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マイナンバーカードの休日交付窓口
　平日受け取れない場合などに活用してください。

●日 11月６日㈯・13日㈯・28日㈰ 午後１時～５時
●場 �市役所 市民課（各支所が交付場所でも、受け
取り希望日の２日前（閉庁日を除く）までに連
絡すると市民課で受け取れます）

●問市民課☎49 - 7075  24 - 1122または
　 各支所市民保険係

水荷浦バレイショオーナー募集
　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はオーナーへお渡し
します。

●料 �35,000円／年
●申 NPO法人段畑を守ろう会事務局☎62 - 0091
●問 �農林課農政係☎49 - 7022  24 - 1270

緊急地震速報訓練
　緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来
るまでの時間はごくわずかです。慌てずに身を
守るために実際に経験しておくことが大切です。

●日 11月５日㈮ 午前10時ごろ ●場宇和島全域
●内 �防災ラジオ、屋外防災放送設備から訓練放送
を実施

●問危機管理課危機管理係☎49 - 7006
ＩＤ：0066739

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・延期となる場合があります。

緑化樹の苗木植栽希望団体募集

●場農林課、各支所産業建設係
●内  サクラ（ソメイヨシノ）、サザンカ、アンズ、
サツキ、カエデ、ツツジ、イチョウなど

※ 令和４年１月下旬ごろから配布予定。

●対  植栽する場所が決まっており、植栽後の管理
が十分に行える自治会や団体など

●料無料 ●申 11月１日㈪～ 19日㈮
●問 �農林課林業係☎24 - 1111内線2815

ラブレター募集「30年目のラブレター in
うわじま」2021

　結婚30年目を迎える夫婦からお互いにあてた
「30年目のラブレター」を募集します。今回は、
結婚30年目の夫婦だけでなく新婚夫婦からも募
集します。印象深い作品を届けてくれた夫婦に
宇和島真珠を贈呈する企画です。市内外の友人
夫婦などにも紹介してください。

●内  夫から妻へ、妻から夫へ（一方でも可）宛てた
ラブレター（題含め1,000字以内、様式自由）

●対 �1990年１月～ 1992年12月または2020年１
月～ 2021年12月に結婚した夫婦

●申 �12月８日㈬までに手紙、２人の写真のほか必
要事項を記入し、郵送またはＥメールで申し
込み

●問 �〒798 - 8601 宇和島市曙町1番地 30年目
のラブレター担当（宇和島市商工観
光課内）☎49 - 7080内線2752  
shoko@city.uwajima.lg.jp

ＩＤ：0035320

宇和島市 学習交流センター指定管理者公募

　 令和４年４月１日から宇和島市学習交流セン
ター（パフィオうわじま）の総合管理および宇和
島市生涯学習センター（同センター内）の管理運
営を行う指定管理者を募集します。

●申 11月16日㈫～ 22日㈪（執務時間中）
※11月12日㈮まで質問を受け付けます。

●問 �中央図書館☎22 - 1065

第16回 高齢者趣味の作品展

●日 �11月９日㈫～ 11日㈭ 午前９時～午後５時
（11日は正午まで）

●場 �きさいや広場
●内 �老人クラブ会員による作品（書道、手芸、絵
画など）の展示 ●料無料

●問老人クラブ連合会事務局☎23 - 3822

ＩＤ：0011000

ＩＤ：0028795

ＩＤ：0051993

ＩＤ：0067013

ＩＤ：0053097
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♡えひめに恋した…♡
（えひめきずなスイーツキャンペーン2021）

　県産農産物を使った愛いっぱいの各店オリジ
ナルの「えひめきずなスイーツ」を一斉販売しま
す。ぜひご賞味ください。

●日 11月14日㈰まで ●場県内の菓子店
●問 �えひめ愛フード推進機構事務局☎089
- 912 - 2541  089 - 912 - 2561

シェイクアウトえひめ（県民総ぐるみ地震防災訓練）に参加してください
　シェイクアウト訓練は、地震を想定して参加
者が一斉に身を守るための安全行動をとる、だ
れでも気軽に参加できる訓練です。

