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おしらせ
本庁 ☎24 - 1111
吉田支所 ☎52 - 1111
三間支所 ☎58 - 3311
津島支所 ☎32 - 2721
宇和海支所 ☎62 - 0311
※ 詳しくは、各ホームページをご覧いただく
かお問い合わせください。

自衛官募集

▼  ①自衛官候補生②一般曹候補生③航空学生
【試　験】①８月31日㈯、９月24日㈫、10月１
日㈫～３日㈭のうち１日②９月20日㈮～ 22日
㈰のうち１日③９月16日㈪㈷ 
【試験会場】①陸上自衛隊松山駐屯地（松山市
南梅本町）②９月20日㈮・22日㈰ ゴールドビ
ル味酒（松山市味酒町）、９月21日㈯ 市役所
③松山青少年センター（松山市築山町）
【申込・問合先】７月１日㈪～９月
６日㈮の間に自衛隊宇和島地域事務
所☎23 ｰ 5431

市病院局職員募集

■正規職員

▼  ①薬剤師５人②管理栄養士１人③臨床検査技
師２人④視能訓練士１人⑤診療放射線技師１
人⑥行政事務１人⑦介護員１人⑧看護師・助
産師30人程度⑨吉田・津島病院 看護師・准
看護師６人⑩老健施設 看護師・准看護師１人

■嘱託職員

▼⑪調理員４人

■臨時職員

 ▼  ⑫看護師10人程度⑬メディカルスタッフ５人
程度⑭労務員（食養科）２人

【１次試験】

①～⑩８月17日㈯・18日㈰⑪～⑭随時
【試験会場】市立宇和島病院

【採用年月日（予定）】
①～⑩令和２年４月１日⑪～⑭随時
【受　付】（執務時間中必着）①～⑩７月31日㈬まで
⑪～⑭随時
【提出・問合先】市立宇和島病院総務管理課

☎25 ｰ 1111内線21092

市職員募集

▼  正規職員：（中級・社会人経験者）①保育士２人
程度、（初級・社会人経験者）②行政事務 若干名

▼  臨時職員：③保育士10人程度
【採用予定】①②令和２年４月１日③随時
【受　付】①②８月１日㈭～ 23日㈮③随時
【提出・問合先】①②総務課人事係☎内線2430、
③福祉課☎内線2139

一緒に
働きませんか？働きませんか？
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東京2020オリンピック聖火リレー
宇和島市聖火ランナー募集

【と　き】令和２年４月22日㈬・23日㈭（市内：
４月23日㈭）
【ところ】県内（市内出発地：伊達博物館前、
市内到着地：きさいや広場）
※ 東京オリンピック・パラリンピック競技大
会組織委員会との調整で変更となる場合が
あります。

【公募人数】３人（結果については12月以降、
当選者に通知）
【申　込】７月１日㈪～８月31日㈯の間に、応
募用紙（文化・スポーツ課または各支所で配布
または市ホームページからダウンロード）に必
要事項を記入し、郵送またはEメール、持参に
より提出してください。
【申込・問合先】〒798 - 8601 宇和島市曙町１
番地 文化・スポーツ課☎49 - 7033
  tokyo2020@city.uwajima.lg.jp
または各支所教育係

「パール王子コンテスト」出場者募集

【審査内容】30秒程度の自己ＰＲ、質疑応答
【対　象】

▼   18歳以上で市内に住むか、市出身の男性

▼  10月12日㈯開催の「Beppinまつり2019」に参
加可能な人

▼  土日・祝日に開催されるイベントなどに参加
可能な人（すべてを強要するものではありま
せん）

【申　込】８月31日㈯（当日消印有効）までに
応募用紙に必要事項を記入し、全身および上
半身の写真を貼付し、郵送またはＥメールに
より提出してください。
※ 応募用紙は、市ホームページに掲載してい
ます。

【申込・問合先】〒798 - 8601 宇和島市曙町
１番地 まちづくりBeppin塾事務局（商工観光
課内）☎内線2752  shoko2@city.
uwajima.lg.jp

晦巌日記学習塾受講生募集 

【と　き】毎月第１・３土曜日 午前10時30分～
正午
【ところ】中央公民館
【内　容】市指定文化財「晦巌日記」
の講読会
【申込・問合先】文化・スポーツ

課☎内線2731

カフェまんまる「ひおうぎ貝の貝絵教室」

【と　き】７月９日㈫ 午前10時～正午
【ところ】袋町商店街「やつしかふぇ」
【内　容】認知症の人とその家族、地域の人た
ちが交流しながら、ひおうぎ貝に絵付けし飾
り物を作ります（材料費は受講者負担）。
【問合先】高齢者福祉課地域包括支援センター

☎内線3107

祝日などによる資源物回収日の振替

■古紙・缶・乾電池

▼  ７月１日㈪：新田町１丁目、竹園団地、中
沢町１丁目、並松１丁目、並松（並松２、中
沢２）、丸之内５丁目、山際１丁目、和霊町
西通２区

▼  ７月29日㈪：夏目ヶ市、夏目町２丁目、桝
形町１丁目、遊子校区、城西クラブ

■古紙・乾電池

▼  ７月１日㈪：新田町４丁目、寄松上・下、
和霊中町２丁目

＜共　通＞

【問合先】生活環境課内線2211・2234

■蛍光管・廃乾電池

▼  ７月17日㈬：三間地区
【問合先】三間支所福祉環境係☎内線5715
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三間支所 ☎58 - 3311
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狩猟免許試験・講習会・免許更新講習

