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「愛媛いのちの電話」ボランティア相談員募集

　22 ～ 68歳の人を対象に、電話を通して心の
支えとなる相談員を募集します（30人程度）。
【研修期間】10月～令和２年７月（全20回）
【ところ】生涯学習センター（パフィオうわじま）
【料　金】３万円（参考書、宿泊研修代別途必要）
【申込・問合先】９月30日㈪（必着）までに①氏
名とふりがな、郵便番号、住所、電話番号、メー
ルアドレス②養成講座受講の動機（800字程度）
を社会福祉法人愛媛いのちの電話事
務局☎089 - 958 - 2000  089 - 958

- 2014  ehime-1111@e-inochi.jp

受動喫煙対策の強化

　健康増進法の一部改正により受動喫煙対策
が強化されました。学校や児童福祉施設、病院、
診療所、行政機関の庁舎などの施設では原則
として敷地内禁煙となっています。
　受動喫煙の対策に向けて、皆さんのご理解
とご協力をお願いします。
【問合先】保険健康課☎内線2182または宇和島
保健所健康増進課☎28 - 6107

わたしとみんなの年金ポータルサイト

　厚生労働省は、年金のことをわかりやすく
伝えるため専用サイトを開設しました。
【わたしの年金】１人ひとりのライフイベント
に照らし合わせた知りたい情報が探せます
【みんなの年金】加入している年金について知
ればきっと役に立つ情報が探せます
【問合先】市民課国民年金係☎内線2133または
宇和島年金事務所☎22 - 5440

就学援助制度

　家庭の事情に応じて就学費用
の一部を援助します。年度途中
でも家庭の状況が変わった場合
には申請ができます。
※ 収入額によっては援助を受けられない場合
があります。詳しくは、ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせください。

【問合先】市内各小中

学校または教育総務
課総務係☎49 - 7030

蚊が媒介する感染症に注意

　蚊媒介感染症は、ウイルスを保有するヒト
スジシマカなどの蚊に刺されることで発症し
ます。蚊に刺されないように注意しましょう。
　また、蚊に刺されてから３～７日程度で発
熱、発疹、関節痛などの症状がみられた場合は、
医療機関を受診してください。
【ジカ熱】妊婦が感染すると胎児に小頭症など
が発生する可能性がある
【デング熱】出血を伴うデング出血熱となり重
症化することがある
【問合先】宇和島保健所健康増進課☎22 - 5211

旧優生保護法一時金受付・相談窓口

　旧優生保護法に基づき、優生手術などを受
けた人への一時金支給に関する申請受付、相
談窓口を設置しています。
【窓　口】

▼県健康増進課（松山市一番町）

▼宇和島保健所
【受　付】午前８時30分～正午、午後１時～５
時（土日・祝日、年末年始を除く）
※来所による相談の場合、事前予約が必要。
【問合先】県健康増進課☎089 - 912 - 2405  

089 - 912 - 2399  healthpro@pref.ehime.lg.jp
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放置自転車の一斉撤去

　８月の「道路ふれあい月間」にあわせて、
国道や県道、市道などの各道路管理者が放置
自転車の一斉撤去を行います。
　自転車などを路上放置したままにしている
人は自宅へ移動し、保管してください。
【問合先】（一般国道56号線）国土交通省宇和島
国道出張所☎22-3419、（一般国道320・378号線、
県道）県南予地方局建設部
管理課☎22 - 5211、（市道）
建設課☎内線2671

農業次世代人材投資事業

　次代を担う農業者となることを志す人に対
し、就農直後（５年以内）の所得を確保する資
金を交付します。
【資　金】年額150万円（共同経営：夫婦225万円）
※ 前年度所得額で変更となる場合があります。
【対　象】

▼青年等就農計画の認定を受けた人

▼ 独立・自営就農であり、就農時の年齢が50
歳未満の人など

【申込・問合先】９月13日㈮までに
農林課振興係☎内線2815・2804

資源物集団回収モデル事業　

　市では、月に１度の資源物回収を行ってい
ますが、月に２度回収する「モデル事業」を
実施します。参加を希望する資源物回収団体
（自治会など）は申し込んでください。
【対　象】市資源物集団回収認定団体
【実施期間】10月１日㈫～令和２年２月28日㈮
のうち任意の３ヵ月（応募多数の場合は抽選）
【申込・問合先】生活環境課備え付けの申請書
に必要事項を記入し、８月１日㈭～ 16日㈮（執
務時間中）の間に生活環境課環境政策係☎内線
2211

