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※ 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。

シルバー人材センター会員募集
　シルバー人材センターで仕事をしてみませんか
（入会説明会開催日は広報カレンダー面に掲載）。

●日 �月１回 午前10時～ ●場 �総合福祉センター
●持 �普通預金口座番号（本人名義）、印かん、生年月
日が確認できるもの

※入会時に、年会費（1,500円）が必要です。

●問 �シルバー人材センター☎23 - 3355

宇和島産業技術専門校 訓練生募集

▼  ①住まいづくり木工科14人②アパレルビジネ
ス科10人

●日 �選考日：４月22日㈮
●内 �訓練期間：10ヵ月（５月11日㈬～令和５年２月
28日㈫） ●料無料（テキスト代などは自己負担）

●申 �３月14日㈪～４月15日㈮の間に、
ハローワークへ入校願書を提出

●問 �宇和島産業技術専門校☎22 - 3410

「うわじま土曜塾」有償ボランティア募集
　小学４年～中学３年生までの学習を支援でき
る熱意ある人を募集します。詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。

●対 �教員や塾講師などの知識や経験などを活用し
学習支援が可能な人、なるべく毎週
従事できる人●申３月31日㈭まで

●問 �生涯学習課☎49 - 7032

津島ふれあい農園 利用者募集

▼  ①Ａタイプ（畑44㎡ログハウス付）11区画　
②Ｂタイプ（畑44㎡）８区画

●日 �４月１日㈮～令和５年３月31日㈮（２回まで
更新可） ●場 �津島町岩松丁47番６

●対 �花や野菜づくりに関心のある農業者以外
●内 �年間使用料（１区画）：①３万3,000円
②１万円 ●申 �３月１日㈫～ 15日㈫

●問 �津島支所産業建設係☎49 - 7059

「 全日本中学生水の作文コンクール 
愛媛大会」作文募集
　「水」に関する作文を募集します。優秀作品に
は知事賞を贈呈します。詳しくは、県ホームペー
ジをご覧ください。

●対県内中学生（令和４年度新入生を含む）
●申５月10日㈫までに建設課へ提出
●問 �県河川課☎089 - 912 - 2680

スマートフォンなど安全利用啓発オ
ンラインイベント
　スマートフォンなどを安全に利用するための
オンラインイベントを開催中です。子どもと一
緒に使い方を改めて考えてみませんか。

●日 �３月31日㈭まで
●対小学４年生までとその保護者 ●料無料
●問 �県県民生活課☎089 - 912 - 2336

▼① 愛媛の歴史②日本画に親しむ（初心
者向けの水墨画講座）（各２単位）

※科目は変更になる場合があります。

●日 �４月～令和５年３月（週２回、午後６
時～９時15分の間の45分間）

※ 面接：４月８日㈮ 午後２時30分～

●定各10人（多数の場合は抽選）

●料 �各3,480円（教科書代などは自己負担）
●申 �４月１日㈮～６日㈬ 平日 午前９時～
午後４時の間に事務室に備え付けの
聴講願書に聴講審査料950円の愛媛県
収入証紙を貼って提出

●問 �宇和島東高校（定時制）☎22
- 3482（午後２時～８時）

宇和島東高等
学校（定時制）
一般開放講座
聴講生募集

ＩＤ：0040303

ＩＤ：0071139

ＩＤ：0057521

ＩＤ：0059115

３月25日㈮
以降にお問
い合わせく
ださい。
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●日：日時 ●場：場所 ●内：内容 ●対：対象 ●定：定員 ●料：料金 ●持：持参物 ●申：申込 ●問：問合先
ＩＤ：市ホームページ「記事ＩＤ検索」ボックスで検索できます。

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３月８日㈫ 午前10時～正午
●場 �恵美須町商店街ダンススタジオステラ
●内 �座談会、血圧測定、お茶、指体操など ●料無料
●問 �高齢者福祉課地域包括支援センター　　　　
☎49 - 7019  24 - 1126

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利用してくださ
い。希望日２日前（平日）までに連絡すると希望
場所で受け取れます。

●日 �①３月13日㈰・19日㈯②３月６日㈰・26日㈯ 
午後１時～５時 ●場 �①市役所 市民課②各支所

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

第41回 さかな屋大将のお魚さばき方教室

●日３月27日㈰ 午後２時～３時30分
●場 �番城公民館
●内 �３枚おろしや開きなど魚のさばき方が学べます
●定６人（先着順） ●料 1,000円
●持 �エプロン、タオル、さばいた魚の持ち帰り容器
（Ａ４以上）

●申 �３月７日㈪ 午前８時30分～
●問 �水産課水産係☎49 - 7024

※この欄は有料広告です。

●内 ▼  １枠：縦５㎝×横6．5㎝

▼  発行枚数：約22万1,000枚（検
針数により変動する場合があ
ります）

▼  掲載期間：７月～令和４年６月

●料６万円／枠
●申 �３月１日㈫～ 22日㈫（執務
時間中）

●問 �水道局業務課管理係☎22 -
5265内線4239

劇団風の子「とっぴんしゃん」
　九州各地の伝承あそびやわらべ唄を素材に、
現代の子どもたちといっしょに創る舞台です。

●日 �３月５日㈯ 午後３時30分～４時30分
●場 �生涯学習センター（パフィオうわじま内）
●対 小学３年生までとその保護者 ●定 60席
●料小学生以上500円、未就学児 無料
●問 �生涯学習センター☎49 - 5922

ＩＤ：0051993

市議会３月定例会
　本会議の開会時間は午前10時からです。市ホー
ムページ、宇和島ケーブルテレビ、ＦＭがいや
から、本会議を視聴できます。

●問議会事務局議事法制係☎49 - 7035

日　時 内　容

２/ 22㈫ 本会議（令和３年度分理事者提案説
明、議案質疑、委員会付託）

22㈫・24㈭
～ 25㈮ 委員会審査（令和３年度分）

28㈪ 委員会審査 予備日

３ /２㈬
本会議（令和３年度分委員長報告、質
疑・討論・採決、市長施政方針表明、
令和４年度分理事者提案説明）

９㈬ 本会議（代表・一般質問）

10㈭ 本会議（一般質問、令和４年度分議案
質疑、委員会付託）

11㈮ 本会議 予備日
14㈪～16㈬ 委員会審査（令和４年度分）

17㈭ 委員会審査 予備日

22㈫ 本会議（令和４年度分委員長報告、質
疑・討論・採決）

水道メーター
検針票
有料広告募集

ＩＤ：0067334

ＩＤ：0070307

詳しくは、
ホームペー
ジをご覧く
ださい。

ＩＤ：0071375

ＩＤ：0015697

ＩＤ：0052984

■ 水道メーター検針票（縦20㎝×横８㎝）の裏面に２枠の２色印刷
（色は指定されています）