●日 12月17日㈮ 午前11時ごろ
●申 �〒798 - 8570 松山市一番町４丁目４番地
２ 県防災危機管理課  089 - 941 - 2160
ま た は  https://www.pref.ehime.jp/
bosai/shakeout2021/toroku.html

■地震が発生したらまずとるべき行動３つ
　近い将来起こるとされている南海トラフ地震
が発生したときに、どのように行動するかによっ
て、私たちの人生を大きく左右します。

■「プラスワン」訓練もしてみましょう
　学校や職場、家庭、町内会などでプラスワン
訓練（避難訓練など）も合わせて実施しましょう。

●内  避難訓練・避難誘導訓練、初期消火訓練など

■ 訓練に合わせて市のすべての防災ラジオから
訓練放送が流れます
　この訓練放送は、１分間程度行います。一斉
に１分間の身を守るための安全確保行動をとり
ましょう。訓練への参加は自由です。

 

●問 �危機管理課危機管理係☎49 - 7006 
 24 - 6094

令和3年度 宇和島市戦没者戦災者合同追悼式
　今年度は、規模を縮小して開催するため参列
希望者を募集しません。

●日 11月11日㈭ 午後２時～３時
●場総合福祉センター ●対宇和島市遺族会など
●定 100人程度
●問 �福祉課福祉総務係☎24 - 1111内線3126　　

 24 - 1160

カフェまんまる
　認知症の人やその家族、地域の人たちなど、
どなたでも気軽に集える場所です。

●日 11月９日㈫ 午前10時～正午
●場 �ダンススタジオ「STELLA（ステラ）」（恵美須町
商店街内）●内 �編み物 ●料無料 

●問高齢者福祉課地域包括支援センター
　 ☎49 - 7019  24 - 1126

採用難時代の活躍人財獲得戦略セミナー

●日 11月11日㈭ 午後１時～３時
●内 �オンライン（オンデマンド配信：11月12日㈮ 
正午～ 12月17日㈮ 午後５時）

●対県内の人事責任者、採用担当者
●申 11月10日㈬ 正午まで
●問県地域政策課☎089 - 912 - 2261

ＩＤ：0051905

ＩＤ：0067006

愛媛県防災メールや愛媛県避難支援アプリでも
訓練開始の合図を出します。災害時の防災情報
などを入手する手段として活用してください。

ＩＤ：0067330

申し込みはココから
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市民大学講座 - 終活に向けたエンディン
グノートを作成しよう！ -

●日 �①11月26日㈮②30日㈫ 午前10時～11時30分
●場①岩松公民館②三間公民館
●定各20人（先着） ●料無料 ●持筆記用具
●申 �11月19日㈮ 午後５時までに中央公民館また
は岩松・三間公民館

●問 �中央公民館☎25 - 7514  24 - 4475

第75回 南予美術展

●日 �11月20日㈯～ 23日㈫㈷ 午前10時～午後５
時（23日は午後４時まで）

●場生涯学習センター（パフィオうわじま内）
●内 �応募作品（絵画、デザイン、工芸、書道、写真）
の展示 ●料無料

●問 �文化・スポーツ課文化振興係☎49 - 7033　  
 22 - 5058

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・延期となる場合があります。

＃鯛たべよう
宇和島市「産地応援」企画＃With Pearl

差し押さえ不動産の合同公売会

●日 �12月２日㈭ 午後１時～
●場 えひめ共済会館（松山市三番町）
●問 �愛媛地方税滞納整理機構☎089 - 913 - 5800
または高松国税局特別整理第一部門☎087 -
831 - 3111