停電情報専用ダイヤル

　台風、地震などの災害により
広い範囲が停電した場合に、四
国電力の電話がつながりにくく
なる場合があります。
　停電に関する情報は、停電情報専用ダイヤ
ル☎0120 - 459 - 272または四国電力ホームペー
ジでも確認することができます。
【問合先】四国電力㈱送配電カンパニー宇和島

支社☎0120 - 410 - 675

津波避難ビルの追加指定

　津波避難ビルを新たに指定しました。すで
に指定している21施設（23棟）については、
市ホームページに掲載しています。
【対　象】認定こども園いぶき幼稚園（朝日町）
※ 津波からの避難は高台への避難が原則です。
津波避難ビルは、逃げ遅れなどにより高台
への避難が困難な
場合の活用を想定
しています。

【問合先】危機管理課

☎49 - 7006

愛媛働き方改革推進支援センター＜無料＞
　
　愛媛働き方改革推進支援センター（松山市大
手町）では、働き方改革について中小企業・小
規模事業者などが抱える課題に対応するため
個別相談などを行います。
【内　容】

▼来所または電話による個別相談

▼企業訪問による相談支援

▼各種団体などにおけるセミナーの開催

▼  商工会、会議所などにおける出張相談会
【提出・問合先】愛媛働き方改革推進支援セン

ター☎0120 - 005 - 262
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公有財産の公売（一般競争入札）　

■市有財産
【と　き】９月４日㈬ 午前10時～
【ところ】市役所 ６階入札室
【内　容】

【申込・問合先】関係書類（市ホームページか
らダウンロード）に必要事項を記入し、７月29
日㈪～８月22日㈭（執務時間中）の間に財政課
管財係☎内線2438

■病院所有財産
【と　き】９月12日㈭ 午後２時～
【ところ】市立宇和島病院 １階会議室
【内　容】

【申込・問合先】関係書類（市立宇和島病院ホー
ムページからダウンロード）に必要事項を記入
し、７月26日㈮～８月30日㈮（執務時間中）の
間に市立宇和島病院総務管理課施設用度係
☎25 - 1111内線21052

栄典受章

赤松 與一 さん
 （吉田町法花津）

▼  旭日双光章：地方
自治功労

福山 德一 さん
（ 元四国旅客鉄道㈱
宇和島駅長）

▼  瑞宝単光章：鉄道
業務功労

宮口 博孝 さん
 （吉田町南君）

▼  瑞宝単光章：消防
功労

山口 清 さん
 （保田）

▼  瑞宝単光章：警察
功労

■令和元年春の叙勲 ■第32回危険業務従事者叙勲

国土調査（地籍調査）事業に協力を

　
　土地所有者などが立ち会い、現地で地番、
所有者、地目、境界などを確認します。土地
権利の明確化による境界紛争の未然防止や公
共、災害復旧事業の計画、施工の迅速化のた
めに協力をお願いします。
※ 測量後は、県・国の認証を受けた後法務局
に登記されます（事業進捗率：全国52％、県
81％、市68％）。

【期　間】８月～ 11月
【対　象】高串、津島町下畑地の一部
【問合先】国土調査課地籍係☎内線2806・2873

広告入り封筒提供者募集

① 広告入り窓口用封筒（住民票や各種証明書な
どの持ち帰り用）：角形２号またはＡ４サイ
ズ対応封筒22,000枚、角形５号またはＡ５サ
イズ対応封筒11,000枚
② 広告入り公用封筒（市内外の文書発送などに
使用）：角形２号封筒11,000枚、長形３号封
筒17,000枚、長形３号窓付封筒9,000枚

【納入期限】①令和２年１月31日㈮②令和２年
２月28日㈮
【申込・問合先】８月16日㈮までに財政課管財
係☎内線2440

所在地 地籍（地目） 予定価格

吉田町法花津字城ヶ下

２番耕地150番17
821.00㎡
（雑種地）

非公表

吉田町西小路字西小路

６番１

493.96㎡
（宅地）

非公表

所在地 地籍（地目） 予定価格

夏目町１丁目13－10
1,072.94㎡
（宅地）

2,300万円
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指定管理者募集
▼  ①吉田観光物産センター②観光交流宿泊施設

