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あいなん掲示板
役場以外の機関からのお知らせです

お知らせ
10月17日㈭～23日㈬は「薬と健康の週間」
　お薬を使用する際には次のことに注意し、より安
全に効果的に使用しましょう。
◇使用する前に薬の添付文書をよく読みましょう。
◇薬の形(剤形)に合った服用方法を守りましょう。
◇薬の飲み合わせ(相互作用)に注意しましょう。
◇高齢者の薬の使用には特に注意しましょう。
◇薬は正しく保管しましょう。
◇古い薬の使用はやめましょう。
◇用法・用量を守りましょう。
決められた薬の服用時間を守りましょう。
　食前：食事のおよそ30分前
　食後：食事のおよそ30分後
　食間：食事と食事の間(食事のおよそ２時間後)
　頓服：痛み・熱など症状のあるとき
宇和島保健所企画課　電話：0895-28-6105

お知らせ
11月１日㈮～10日㈰は
「踏切事故防止キャンペーン」
　踏切事故は重大な事故につながるおそれが高く、
その原因のほとんどが直前横断(遮断機くぐり、突
破、警報無視、一時停止確認の不履行)と停滞(退出
不能)・落輪であり、踏切通行者のマナー向上が望
まれます。踏切事故防止推進協議会では、「踏切事
故防止キャンペーン」を展開し、自動車ドライバー
等に対し踏切事故防止に対する意識高揚を図りま
すので、ご理解・ご協力をお願いします。
▶実施期間　11月１日㈮～10日㈰まで
▶実施機関　踏切事故防止推進協議会
▶実施内容　四国運輸局が実施主体となり、行政機
関、鉄道・軌道事業者、自動車関係団体等の協力を
得て本キャンペーンを推進します。
▶スローガン“きけんです　むりなおうだん　いの
ちとり”
踏切事故防止推進協議会事務局
電話：087-802-6762

お知らせ
後期高齢者歯科口腔健康診査
　お口の健康は、おいしい食事、楽しい会話はも
ちろん、全身の健康にもつながります。この機会
にぜひ受診してください。
▶対象者　愛媛県後期高齢者医療の被保険者
※ただし長期に入院している方などは対象外とな
る場合があります。
▶健診項目　問診、歯の状態の確認、口腔機能評
価、保健指導など
▶受診期間　６月１日㈯～令和２年２月29日㈯
▶申し込み方法　愛媛県後期高齢者医療広域連合
に電話などでお申し込みください。受け付け後、
受診に必要なものを一式お送りします。
▶注意事項
・歯科検診は期間中に１回、無料で受診できます。
・検診後に治療行為が行われる場合は有料となり
ます。
愛媛県後期高齢者医療広域連合事業課
電話：089-911-7739

お知らせ
10月31日㈭は労働保険料第２期分の納付期限
　10月31日㈭は、労働保険(労災保険・雇用保険)
料の第２期分の納付期限です。事業主の皆さまに
は、10月18日頃に納付書をお届けしますので、最
寄りの金融機関での納付をお願いします。
愛媛労働局労働保険徴収室
電話：089-935-5202

お知らせ
無料調停相談会
　日本調停協会連合会では、宇和島調停協会お
よび愛南調停協会との共催により、無料調停相
談会を開催します。
　調停制度の手続き、利用方法について裁判所
の民事および家事調停委員が無料で相談をお受
けします。秘密は厳守しますので、お気軽にお
越しください。
▶日時　10月20日㈰　10:00～15:30
▶場所　宇和島市生涯学習センター(パフィオ)
　　　　１階多目的室
▶相談事例　借金、近隣トラブル、不動産、交通
事故、相続、離婚、家庭内トラブルなど
▶申し込み方法　予約は不要です。当日、会場で
受け付けを行います。
松山地方裁判所宇和島支部
電話：0895-22-1133

▶日時　10月10日㈭・17日㈭　17:15～20:00
▶実施方法　事務局職員による電話相談(予約不要)

