校
生 は 学 年 ） を 〒799-2651堀 江 町
1615-3NPO法 人 ま つ や ま 山 頭 火
倶楽部(太田)☎090-6882-0004・
978-5959へ

2019
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あそぼうデーイベント
「缶バッチをつくろう!」
３ 月21日(木・祝)12〜16時(当 日
受け付け）
写真をとってオリジナル缶バッ
チを作成
200人(先着順）。100円

星空観望会「冬の星を見よう」
３月23日㈯19時〜20時30分（当
日受け付け）
※雨天・曇天時は中止
天体望遠鏡を使って、月と冬の
星を観察
200円（４歳以上）
※中学生以下は保護者同伴

健康ワンポイントアドバイス
不安のない
妊娠・出産をしましょう
妊娠の可能性があった場合、月経
が予定より１〜２週間遅れた時点が
産婦人科受診の目安です。診断後、
妊娠届をもらい、「すくすく・サポー
ト（市子育て世代包括支援センター）」
で母子手帳を交付してもらいます。
母子ともに健全な妊娠分娩を終了さ
せることが妊婦健診の目的です。妊
婦健診を定期的に受けましょう。
市医師会☎915-7700・ 9157710

Toi Toi Toi×中央図書館×こども館
コラボ企画 春休み読み聞かせDAY

３ 月24日 ㈰10・11・13・14・
15時（ １ 回30分 程 度。11・14時
家庭や職場・学校などで水使用量 のみ英語）
日本語または英語での絵本・紙
を減らすための工夫などについて、
200文字程度の短文・写真・イラス 芝居の読み聞かせ
トで応募。入賞者には最高10万円
考 古 館
相当の商品券を進呈 ５月31日㈮
923-8777
925-0260
（必着）。郵便・宅配便・ファクス・e
㊡毎週月曜日（祝日を除く）
メ ー ル ・ h t t p s : / / sanitary-netannex.com/contest/で応募。 （一
古代体験教室
社)日本レストルーム工業会「節水
「ふんどう君ペンダント作り」
自慢」募集事務局☎03通年（休館日を除く）。９〜17時
5206-5493・ sessuijiman@sanitary-net.com
（入館受け付け＝16時30分まで）
弥生時代の「分銅形土製品」を
自動車税㳊納付㲨簡単 • 便利㳇
平成31年度から、自動車税（普 モデルに石こうで作ったレプリカ
通自動車等）をスマートフォン決済 に好きな色を付けてオリジナルの
ア プ リ「PayB」、「 ヤ フ ー ア プ リ 」 ふんどう君ペンダントを作る
100円
および「LINE Pay」で納付できる
ようになります。使用条件や手続き
野外活動センター
方法などのお問い合わせは、県中予
977-2400
977-2662
地方局税務管理課または県ホーム
㊡毎週月曜日(祝日にあたる場合はその翌日）
ページを確認 県中予地方局税務管
理課☎909-8752 915-0671

｢我㲨家㳊節水自慢」㳮募集㲳㳚㲵

４ 月14日 〜2020年 １ 月26日
（ 第 ２・ ４ 日 曜 日 ）。10時 〜12時
こども館・コスモシアター
30分（全18回） 青少年センター
943-8228
921-8242
（築山町） 新小学３年生〜中学
㊡毎週月曜日（祝日を除く）
３ 年 生 18人（ 先 着 順 ） １ 回
は が き、
800円 程 度（ 花 代 ）
工作教室
電話。住所、氏名、学校、年齢（学
年 ）、 電 話 番 号 を 〒790-0967拓
土・日曜・祝日。12〜16時（当
川 町 ７ -６ 池 坊 い け ば な 若 葉 会 日受け付け＝15時30分まで）
※春休み期間中は毎日
（ 毘 奈 ） ☎090-7626-1909・
921-4435へ
150〜900円（材料費）

健康の秘けつは城山にあり
−松山城登頂ウォーキング−
適度な負荷のかかる坂道でのウォー
キングは筋力アップにつながり、心臓
を強く元気にしてくれます。四季折々
の城山をウォーキングコースにして健
康づくりに取り組みませんか。
松山城山頂広場開放時間中▶４
〜10月＝５〜21時▶11〜３月＝
５時30分〜21時
※イベントなどによる変更あり
山頂広場天守前チケット売り場横
にある日付入りスタンプを城山へ登頂
ごとに押す▶100個ためると松山城登
頂100回記念証を、1000回登頂者に
は1000回記念証と記念缶バッジを交
付▶スタンプ台紙2種類（大・小）あり

タケノコ掘りまつり

①４月14日㈰・21日㈰・27日㈯、
５月３日(金・祝）。いずれも10時〜
12時30分
※小雨決行
タケノコ掘り体験とバザー（タ
ケノコ弁当など）
各200人（先着順）
小学生以上500円
３月16日㈯９時から電話で受け付け