（木屋旅館）③吉田町ふれあい運動公園④農林
水産物直売・食材提供供給施設（だんだん茶屋）

【指定期間】令和２年４月１日～令和７年３月31日
【要　項】８月１日㈭～ 30日㈮の間に各担当窓
口で配布または市ホームページに掲載します。
【問合先】①②商工観光課☎内線2704、③文化・
スポーツ課☎内線2719、④農林課☎内線2864

市病院局職員募集

▼  嘱託職員：①調理員４人

▼  臨時職員：②看護師10人程度③メディカル
スタッフ５人程度

【採用予定】随時
【受　付】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

宇和島地区広域事務組合職員募集

▼  正規職員：①事務職 若干名②介護職Ａ・Ｂ・
Ｃ６人程度③消防職６人程度

【１次試験】９月22日㈰①②市役所③消防本部
【採用年月日（予定）】令和２年４月１日
【受　付】８月１日㈭～29日㈭（執務時間中必着）
【提出・問合先】①②宇和島地区広域事務組合
管理課人事係☎22 ｰ 8664、③宇和島地区広域事
務組合消防本部総務課☎22 ｰ 7539

市職員募集

▼  嘱託職員：①三間支所ごみ収集作業員１人

▼  臨時職員：②保育士10人程度
【採用予定】①10月１日②随時
【受　付】①８月１日㈭～ 20日㈫②随時
【提出・問合先】①三間支所福祉環境係☎49 -
7101、②福祉課☎内線2139

海上保安大学校学生採用試験

【１次試験】10月26日㈯・27日㈰ 
【試験地】松山市・高松市ほか
【受　付】

▼  郵送・持参：８月22日㈭～ 26日㈪

▼  インターネット：８月22日㈭～９月２日㈪
【申込・問合先】〒798 - 0003 住吉
町３丁目１番３号 宇和島海上保安
部管理課☎22 - 1591

危険物取扱者試験・準備講習会

■危険物取扱者試験（甲・乙・丙種）

【試　験】10月27日㈰ 一般：愛媛大学（松山市
文京町）、学生：吉田高校ほか
【受験料】甲種6,500円、乙種4,500円、丙種3,600円
【受　付】

▼郵送・持参：８月30日㈮～９月９日㈪

▼  インターネット：８月27日㈫～９月６日㈮
【提出・問合先】〒798 - 0011 松山市千
舟町４丁目５-４ (一財)消防試験研究
センター愛媛県支部☎089 - 932 - 8808 

■準備講習会

【試　験】９月13日㈮・14日㈯ 午前９時～午後
４時
【試験会場】宇和島地区広域事務組合消防本部
【受講料】会員6,600円、非会員9,200円（テキス
ト代が別に必要）
【申込・問合先】宇和島地区危険物安全協会事

務局（宇和島地区広域事務組合消防本部予防
課内）☎22 - 7501
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昔の宇和島市の写真募集

【内　容】明治～昭和50年ごろの市内の建物、
産業、イベント行事、風景の写真
【要　項】本人または家族が所有して、著作権
を保有しているもの（第三者が発行する印刷
物、ネガなどは不可）で原則Ａ３以内
【申込・問合先】８月31日㈯までに生涯学習セ
ンター☎49 - 5922  49 - 5999

水荷浦バレイショオーナー募集

【内　容】遊子水荷浦にある段畑１区画に種芋
を植え付け、地元で管理して収穫物を渡しま
す。
【費　用】年間３万円
【申込・問合先】８月30日㈮までにＮＰＯ法人
段畑を守ろう会事務局☎62 - 0091