お知らせ
労使トラブル夜間電話相談

▶日時　10月25日㈮　14:30～17:00
▶場所　愛媛県労働委員会(県庁第二別館４階)
▶実施方法　労働委員(３名)による面談相談(事前
予約制)。

労働委員労使トラブル専門相談

愛媛県労働委員会事務局
電話：089-912-2996
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～愛南町でデューク・エリントンの一夜を～
▶日時　10月19日(土)　15:00～(開場14:30)
▶場所　御荘文化センター　ホール
▶出演
「渋谷毅エッセンシャル・エリントン
　with 清水秀子」
　渋谷毅、峰厚介、外山明、関島岳郎
　松風鉱一、　清水秀子
「The Cats from North with MINE」
　峰厚介、奥野義典、秋田祐二
　小山彰太、中島弘惠
「田中信正トリオ　作戦失敗」
　田中信正、橋本学、落合康介
「栗田敬子トリオ with マリア・エヴァ」
　栗田敬子、河上修、森剣治、マリア・エヴァ
▶入場料　全席指定6,000円(当日6,500円)

チケットの購入方法など、詳しくは実行委員会
ホームページをご覧いただくか、下記の事務局まで
お問い合わせください。

JAZZ in 四国(愛南町) 2019

JAZZ in 四国(愛南町) 実行委員会事務局
電話：0895-72-1012　E-mail：info@jazzinshikoku.com

催　　し

後列左から　倉田さん、増田さん、岡田(一)さん、梁瀬さん
宮﨑さん、愛媛銀行北澤さん、伊予銀行門田さん

前列左から　中尾さん、宮下さん、岡田(文)さん、佐々木さん
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JAZZ in 四国（愛南町） 実行委員会
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ホーム
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お知らせ
令和元年分年末調整および消費税の軽減税率制度について
の説明会
　次の日程で説明会を開催します。年末調整関係書類を封入した封
筒を事前に送付しますので、ご来場の際は必ずご持参ください。

宇和島税務署　電話：0895-22-4513

開催日 時間 会場 対象地域

11月12 日㈫ 13:30~16:00 鬼北町近永公民館
２階講堂

宇和島市三間町
鬼北町・松野町

11月13 日㈬ 13:30~16:00 愛南町役場本庁
３階大会議室 愛南町

11月14 日㈭
9:30~12:00 宇和島市立岩松公民館

２階大集会室
宇和島市 ( 個人事業者 )

13:30~16:00 宇和島市 ( 法人事業者 )

※対象地域に関わらずご都合の良い会場にご来場いただけます。

　矯正に関する広報の推進および地域社会との連携を図り、矯正行政
への理解と協力を得ることを目的として矯正展を開催します。
▶日時　11月16日㈯　9:30～16:00 / 11月17日㈰　9:30～15:00
▶場所　松山刑務所(東温市見奈良1243番地2)
▶内容　刑務所や少年院での生活状況等についてのパネル展示、刑
務所内見学ツアー、受刑者が製作した刑務所作業製品展示即売、高校
生・大学生・地元有志などによる各種ステージイベント 総務課　電話：72-1211

第23回四国矯正展

お知らせ
行政相談週間と行政相談所
開設のお知らせ
　総務省では、行政相談制度を
広く知っていただき、利用を促
進するため、10月７日㈪から13
日㈰までの一週間を「行政相談
週間」と定め、全国的に各種行
事を行うこととしています。
　愛南町でも、総務大臣から委
嘱を受けた行政相談委員が次
のとおり行政相談所を開設しま
す。お気軽にご利用ください。
▶日時　10月９日㈬

　13:00～15:00
▶場所　城の辺学習館
▶行政相談委員　金田孝一、坂
尾英治、黒澤民彦、山岡島子、
西村信男
▶相談事例　道路、河川、社会
福祉(生活保護など)、生活衛生
(廃棄物など)、窓口サービスな
どに関する相談

催　　し

松山刑務所企画部門(作業)　電話：089-964-3355