戯曲「玄朴と長英」（第63回宇和島市民文化祭）

●日 �11月28日㈰ 午後２時～
●場南予文化会館 ●定 500人 ●料無料
●申 �11月19日㈮ 午後３時までに文化・スポーツ
課、各支所教育係、南予文化会館

●問 �文化・スポーツ課文化振興係☎49 - 7033  
 22 - 5058

就職氷河期世代対象「合同企業説明会」

●日 �12月２日㈭ 午後１時～３時
●場宇和文化会館（西予市宇和町）
●内 �県内の企業が参加予定の合同企業説明会
●対  おおむね35～ 54歳 ●定 20人 ●料無料
●申 11月30日㈫まで
●問 �就職氷河期世代活躍支援事務局㈱東京リーガ
ルマインド松山支社☎089 - 961 - 1333

ＩＤ：1234568

出張民暴弁護士等相談

●日 �11月19日㈮ 午後１時30分～３時30分
●場 �フジグラン北宇和島
●内 �暴力団に関する相談 ●料無料
●問  愛媛県暴力追放推進センター☎  089 - 932
- 8930

ＩＤ：0063761

ＩＤ：0061630ＩＤ：0066869

ＩＤ：0064750

ＩＤ：0066865

詳しくは、各ホームページをご覧く
ださい。問い合わせは、11月４日㈭
以降にお願いします。
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※この欄は有料広告です。

令和４年 成人式

●日 �令和４年１月２日㈰ 午後１時30分～２時30
分（予定） ●場南予文化会館

●対 �平成13年４月２日～平成14年４月１日生まれ
※ 11月30日時点で市に住民票がない人は申し込み
が必要です。住民票のある人および申し込みが
あった人には12月上旬に案内状を送付します。

●申 �11月30日㈫までに①新成人氏名②性別③生
年月日④郵便番号⑤宇和島市内の住所および
世帯主⑥電話番号⑦出身中学校を、申し込み
フォーム、Ｅメールまたは電話で申し込み

●問 �生涯学習課☎24 - 1111内線2729・2753　 
 gakushu@city.uwajima.lg.jp

ＩＤ：0052820

宇和島市公式

ＳＮＳ
情報発信などを行っています。
　登録、フォロー、イイね　 お願いします！

一覧は
コチラ！

第45回 吉田町マラソン大会

●日 �12月19日㈰ 午前10時～（午前９時15分～午
後0時30分の間、吉田伊達広場前
が全面通行止め）

●場吉田伊達広場前～立間（折り返し）
●内全20部門（１～５㎞）
●対吉田町に住むか通学している人
●申 11月26日㈮まで
●問 �吉田支所吉田教育係☎49 - 7098

うわじまファミリー・サポート・センター
■ 子育ての手伝いをしてくれるサポート会員を
募集しています

●内 �休校日や保護者の病気、外出の場合の預かり
や保育所、放課後児童クラブ、習い事への送
迎など（報酬：600～ 700円／時間）

■サポート会員説明会・養成講習会

●日 11月18日㈭ 午後１時30分～４時
●場 �子育て世代活動支援センター（パフィオうわじま内）
●対市内に住む20歳以上で子育てを手伝いたい人
●料無料 ●申 11月16日㈫まで
●問 ファミ・サポうわじま（福祉課内）
　 ☎49 - 7054  24 - 1160

ＩＤ：0056911

第64回 津島町駅伝大会

●日 �12月18日㈯ 午前９時～
●場津島中学校～近家干拓（周回コース）
●内 ▼中学・高校男子：１チーム選手７人・補欠３人

▼中学・高校女子、小学生：１チーム選手６人・補欠３人

●対津島地区の学校に通学している人
●申 12月３日㈮ 午後５時までにＥメール
●問津島支所津島教育係☎49 - 7060
　  t-gakko@city.uwajima.lg.jp

申し込みフォーム、変更な
どのお知らせはコチラ！

ＩＤ：0066736ＩＤ：0036739

申込書は、
ココからダ
ウンロード