または農林課☎内線2864

市民文化祭 参加団体募集 ＜無料＞

■第61回市民文化祭

【と　き】９月22日㈰～ 12月７日㈯（予定）
【ところ】生涯学習センター（パフィオうわじ
ま内）、中央公民館、コスモスホール三間など
（南予文化会館を除く）

■  第62回市民文化祭
【と　き】令和２年10月11日㈰～ 12月５日㈯
（予定）
【ところ】南予文化会館、生涯学習センター（パ
フィオうわじま内）

＜共　通＞

【対　象】展示、芸能、文芸、生活文化などの
文化祭に参加する団体
※ 生涯学習センターおよび南予文化会館の
ホールを使用する場合は、必ず複数団体で
申し込んでください。

【申込・問合先】８月23日㈮までに文化・スポー
ツ課☎内線2732

生涯学習センター講座 ＜初心者歓迎＞

【内　容】親子フラダンス教室、スマホ教室、
パソコン教室、マヤ歴教室、ハーバリウム教室、
ジェルキャンドル作り教室、アロマ虫除けス
プレー教室、アイデア貯金箱作り教室、クラ
フトかご作り・バッグ作り教室、自分磨き教
室など
【申込・問合先】生涯学習センター

☎49 - 5922  49 - 5999

うわじまの観光自由研究コンテスト作品募集

【内　容】うわじまの観光をテーマにしたオリ
ジナルの「宇和島観光ガイドブック」を作成
【対　象】全国の小学生
【受　付】９月６日㈮まで（消印有効）
※ 市内小学生は各学校に提出してください。
【提出・問合先】〒798 - 8601 宇和島市
曙町１番 商工観光課☎49 - 7023  25 -
4907  shoko@city.uwajima.lg.jp

祝日などによる資源物回収日の振替

【古紙・缶・乾電池】

▼  ８月５日㈪：青葉台団地、上光満、奥高串、
下高串、長堀１・２・３丁目、夏目ヶ市上
団地、別当県営第１団地、宮下団地（夏目町
１丁目）、宮下、明倫町２・３丁目

▼  ８月19日㈪：愛宕町１・２・３丁目、宇和
津町１・２・３丁目、賀古町１・２丁目、
笹町１・２丁目、妙典寺前１・２区

▼  ８月26日㈪：丸穂町１丁目東・西、遊子校区

▼  ８月28日㈬：朝日町２丁目、柿原２・３区、
佐伯町１丁目、本村

【古紙・乾電池】

▼  ８月５日㈪：戎山

▼  ８月19日㈪：新屋敷、別当２・６丁目、本
川内
※ 小型充電式乾電池の回収ボックスを市役所
生活環境課または各支所福祉環境係に設置
しています。リサイクルへの協力をお願い
します。

【問合先】生活環境課☎内線2211・2234
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※ 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。
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輪になれ天神 踊ろう宇和島
盆踊りinえびすまち

【と　き】８月10日㈯ 午後６時30分～（練習日：
８月２日㈮・５日㈪・９日㈮ 午後６時30分～）
【ところ】恵美須町商店街
【内容（予定）】旧宇和島音頭、南国ばやし、宇
和島むすめ、よさこい、東京五輪音頭2020 ～
ゆうゆう踊ろう～
【問合先】商工観光課商工係☎内線2734

カフェまんまる「タッチパネル体験＆相談会」

【と　き】８月13日㈫ 午前10時～正午
【ところ】スペースゆう（袋町商店街やつしか
ふぇ内）
【内　容】もの忘れチェックが行えるタッチパ
ネル体験や認知症のケアや予防、医療や介護、
暮らしの困りごと相談
【問合先】高齢者福祉課地域包括支援センター

☎内線3107

カンボジア海外研修体験発表会・ＬＥＧＯ

で世界を考える。未来会議。 ＜無料＞

【と　き】８月18日㈰ 午後１時～３時30分
【ところ】生涯学習センター（パフィオうわじま内）
【内　容】カンボジア海外研修体験発表会とＳ
ＤＧsを学ぶ体験型ワークショップ
【対　象】小学５年～中学３年生 100人（先着順）
【申込・問合先】（公社）宇和島青年会議所

☎25 - 3232  ☎24 - 1339

院内納涼コンサート ＜無料＞

【と　き】８月５日㈪ 午前10時40分～
【ところ】市立宇和島病院 北棟２階講堂
【内　容】和琴などによる納涼コンサート
【出　演】琴好会玉木
社中ほか
【問合先】市立宇和島

