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愛南町商工会主催
テイクアウトAINANスタンプラリー
　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて売り上
げが減少している町内の飲食店を支援するため、愛南町
商工会では「愛南応援プロジェクト」の一環でテイクア
ウトスタンプラリーを実施しています。
　参加店舗(22店舗)で500円以上のテイクアウト商品
を購入すると、その場でスタンプ１個が押印され、５店
舗分のスタンプを集めると景品(ぎゅぎゅっと愛南産)が
当たる抽選会に応募できます。
　愛南町商工会が運営するテイクアウト愛南インスタグ
ラムで各店舗の紹介などを行っていますのでご覧くださ
い。詳しくは愛南町商工会にお問い合わせください。

愛南町商工会本所　電話：73-0700

愛南町
ホーム
ページ

▶実施期間  ６月30日㈫まで
▶応募期間  ７月15日㈬まで

【スタンプラリー参加店舗】

広報あいなん「あいなん掲示板」への記事掲載について
　広報あいなんでは、町(役場)以外の機関からのお知らせを
掲載する「あいなん掲示板」というコーナーを設けています。
　このコーナーへの記事掲載を希望される方は、町ホーム
ページをご覧ください(掲載にあたり一定の要件がありま
す)。 総務課　電話：72-1211

shop 店名 所在地 電話番号

01 ゆらり内海 須ノ川 85-1155

02 炭焼き船波 柏 85-0939

03 亀きち 柏 85-0135

04 アルファ 柏 85-0423

05
ファミリーレストラン

大樹 御荘平城 73-0717

06
ウッディハウス

華山 御荘平城 72-1420

07
お食事処

なにわ 御荘平城 72-1411

08 遊厨 御荘平城 72-5900

09
珈琲館

花の木 御荘平城 73-0012

10
お好み焼き

ひらの 御荘平城 73-2169

11 焼肉まる牛 御荘平城 73-2118

shop 店名 所在地 電話番号

12 花かるた 御荘平城 72-0644

13
ダイニング

桜坂 城辺甲 72-0886

14 じゅうじゅ 城辺甲 72-0178

15 亀一 城辺甲 72-0493

16 ぶー・ふー・うー
キッチン 城辺甲 72-2628

17
ビストロ

シェフミー 城辺甲 73-1906

18 藍川 城辺甲 090-1169-6895

19 伊勢屋 城辺甲 72-5229

20
ナチュラル工房

la vita 城辺甲 72-2080

21 ワイズ(Y.s) 中川 84-3553

22 鉄板かめお 増田 84-1278

テイクアウト愛南
インスタグラム

お知らせ
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令和２年度労働保険(労災保険・雇用保険)の
更新について
　令和２年度の労働保険(労災保険・雇用保険)の年
度更新期間は、６月１日㈪～７月10日㈮です。
　最寄りの労働局・労働基準監督署・金融機関で
申告・納付をお願いします。
　また、24時間いつでも申請や届け出が可能な電
子申請もできますので、ご活用ください。

愛媛県労働委員会事務局
電話：089-912-2996

厚労省
ホーム
ページ

e-Gov
電子申請

労使間の個別トラブル　無料労働相談
　「パワハラがひどい」「突然シフトを減らされ
た」「突然解雇されて納得できない」「社員に配
置転換を命じたが理由なく拒否された」など労使
関係のトラブルでお困りの方、労働委員会は、公
正・中立的な立場で労使間のトラブルの解決を図
るための専門機関です。
〇事務局職員相談(電話またはメール)
平日の8:30～17:15(随時受け付け)
〇労働委員専門相談(電話のみ)
原則、毎月第４金曜日の14:30～17:00(ただし、
４月および12月は第２金曜日)
※事前予約制で先着３人程度
　詳細は愛媛県ホームページ
をご確認ください。
愛媛県労働委員会事務局
電話：089-912-2996

愛媛県
ホーム
ページ

愛媛県
社会福祉協
議会ホーム
ページ

一時的な資金の緊急貸し付けに
関するご案内
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業
等により収入の減少があり、緊急かつ
一時的な生計維持のため、緊急小口資
金の特例貸し付けを実施しています。
お気軽にご相談ください。
愛南町社会福祉協議会総務福祉課
電話：73-7776

青少年国際交流キャンプ参加者募集
　国際青少年研修協会では、夏休み国内野
外活動・国際交流事業として、「青少年国際
交流キャンプ」「小笠原アドベンチャース
クール」「イングリッシュキャンプin白馬」の
参加者を募集しています。
　今年の夏休みは世界遺産を舞台に一生の
思い出に残る楽しい体験をして、たくさん
の友達を作りましょう。

国際青少年
研修協会
ホームページ

公益財団法人
国際青少年研修協会
電話：03-6417-9721

〇青少年国際交流キャンプ
▶期間  ８月４日㈫～８日㈯ ４泊５日
▶場所  静岡県立朝霧野外活動センター
▶定員  日本人 70人  外国人 20人
▶対象  小学３年生～6年生
▶内容  富士山登山、テント生活体験、野外
炊飯体験、世界の遊びに挑戦、アウトドア
ゲームなど
▶締め切り  ７月10日㈮