健康づくり推進課☎911-1859・
925-0230

「北条鹿島の四季」Instagram フォトコンテスト入賞作品
「北条鹿島の四季」Instagramフォト
コンテストの入賞作品（一部）を紹介し
ます。なお、フォトコンテストは引き続
き開催中です。たくさんのご応募をお待
ちしています。
Instagramでアカウント(@hojo̲
kashima)をフォローの上、ハッシュタグ
「#北条鹿島フォトコン」を入れて北条鹿
島の写真を投稿してください
観 光・ 国 際 交 流 課 ☎948-6555・
943-9001

春 賞

夏 賞

秋 賞

市民ガイド

（7）2019
（平成31）
年3月15日号

各施設の利用制限 (4 月）

■コミュニティセンター温水プール▶16日㈫９〜18時
■アクアパレットまつやま▶７日㈰終日＝屋内プール全面▶16日㈫＝臨時休業▶27日㈯〜30日(火・休）。いずれも15〜18時=屋内50㍍プール
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）
講座・教室名

＝日時・期日︵時間は
時間表記︶

24

943-8188・

日時・内容

943-8730

定員
（抽選）

㊡毎週月曜日（祝日を除く）

対象

受講料(★=1回当たりの使用料）

4/10〜6/22。Aコース＝5/1・8を除く水曜日。13〜14時▶Bコース＝5/1・8を除く水曜日。14
時30分〜15時30分▶Cコース＝5/2・9・23を除く木曜日。10時30分〜11時30分▶Dコース＝
ストレッチ＆筋トレ 4/19、5/3を除く金曜日。13〜14時▶Eコース＝4/19、5/3を除く金曜日。14時30分〜15時30
分▶Fコース＝4/20、5/4・11を除く土曜日。9時30分〜10時30分▶Gコース＝4/20、5/4・11
を除く土曜日。11〜12時。A・B・D・Eコースは全9回、C・F・Gコースは全8回

バランスボール

各2,700円
※C・F・Gコースは
各2,400円★300円

4/9〜6/22。Aコース＝4/30を除く火曜日。9時30分〜10時20分▶Bコース＝4/30を除く火曜日。
10時30分〜11時20分▶Cコース＝5/2・9・23を除く木曜日。9時30分〜10時20分▶Dコース＝
4/20、5/4・11を除く土曜日。14時〜14時50分。全10回（C・Dコースは全８回）

各3,000円
※C・Dコースは
各2,400円★300円

シェイプアップボク
4/10・17・24、5/15・22・29、6/5・12・19。水曜日（全9回）
。12時10分〜12時50分
シングエアロビクス

2,700円★300円

らくらくエアロビクス 4/11・18・25、5/16・30、6/6・13・20。木曜日（全8回）。12時10分〜12時50分

2,400円★300円

はじめてのヨガ

4/9〜6/19▶Aコース(全10回)＝4/30を除く火曜日。14〜15時▶Ｂコース（全９回）＝5/1・
8を除く水曜日。9時30分〜10時30分

はじめての
ピラティス

4/10〜6/20。Ａコース（全9回）＝5/1・8を除く水曜日。11時〜11時50分▶Ｂコース（全8回）
＝5/2・9・23を除く木曜日。13時〜13時50分

運動に支障のない
18歳以上

各20人

Aコース＝3,000円
Bコース＝2,700円★300円
Aコース＝2,700円
Bコース＝2,400円★300円

＝会場

4/9・16・23、5/7・14・21・28、6/25、7/2・9。火曜日（全10回）▶初級Aコース＝
12〜14時▶中級Ａコース＝14〜16時
4/10・17・24、5/8・15・22・29、6/19、7/3・10。水曜日（全10回）▶中級Ｂコース
＝12〜14時▶初級Ｂコース＝14〜16時

＝内容

4/11・18・25、5/9・16・30、6/6・20・27、7/11。木曜日（全10回）▶初級Ｃコース
＝12〜14時▶中級Ｃコース＝14〜16時

＝対象

卓球教室

①ベーシックコース②レベルアップコース
◇コミセンキッズ
コーディネーション 4/9・16・23、5/7・14・28、6/4・18・25、7/2・9。火曜日（全11回）。17時〜17時50分

各4,000円
★200円

４/12・19・26、５/10・24、6/7・28、7/12。金曜日（全8回）▶中級Ｄコース＝12〜
14時▶中級Ｅコース=14〜16時

各3,200円
★200円
運動に支障のない①小学１〜
２年生②小学３〜４年生

＝定員

4/9・23、5/7・14・21・28、6/4・11・18・25、7/2。火曜日（全11回）▶①初級バタフラ
イ＆クロール②4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
4/10・17・24、5/8・15・22・29、6/5・12・19・26、7/3。水曜日（全12回）▶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