【狩猟免許の取得にかかる補助事業】わな猟・
第１種銃猟免許の取得費用を補助します。詳
しくは、お問い合わせください。
【問合先】農林課☎内線2816

種　別 と　き ところ 申　込 問合先

狩猟免

許事前

講習会

７/21㈰ 
９：30～

県歴史文化

博物館（西予

市宇和町）

７/11㈭
（先着順）村 上 銃

砲 火 薬

店☎22 -
1078７/28㈰ 

９：30～

県生活文化

センター（松

山市持田町）

７/18㈭
（先着順）

狩猟免

許試験

８/６㈫ 
９：00～

南予地方局

７/23㈫

南 予 地

方 局 森

林 林 業

課☎22 -
3163

９/１㈰ 
９：00～

８/19㈪

狩猟免

許更新

講習及

び適性

試験

８/１㈭ 
９：00～

７/18㈭

９/８㈰ 
９：00～

８/23㈮

吉田町ふれあい運動公園ガーデンプール利用再開

　平成30年７月豪雨により利用を中止してい
たガーデンプールの利用を再開します。
【と　き】７月20日㈯～８月31日㈯ 午前10時
～午後６時
【ところ】吉田町ふれあい運動公園
【問合先】吉田町ふれあい運動公園☎52 - 4155

夏休み自由研究教室  ＜無料＞

【と　き】７月20日㈯ 午後２時～４時
【ところ】市役所 地下会議室
【内　容】家庭ではじめるダンボールコンポスト
【対　象】市内に住む小・中学生とその保護者
【定　員】25組50人（先着順）
【申込・問合先】７月１日㈪～ 12日㈮の間に
生活環境課環境政策係☎49 - 7014

海上自衛隊多用途支援艦「げんかい」

【と　き】７月21日㈰・22日㈪ 午前９時～ 11時、
午後１時～４時
【ところ】宇和島港 坂下津岸壁
【内　容】艦内見学、自衛隊ブース出展、陸上
自衛隊車両展示
※ 日没後、午後10時まで電灯艦飾を行います。
【問合先】宇和島商工会議所☎22 - 5555

社会を明るくする運動

　犯罪や非行防止と、罪を犯した人たちの更
生について理解を深めるための運動です。

■「社明」パレード
【と　き】７月１日㈪ 午後１時30分～
【ところ】きさいやロード
【内　容】保護司会、更生保護女性会、ＢＢＳ
会、済美保育園園児鼓隊などによるパレード

■「社会を明るくする運動」宇和島市推進大会
【と　き】７月20日㈯ 午後１時30分～
【ところ】総合福祉センター
【内　容】児童・生徒の
作文発表、記念講演

＜共　通＞

【問合先】宇和島地区

更生保護サポートセン

ター☎28 ｰ 9201
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水曜日

▼午後１時～（生放送）

▼午後８時～（再放送）

Pump Up Radio!!

【パーソナリティ】Ｋ＠ＴＯ（西蔭 徹）さん、
ＹＵＫ＠ＲＩ さん
【内　容】ダンスイベント情報が盛りだくさん
のゆるゆるトーク番組です。
【問合先】ＦＭがいや☎49 - 1769

 r-m@gaiya769.jp、http://www.gaiya769.jp/

　週末に「イベント情報」を放送中。皆さん
からの情報をお待ちしています。

宇和島美容学校オープンキャンパス ＜無料＞

【と　き】７月28日㈰ 午前10時～午後４時
【ところ】宇和島美容学校
【内　容】ヘアアレンジ・
ドレス試着・美容の仕事
体験など
【問合先】宇和島美容学校

☎22 - 2108

美沼名画座

【と　き】７月27日㈯ 午後２時～、午後７時～
【ところ】コスモスホール三間
【上映作品】ティファニーで朝食を
【年会費】新規会員2,000円、継続会員1,500円、
小学生以下500円
【問合先】コスモスホール三間☎58 - 3312

裁判員裁判体験ツアー

【と　き】８月２日㈮ 午後１時15分～４時35分
【ところ】松山地方裁判所（松山市一番町）
【内　容】実際の法廷を使った体験ツアー
【対　象】県内の小学５・６年生（申込多数の
場合は抽選）
【申　込】７月１日㈪～ 11日㈭（当日消印有効）
の間に往復ハガキの往信用裏面に郵便番号、
住所、氏名、電話番号、学校名、学年、同伴
する保護者の有無（同伴の場合は、保護者の氏
名と続柄）を、返信用表面には参加希望者の郵
便番号、住所、氏名を記入し、〒790 - 8539 
松山地方裁判所総務課「裁判員裁判体験ツ
アー」係まで郵送してください。
【申込・問合先】松山地方

裁判所総務課庶務係

☎089 - 903 - 4379

宇和島地域文化活動フォーラム ＜無料＞

【と　き】７月28日㈰ 午後１時30分～４時
【ところ】生涯学習センター（パフィオうわじ
ま内）
【内　容】講演：日本のマラソン、発祥の地は
宇和島～ 260年前に走る、八幡浜往復68キロ
も～
【問合先】文化・スポーツ課☎内線2732

クリーン新宇和島2019

【と　き】８月４日㈰ 午前７時～
【ところ】国道56号、県道57号、丸山公園など
【内　容】雑草の草刈りとごみの回収
【準備物】清掃用具
※ごみ袋と軍手は準備します。
【申込・問合先】生活環境課環境衛生係

☎内線2233
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