
募　　集

令和2年度危険物取扱者試験(第１回)
▶試験日　６月28日㈰
▶会場　一般：愛媛大学　学生：吉田高等学校 他
▶願書受付
書面申請　４月14日㈫～ 24日㈮

（願書提出先　消防試験研究センター　愛媛県支
部）
電子申請　４月11日㈯9:00 ～ 21日㈫17:00
▶試験種類　甲・乙・丙種の全種類
(吉田会場は乙種第４類と丙種の２種類)
▶受験料　甲種6,600円・乙種4,600円・丙種
3,700円
▶願書配布　消防本部・各消防署・各分署・各地
方局防災対策室

(一財)消防試験研究センター愛媛支部
電話：089-932-8808

募　　集

危険物取扱者試験準備講習会
(乙種第４類対象)
▶試験日時　５月23日㈯　9:00～17:00
▶会場　宇和島地区広域事務組合消防本部4階
大会議室　 
▶受講料　会員5,000円　非会員7,000円
▶テキスト代　法令1,400円　実務1,400円　
問題集1,700円（乙種第４類）
▶申込先　宇和島地区広域事務組合消防本部
予防課内　宇和島地区危険物安全協会事務局
▶受付期間　4月1日㈬～ 5月23日㈯

（土日・祝日を除く8:30 ～ 17:15）

宇和島地区危険物安全協会事務局
電話：0895-22-7501

募　　集

手話通訳者および要約筆記者養成研修の
受講者を募集

【手話通訳者】
▶研修期間　５月～令和３年１月
▶日程　月１回（土曜日）
▶会場　今治市内および宇和島市内の２カ所
▶定員　各会場とも20人
▶申込期間　４月６日㈪～４月27日㈪

【要約筆記者】
▶研修期間　５月～令和３年２月
▶日程　月１回～５回（土曜日・日曜日）
▶会場　西条市内
▶定員　各コース10人
▶申込期間　４月６日㈪～５月18日㈪
愛媛県視聴覚福祉センター
電話：089-923-9093

愛南町
ホームページ

お知らせ

ケーブルテレビで放送する動画や写真を
募集しています
　愛媛CATV愛南局では、ケーブルテレビで放送
する動画や写真を募集しています。
　庭に咲いた花やペット、家族の動画・写真など
なんでも構いません。視聴者の皆さまが撮影した
動画や写真を投稿してください。毎日午後８時更
新の「びやびや愛南タイム」(愛媛CATV)の中で
放送します。
　投稿方法など、詳しくは町ホームページをご覧
いただくか、愛媛CATV愛南局までお問い合わせ
ください。
愛媛CATV愛南局　電話：72-0033

「看護の日」記念のつどい
　5月12日は看護の日です。「看護の心をみんなの
心に」と題して「看護の日記念のつどい」を開催しま
す。会場では、骨密度や血管年齢を測る健康チェッ
クコーナーや、血圧測定や採血シミュレーションを
行う体験コーナーなどがありますので、ぜひご来場
ください。
▶日時　5月９日㈯　10:00 ～ 15:00
▶場所　いよてつ髙島屋７階キャッスルルーム
公益財団法人愛媛県看護協会
電話：089-923-1287

催　　し
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「21世紀えひめの伝統工芸大賞」
入賞作品展示販売会
　同コンテストの令和元年度入賞作品を展示・販
売します。伝統の技と新しい感性により生み出
された作品をぜひご覧ください。
▶日時　4月10日㈮13:00 ～ 5月10日㈰
▶場所　道後舘１階 みやげ処「丁字屋」（松山市
道後多幸町7-26）