水泳教室

各15人

＝料金︵表記の無い場合は無料︶

4/11・18・25、5/16・30、6/6・13・20・27、7/4・11。木曜日（全11回）。9時30分〜10時15分

４/11・18・25、5/16・30、6/6・13・20・27、7/4・11。木曜日（全11回）▶Ａコー
アクアウォーキング
ス＝13時〜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

4/10・17・24、5/8・15・22・29、6/5・12・19・26、7/3。 水 曜 日（ 全12回 ）。11時15分
〜12時

アフターファイブ
水泳

4/10〜６/22。19時30分〜21時（全10回）
▶中級クロール＝5/1を除く水曜日▶中級バタフライ＆ク
ロール＝5/2を除く木曜日▶はじめてクロール＝5/3を除く金曜日▶初級クロール＝5/4を除く土曜日

アフターファイブ
4/11・18・25、5/9・16・23・30、6/6・13・20。木曜日（全10回）。18時45分〜19時30分
アクアエアロビクス

＝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

親子ふれあい水泳

4/13・20・27、5/11・18・25、6/1・8・15・22。土曜日（全10回）▶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 市坪西町 625-１）
講座・教室名

965-3000・

965-3100

各20人

各1,800円
★450円

各1,500円
★450円

20人

2,500円
★250円

各15組

テニス

各15人

体幹シェイプアップ

4/9・23、5/7・14・21・28、6/4・11・18・25。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

ストレッチ＆筋トレ

4/10・17・24、5/8・15・22・29、6/5・12・19。水曜日▶Ａコース＝10時〜10時50分
▶Ｂコース＝11時〜11時50分

ピラティス

4/11・18・25、5/9・16・23・30、6/6・13・20。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

◇キッズコーディ 4/12・19・26、5/10・17・24・31、6/7・14・21。金曜日▶①ベーシックコース＝17時
ネーション
〜17時50分▶②レベルアップコース＝18時〜18時50分
◇キッズジョギング 4/10・17・24、5/8・15・22・29、6/5。水曜日17時30分〜18時30分

992-2065

日時・内容

＝ｅ メール

風早元気教室

4/8・15・22、5/13・20・27、6/3・10。月曜日10時〜11時30分

はじめてのヨガ

4/9・16・23、5/7・14・21・28、6/4。火曜日10〜11時

バドミントン

4/10・17・24、5/8・15・22・29、6/5。水曜日９時30分〜11時

優しいフラダンス

4/11・18・25、5/9・16・23・30、6/6。木曜日10時〜11時30分

引き締めフィットネス

4/12・19・26、5/10・17・24・31、6/7。金曜日10時〜10時50分

運動に支障のない未就学児
(平成25年4月2日〜
平成28年4月1生まれ）
とその保護者2人1組

対象

運動に支障のない
18歳以上
各25人

各30人

運動に支障のない
小学①1〜2年生②３〜４年生

30人

運動に支障のない
小学3〜6年生

＝ホームページ

17時30分〜19時▶月曜日コース＝4/8・15・22、5/13・20・27、
6/3・10▶水曜日コース＝4/10・17・24、5/8・15・22・29、6/5

◇キッズバドミントン

4/9・16・23、5/7・14・21・28、6/4。火曜日17時30分〜19時

◇キッズスポーツアカデミー

4/12・19・26、5/10・17・24・31、6/7。金曜日17時30分〜19時

受講料

申し込み

各3,000円
※初級Ａコー ３ 月26日 ㈫（ 必
スは2,000円 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
各6,000円 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、
各5,000円 保護者の送迎が必
要
4,000円

houjou@cul-spo.or.jp

定員（抽選）

対象

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

健康な身体の軸 ( コア ) づくり 4/12・19・26、5/10・17・24・31、6/7。金曜日11時〜11時
ピラティス＆ウェーブリング 50分
◇キッズテニス

各2,000円
★400円

㊡毎週月曜日（祝日を除く）
定員
（抽選）

講座・教室名

各1,650円
★250円

各15人

日時・内容

993-1900・

運動に支障のない
18歳以上

3月29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

3,000円
★250円

初級Ａコース＝4/9・23。火曜日。11時〜12時50分▶初級Ｂコース＝4/10・17・24。水曜
日。13時〜14時50分▶初級Ｃコース＝4/11・18・25。木曜日。９時〜10時50分▶初級Ｄ
コース＝４/12・19・26。金曜日。９時〜10時50分▶中級Ａコース＝4/11・18・25。木曜
日。11時〜12時50分▶中級Ｂコース＝4/12・19・26。金曜日。11時〜12時50分

北条スポーツセンター（〒799-2408 大浦 86- 1）

各5,500円
各1,650円
★450円

初級クロール＝4/12・19・26、5/10・17・24・31、6/7・14・21・28、7/5。金曜日(全
12回）。13時〜14時30分

アクアジョギング

申し込み

受講料

申し込み

3月29日㈮(必着)。直接または、はがき・e
各4,800円 メールで住所、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

各30人
運動に支障のない小学生

各4,000円

20人

※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