〇小笠原アドベンチャースクール
▶期間  ８月14日㈮～20日㈭ ６泊７日
※北海道、北東北、北陸、近畿以西は８月
13日㈭出発
▶場所  東京都小笠原村父島
▶定員  30人
▶対象  小学３年生～中学３年生
▶内容  海の自然体験活動、森の自然体験活
動、バンガロー生活体験、野外炊飯体験、
星空観察など
▶締め切り  ７月17日㈮

〇イングリッシュキャンプin白馬
▶期間  ８月18日㈫～20日㈭ ２泊３日
▶場所  長野県白馬村・青木湖
▶定員  20人
▶対象  小学３年生～中学２年生
▶内容  野外活動、英語研修プログラムなど
▶締め切り  ７月28日㈫

募　　集お知らせ

お知らせ

お知らせ
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STOP！給付金詐欺
　新型コロナウイルス感染症に関する緊急経
済対策として、国が実施する全国民向けの一
律10万円給付に関連した不審な電話やメール
に注意してください。
　特別定額給付金に関して、市町や総務省、
県などが、以下のことを行うことは絶対にあ
りません。
〇キャッシュカードや通帳を預かること
〇暗証番号を聞き出すこと
〇ATMの操作をお願いすること
〇受給にあたり、手数料の振り込みを求める
こと
〇メールを送り、URLをクリックして申請手
続きを求めること
　新型コロナウイルスに関連して不審な電話
やメールを受けた場合は一人で悩まず、すぐ
に警察や家族に相談してください。

愛南警察署　電話：72-0110

令和２年度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
（被保険者とは75歳以上または、65歳から74
歳で一定の障がいがあり愛媛県後期高齢者医療
広域連合に認められた方です）
※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３年２月28日㈰
▶受診場所　後期高齢者の歯科健診を実施する
登録歯科医院
▶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(クーポン券、受診票、質
問紙、登録歯科医院一覧表)をセットにして郵送
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。同年度内、２回目以降の受診の健診料は自
己負担になります。
　なお、重複受診が判明した場合は費用を請求
させていただきますのでご了承ください。
・歯科口腔健診は無料ですが、その後に治療行
為が行われる場合は有料となりますのでご注意
ください。

愛媛県後期高齢者
医療広域連合事業課
電話：089-911-7739

司法書士・行政書士による
定期無料相談会
　町内の司法書士と行政書士で構成する「愛
南くらしの応援室」(増本園

そ の

代表)では、定期
無料相談会を開催します。
　債務整理や暮らしの困り事をはじめとし
て、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受
けて収入が減少した方などにも助言を行い、
必要に応じて公的機関の支援制度などをご案
内します(相談内容は、司法書士法および行政
書士法関連法令の定める範囲に限ります)。
▶日時　毎週水曜日　10:00～12:00(事前予
約が必要)
▶場所　城の辺学習館　２階研修室
※新型コロナウイルス感染拡大の影響などで
公民館が利用できない場合は、随時電話で相
談をお受けします。
愛南くらしの応援室
電話：73-8005

交通遺児育英会の奨学生募集
　交通遺児育英会は、保護者が道路上の交通事故
が原因で亡くなったり、重度の後遺障がいになっ
たため、経済的に修学が困難になった子どもたち
に学資を貸与しています。
　奨学金を受けたい方は、交通遺児育英会ホーム
ページをご覧ください。

交通遺児
育英会
ホームページ

交通遺児育英会
電話：03-3556-0773

愛媛県
後期高齢者
医療広域連合
ホームページ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

募　　集
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宇和島地区広域事務組合職員募集 (令和３年度採用)

新型コロナウイルス感染症
こころのホットライン
　愛媛県では、新型コロナウイルス感染拡大に伴
い、県民の皆さまのストレスや心理的負担の軽減
を図ることを目的に、専用ダイヤルによる電話相
談窓口を開設しています。
　電話相談の対象は、新型コロナウイルス感染症
拡大により、心のケアが必要な方を想定し、感染
された方やそのご家族等、医療従事者や学校関係
者、社会福祉施設等の新型コロナウイルス対策や
支援に関わる方、その他、休業や失業、休校等に
より、不安や心配を抱えている方です。
　相談ごとについては専門の相談員
が電話で対応し、プライバシーは厳
守されます。

愛媛県保健福祉部健康衛生局
健康増進課 
電話：089-912-2403

愛南町
ホームページ

宇和島地区
広域事務組合
ホームページ

お知らせ

募　　集

職　種 人　数 受　　験　　資　　格
事 務 職 1 名程度 平成 3 年 4 月 2 日以降生まれで、4 年生大学を卒業または令和 3 年 3 月卒業見込みの人

