
日　Sun 月　Mon 火　Tue 水　Wed 木　Thu 金　Fri 土　Sat
【開催中】

○ 伊達博物館：企画展①（～

11月10日）

○ 畦地梅太郎記念美術館：

しましま展（～ 11月18日）

　　　○ 農 業 委 員 会10月 定

例総会
　　　● 外国クルーズ船寄港

（13日・23日）Ｐ18
● 伊達博物館：令和元年度復

興応援プロジェクト秋期特

別展（～ 11月10日）Ｐ27

　　　● 宇和島市総合文化

祭：囲碁大会 Ｐ14
●吉田町芸能祭Ｐ14
● 宇和島公証役場休日無料

相談 Ｐ18
● 伊達博物館：伊達にゃんよと東

海道すごろく☆旅（14日）Ｐ27
○四国西南地域陸上競技大会

　　　● こども支援教室「わ

かたけ」保護者説明

会Ｐ19
● カフェまんまる「花飾りづ

くり」Ｐ19
○ きさいや広場：高齢者趣味

の作品展（～ 10日）

　　　● 個別労働関係紛争処

理制度 労働相談（17
日）Ｐ19

○ 市小学校陸上運動記録会

　　　● シティブランディン

グ市民ワークショッ

プＰ28

　　　● マイナンバーカー

ド休日交付Ｐ15
●美沼名画座Ｐ19
● 行政書士による無料法律相

談Ｐ19
● がいなうわじまBeepinまつ

り＆30年目のラブレター

「パール婚式」Ｐ27

　　　● 市民文化祭：芸能部

門（～ 12月７日）Ｐ14
　　　 　　　●事業承継相談会 Ｐ19 　　　● 行政なんでも相談所 

Ｐ19
　　　 　　　● 宇和島市総合文化

祭：俳句大会 Ｐ14
● 令和元年度愛媛県総合防災

訓練Ｐ20
●シルバーの日～えひめ～Ｐ20
●笑顔の集いinつしまＰ20
●無料調停相談会Ｐ20

　　　○ きなはいや三万石

2019（吉田産業祭）

○ 秋のつしま商工まつり（は

たらく車ショー同時開催）

● 市民文化祭：展示・文芸・生活

文化部門（～ 12月１日）Ｐ14

　　　 　　　● 市民と市長のふれあ

いトークＰ26
○Ｊアラート試験放送

○ シルバー人材センター入会

説明会

　　 　　　● 美沼の里・産業文

化まつり（～ 27日）

Ｐ14
● 宇和島看護専門学校 学校祭

Ｐ21

　　　● マイナンバーカー

ド休日交付Ｐ15
○ 宇和島市駅伝競走大会

○定期闘牛大会秋場所

○ 市立宇和島病院健康フェ

スティバル2019

　　　● こども支援教室「わ

かたけ」保護者研

修会 Ｐ19

　　　● 県原子力防災訓練

　　　　Ｐ20

 けんこう相談（子育て、心の健康、乳幼児・妊産婦、一般・成人） 

  広報Ｐ22をご覧ください。本…本庁 吉…吉田支所 三…三間支所 津…津島支所

●： 広報うわじま10月号内で紹介しています。

　広報紙に掲載する広告を募集
しています。詳しくは、お問い合
わせください。

【問合先】市長公室シティ

セールス推進係☎２４ － １１１１

内線２４０７

有　料　広　告

各種相談 【問合先】本庁☎２４ ‐ １１１１

■行政相談

▼４日㈮ 午後１時～４時 吉田公民館

▼７日㈪ 午前９時～午後３時 市役所 地下打合せ室

▼９日㈬ 午前９時～正午 岩松公民館

▼11日㈮ 午前９時～正午 吉田・三間公民館

■宅地建物相談

▼ 10日㈭ 午後１時～３時 市役所 地下打合せ室

■市民法律相談 ＜要予約＞

▼  18日㈮ 午後１時～４時 市役所 602会議室
　増田弁護士（１人15分程度。先着12人）

【受　付】11日㈮ 午前９時から電話、窓口で受け付
けます（原則市民が対象。相談時間の指定不可）。

▼11月の相談日：11月15日㈮（予約開始：11月８日㈮）

＜共　通＞

【問合先】総務課行政係☎内線２４１２

■人権相談

▼  ４日㈮ 午後１時～４時 吉田公民館

▼  ８日㈫ 午後１時～４時 三間公民館

▼  ９日㈬ 午後１時～４時 市役所 602会議室

▼  10日㈭ 午後１時～４時 岩松公民館
【問合先】人権啓発課☎49 ‐ 7034

■多重債務整理相談・消費生活相談

▼  毎日（平日）午前９時～午後４時 
【問合先】市消費生活センター（企画情報課コミュ
ニティ推進係内） ☎内線２２７６

■子育て支援コーディネーターによる相談

▼  毎日（平日）午前８時30分～午後５時
　福祉課子育て相談窓口（21番窓口）

【問合先】福祉課児童福祉係☎内線３１２０

■家庭児童・婦人相談

▼  毎日（平日）午前８時30分～午後５時
【問合先】福祉課児童福祉係☎内線２１55 ・ ２１４２

■心配ごと相談

▼  ８日㈫ 午前９時～正午 三間保健福祉センター

▼  16日㈬ 午前９時～正午 社協吉田支所

▼25日㈮ 午後１時～４時 社協吉田支所
【問合先】宇和島市社会福祉協議会☎２３ ‐ ３７１１

第10回宇和島薬剤師会 市民公開講座 ＜無料＞

■耳から認知機能を守る。

【と　き】10月６日㈰ 午前10時～ 11時30分
※午前11時30分からお薬相談も行います。

【ところ】市立宇和島病院２階 北棟講堂
【問合先】愛媛県薬剤師会宇和島支部☎26 ‐ 6420
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10 OCT．2019月 市民カレンダー

吉乳幼児・妊産婦

　　  一般・成人吉三

市役所古紙回収（振替回収）

三乳幼児・妊産婦

津乳幼児・妊産婦

本乳幼児・妊産婦　　  一般・成人本津

体育の日 本心の健康

市役所で４のつく日は古紙回収

市役所で４のつく日は古紙回収

本思春期相談

毎月１9日は食育の日

愛の献血 13：00-16：00
南予文化会館

愛の献血 10：00-12：00、13：00-
15：00 吉田公民館 即位礼正殿の儀の行われる日