21世紀えひめの伝統工芸大賞実行委員会
電話：089-912-2493

お知らせ

電気コードやプラグの取り扱いについて
〇コードを束ねないでください。
　コードを束ねたり、折り曲げたままで使用し
た場合、熱を持ち火災の原因になることがあり
ます。コードは束ねたまま使わないようにしま
しょう。
〇コードを踏まないでください。
　机やイスなどの家具や調度品がコードを踏
んでいると、中の線が切れたり外側が傷んで
ショートや漏電の原因になります。コードを踏
みつけないようにしましょう。
〇コンセントやプラグの間のホコリや湿気は取
り除いてください。
　冷蔵庫や洗濯機など、長期間差し込んだまま
使用するとプラグやコンセントの間にホコリや
湿気がたまり、漏電や火災の原因になります。
ときどきプラグを外して乾いた布でホコリや湿
気を取り除きましょう。
〇コードは引っ張らないでプラグを持ってくだ
さい。
　アイロンや掃除機などの差し込みプラグを抜
くとき、コードを引っ張っていませんか。コー
ドを引っ張って抜くと、プラグのネジ締め部分
やコードを傷め、ショートさせたりプラグが壊
れます。必ずプラグを持って抜きましょう。

お知らせ

募　　集

宇和島圏域手話奉仕員養成講座の
受講生募集

【入門課程】
▶対象　手話を初めて学ぶ方
▶期間　６月１日㈪～ 11月16日㈪の月曜日 
▶時間　19:00 ～ 21:00
▶募集人員　25人（先着順）
▶申込締切　４月30日㈭

【基礎課程】
▶対象　昨年度以前に「入門課程」を修了した方
▶期間　５月18日㈪～ 11月30日㈪の月曜日
▶時間　13:30 ～ 15:30
▶募集人員　10人（先着順）
▶申込締切　４月30日㈭

宇和島市役所福祉課
電話：0895-24-1111

お知らせ

身体障害者補助犬給付について
　身体障害者補助犬とは、目や耳、手足に障が
いがある方の生活をサポートする「盲導犬」、「介
助犬」、「聴導犬」の総称です。県では毎年希望
者を募集し、年間１頭の身体障害者補助犬を給
付しています。
▶募集期間　４月上旬～ 5 月中旬
※市町ごとに設定

愛媛県障がい福祉課
電話：089-912-2423

愛媛県
ホームページ

一般財団法人四国電気保安協会
愛媛支部城辺事業所
電話：73-1256

お知らせ

JAえひめ南内海支所移転
　JAえひめ南内海支所は、3月16日㈪から役
場内海支所内１階に移転しました。営業時間
や業務内容については変更はありません。

JAえひめ南内海支所　
電話：85-0324
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お知らせ

広域停電時の停電区域の確認は専用ダイ
ヤルやインターネットをご利用ください
　台風・地震などの災害により、広い範囲が停電
した場合などは、四国電力の電話が大変つながり
にくくなる場合があります。
　停電情報は「停電情報専用ダイヤル」または四
国電力ホームページで確認することができますの
でご利用ください。
▶停電情報専用ダイヤル
　電話番号　0120-459-272
※音声に沿って番号を押してください。音声で
停電情報をお知らせします。
▶ホームページ
　インターネットで「四電停電」または「よん
でん停電」と検索してください。
※パソコン、スマートフォン、携帯電話などで
ご確認いただけます。

四国送配電㈱宇和島支社
電話：0120-410-675

お知らせ

一緒に働きませんか
愛南町シルバー人材センター会員募集
　愛南町シルバー人材センターでは、一緒に仕
事をしていただける会員を募集しています。お
おむね60歳以上の方が対象で、各自のご都合に
合わせて就労できます。
　余暇活用、収入補填、社会貢献、健康増進な
ど、さまざまな目的で多くの高齢者が活躍して
います。詳しくはお問い合わせください。

愛南町シルバー人材センター
(御荘老人福祉センター１階)
電話：73-2900

募　　集

小学校から高校生のための夏休み
海外研修交流の参加者募集
　公益財団法人国際青少年研修協会では、海外研
修交流の参加者を募集しています。体験を通して
お互いの理解や交流を深め、国際性を養うことを
目的に実施します。１人で参加される方が７割以
上、はじめての海外へ行かれる方が多く、全国か
ら参加する友達との出会いも楽しみの１つです。
仲間づくりの指導もありますので、安心してご参
加ください。
▶研修期間　７月25日㈯～ 8月15日㈯９～ 19日
間
▶対象　小学3年生～高校３年生 
▶内容　ホームステイ・英語研修・文化交流・地
域見学・野外活動など
▶研修先　イギリス・オーストラリア・シンガポー
ル・サイパン
▶参加費　378,000 ～ 598,000円
▶締切　5月27日㈬および6月５日㈮
※行き先によって異なります。