病院総務管理課

☎25 - 1111内線21044

愛媛マンダリンパイレーツ公式戦 宇和島市応援デー

【と　き】８月７日㈬ 午後６時～
【ところ】丸山公園野球場
【内　容】対福岡ソフトバンクホークス３軍戦。
人気アニメ「おしりたんてい」が会場を盛り上
げるほか縁日コーナー、もちまき、抽選会など
※小学生以下観戦無料。
【問合先】愛媛県民球団株式会社

☎089 - 914 - 8102

えひめさんさん物語「第３話 水の物語」 

▼  「水に浮くまち」アートプロジェクト：８月
３日㈯～ 12日㈪

▼  うちぬき氷プロジェクト：８月
10日㈯・11日㈰㈷

【ところ】西条市旧西条藩陣屋跡
のお堀周辺（西条市明屋敷）
【問合先】東予東部圏域振興イベ

ント実行委員会☎0897 - 56 - 1300

ＩＰＵ 短大公開講座  

【と　き】８月３日㈯ 午後１時30分～３時
【ところ】環太平洋大学短期大学部 さくらキャンパス
【内　容】フラワーポットを作ろう！～素焼き
風粘土でオリジナル作品にチャレンジ～
【定　員】50人
【受講料】500円
【申込・問合先】環太平洋大学短期大学部生涯

学習センター☎22 - 3126
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▼午前９時～

▼午後２時～（再放送）

music chain

【パーソナリティ】Sun-High （日高 啓輔）さん、
Ｇｙｕ さん
【内　容】宇和島出身アーティストSun - High
が音楽で人とのつながりを広げたいという思
いを込めてトークと音楽を届けます。
【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。

ファミリー・サポート・センター講習会 ＜無料＞

【と　き】８月20日㈫ 午後１時30分～４時
【ところ】子育て世代活動支援センター（パフィ
オうわじま内）
【内　容】子育てを手伝いたい人（サ
ポート会員）の説明会と養成講習会
【対　象】市内に住む20歳以上
【申込・問合先】８月16日㈮までにファミ・サ
ポうわじま（福祉課内）☎49 - 7054

うまれてきてくれてありがとう 

【と　き】８月21日㈬ 午前10時30分～正午
【ところ】生涯学習センター（パフィオうわじ
ま内）
【内　容】子育てシンガーソングライター
ＭＯＮ さんのトーク＆ライブ
【入場料】1,000円
【問合先】生涯学習センター

☎49 - 5922  49 - 5999

戦没者戦災死者合同追悼式 

【と　き】８月30日㈮ 午後２時～（受付：午
後１時～）
【ところ】市役所 ２階大会議室
【内　容】先の大戦における戦没者戦災死者の
追悼と恒久平和への誓いを込めて、追悼式を
開催（参列希望者は事前連絡が必要）。
【申込・問合先】福祉課福祉総務係☎内線2154

第22回宇和島文学歴史講座

【と　き】８月25日、９月１日・15日（いずれ
も日曜日） 午後２時～３時30分
【ところ】生涯学習センター（パフィオうわじま内）
【内　容】宇和島や南予に焦点を当てた歴史的、
文化的観点についての講座
【定　員】各回20人（全３講座受講は先着50人）
【受講料】各回500円（全３講座受講は1,000円）
【申込・問合先】中央公民館☎25 - 7514

愛媛ＦＣホームゲーム宇和島市マッチシティ

【と　き】８月25日㈰ 午後７時～
【ところ】ニンジニアスタジアム（松山市上野町）
【内　容】対大宮アルディージャ戦。市内から
スタジアムまでの送迎バス（一般500円、高校
生以下無料。申込みが必要）を運行
【料　金】前売（市民優待）チケット：一般1,000
円、高校生以下無料
【申込・問合先】企画情報課企画係☎内線2526

市民大学講座「令和をよむ」 ＜無料＞

【と　き】８月27日㈫ 午後１時30分～３時30
分ごろ
【ところ】岩松公民館
【内　容】新元号「令和」の典拠となった万葉集
の「梅花の歌三十二首 併せて序」をわかりやす
く解説
【問合先】中央公民館☎25 - 7514

または岩松公民館☎32 - 2725

子育て世代活動支援センター（パフィ

説明会のみ
の参加も可
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