公益財団法人国際青少年研修協会
電話：03-6417-9721

国際青少年
研修協会
ホームページ

お知らせ

愛媛弁護士会の無料法律相談会
　弁護士会では憲法週間(５月１日㈮～７日
㈭)に記念行事の一環として無料法律相談会を
開催します。秘密は厳守しますので、金融や
不動産、家庭関係の悩み事などお気軽にご相
談ください。
▶日時　５月12日㈫　①10:00～12:00
　　　　　　　　　　 ②13:00～15:00
▶受付時間　①9:30～11:30　
　　　　　　②13:00～14:30
▶場所　松山地方裁判所宇和島支部庁舎内
▶相談時間　30分以内
▶申込方法　当日、直接会場にお越しくださ
い(先着順)。

松山地方裁判所宇和島支部
電話：0895-22-1133

募　　集

自衛隊幹部候補生募集
　自衛隊幹部候補生(大学卒業者等を対象に
陸・海・空幹部自衛官を育成)
▶応募資格　22歳以上26歳未満(大学院修了
者は28歳未満)または、20歳以上22歳未満
で大卒者(卒業見込含む。短大を除く。)
▶試験日　５月９日㈯・５月10日㈰
▶試験場　青少年センター(松山市)
▶締切　５月１日㈮

自衛隊宇和島地域事務所
電話：0895-23-5431
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な体に鮮やかな色をちりばめている。その姿は、
真新しい帽子にランドセル、すべてがピカピカ
の１年生のようだった。

（撮影地：鹿島）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　愛南サンゴを守る会 西尾知

ともてる

照

【ニシキフウライウオの幼魚】

本日! 海日和!! vol.113

「ピカピカの１年生」

　私のお気に入りの魚にニシキフウライウオが
いる。フラフラと海中を漂っているので、風来
坊に例えてフウライウオ。鮮やかな色をしてい
るので、ニシキが付いている。漢字で書くと錦
風来魚となる。
　8cm 程のタツノオトシゴの仲間で、住み家に
しているサンゴや海草によく似た体をしている。
美しい色彩をしている個体が多いのだが見つけ
ることが難しく、ダイバーにも人気の魚だ。
　この幼魚はさらに小さく 4cm くらいだった。
幼魚は体が小さく透明なので、成魚よりも見付
けることが難しい。私のダイビング人生でも写
真を撮ることができたのは、この一匹だけだ。
　撮影中には気づかなかったが、ガラスのよう

南楽園つつじまつり
　園内にはヒラドツツジ16,000株、キリシマツ
ツジ・クルメツツジ13,600株、ドウダンツツジ
2,400株の計32,000株のツツジが植えられ、ピ
ンク、白、赤、紫、オレンジなど彩り豊かな花を
咲かせます。期間中は甘茶のお接待と併せて演
奏会やウォーキングイベント、モデル撮影会を
予定しています。
▶期間　4月4日㈯～ 19日㈰
▶時間　9:00 ～ 17:00
▶場所　日本庭園「南楽園」
▶入園料　大人310円　
　　　　   子ども150円

南レク㈱　電話：0895-32-3344

催　　し

南楽園花菖蒲まつり
　南楽園最大のイベントであり、園内２カ所の菖蒲
園では30,000株250,000本の花菖蒲が咲き競いま
す。また、５月23日㈯～ 31日㈰は、夜間開園（～
21:00）し、花菖蒲のライトアップや地元団体の制作
した竹灯篭オブジェの展示を行います。
　期間中は砥部焼陶芸館による、「砥部焼市」や「モデ
ル撮影会」、餅まきなど多彩な催しも予定しています。
▶期間　５月16日㈯～ 6月７日㈰
▶時間　9:00 ～ 17:00
▶場所　日本庭園「南楽園」
▶入園料　大人310円　
　　　　   子ども150円

南レク㈱　電話：0895-32-3344

催　　し
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