看 護 職 1 名程度 昭和 46 年 4 月 2 日以降生まれで、看護師 ･ 准看護師資格を有する人(令和3年3月末まで
に取得見込みを含む）

介 護 Ａ
4 名程度

平成 13 年 4 月 2 日から平成 15 年 4 月 1 日までの間に生まれ、高等学校を卒業または令
和 3 年 3 月卒業見込みの人もしくは高等学校卒業程度以上の学力を有する人で、福祉に関
心があり入職後 5 年以内に介護福祉士資格を取得する意欲のある人

介 護 Ｂ 昭和 46 年 4 月 2 日から平成 13 年 4 月 1 日までの間に生まれ、社会福祉士または介護福
祉士資格を有する人(令和3年3月末までに取得見込みを含む）

保 育 士 1 名程度 昭和 56 年 4 月 2 日以降生まれで、保育士資格を有する人(令和3年3月末までに取得見込
みを含む）

宇和島地区広域事務組合管理課人事係　電話：0895-22-8664

▶採用年月日(予定)  令和３年４月１日
▶試験案内・志願票  宇和島地区広域事務組合事務局管理課、組合福祉施設または組合ホームページ
にあります。※郵便で請求する場合は、「職員志願票請求」と朱書きした封筒に、返信用封筒(94
円切手を貼り、宛先を書いた長形３号サイズ)を同封し、下記まで郵送してください。

▶１次試験
職　種 内　　　　　　容 試　験　日

事 務 職 教養試験(大卒程度）、事務適性検査、作文

９月 20 日㈰
看 護 職 看護師適性検査、作文
介 護 Ａ

教養試験(高卒程度）、作文
介 護 Ｂ
保 育 士 保育士専門試験、作文

※ 2 次試験は、1 次試験合格者のみに通知します。
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運転免許証の有効期間を延長します
（有効期間が令和２年７月31日までの方）
　新型コロナウイルスへの感染やその恐れを理
由に、運転免許証の更新手続を受けることがで
きない方は、更新期限前に申請いただくことで
更新期限後であっても３カ月間は運転が可能に
なります。
※運転免許センターへ郵送で申請も可能。
▶申請先  運転免許センターまたは住所地を管
轄する警察署・大型交番
※各市町によって異なります。
※なお、５月18日から高齢者講習済の方の更
新を再開します。

愛媛県運転免許センター　
電話：089-934-0110

マイナンバーカードで最大5,000円分の
マイナポイントがもらえます
　マイナンバーカードを取得し、○○ペイなど
の民間キャッシュレス決済サービスを選択して、
マイナポイントを申し込むと、国から最大5,000
円分の「マイナポイント」が付与されます。
※キャッシュレスでチャージ等をした額の25％
がマイナポイントとして付与。　
▶申し込み方法  スマートフォンやパソコンで予
約できる他、愛南町役場担当窓口でも予約を支
援しています。

愛媛県総務部地域政策課
電話：089-912-2235
総務課　電話：72-1211

愛媛県
ホームページ

愛媛県がLINE、Twitter、Facebookを開設
　県民等に向け、新型コロナウイルス感染症に
関する情報をはじめとする県政情報の発信力強
化を図るため、LINE等の愛媛県公式アカウント
を新たに開設しました。詳しくは県ホームペー
ジをご確認ください。

愛媛県企画振興部
広報広聴課
電話：089-912-2241

第28回南楽園全国風りんまつり
　全国各地から取り寄せた風りん約3,000点を展示
販売します。また、中国・インドなど外国の風りん
文化についてもご紹介します。
▶期間　６月13日㈯～８月23日㈰
▶時間　9:00~17:00　▶場所　日本庭園「南楽園」
▶入園料
　大人       310円　
　小中高生 150円
　65歳以上150円
南レク㈱
電話：0895-32-3344

催　　し

令和２年度愛媛県不正大麻・けし撲滅運動
　大麻やけしによる事件の発生は、依然として後
を絶ちません。愛媛県では、４月１日㈬から６月
30日㈫までの３カ月間を「不正大麻・けし撲滅
運動」の実施期間と定め、不正栽培や自生してい
る大麻・けしを全面的に撲滅し、大麻・けしに関
する知識の普及を図っています。不正な大麻・け
しを発見した場合には宇和島保健所またはお近く
の警察署等へご連絡ください。
宇和島保健所企画課　電話：0895-22-5211

お知らせ お知らせ

お知らせ

お知らせ

こぶた
ホームページ

こぶたたんぽぽポケットとんぼ
電話：73-7321

こぶたのお家からのお知らせ
　子育て支援を行っているこぶたでは、電話での
相談を受け付けています。子育ての悩みなどがあ
りましたら、お気軽にご相談くださ
い。また、いろいろな企画を行ってい
ますので、こぶたのホームページを
ご確認ください。

お知らせ

愛南町シルバー人材センター　電話：73-2900

シルバー人材センター会員募集
　シルバー人材センターは事業拡張により会員を
募集しています。
　男女とも60歳以上で健康で明るく
真面目な方を男性７人、女性５人募
集しています。詳しくはお問い合わ
せください。パート事務員は６月末
まで募集しています。

募　　集
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んや水族館に行く機会があれば、魚の目に注目
してみてください。新しい発見があるかもしれ
ませんよ。

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

ともてる

照

本日! 海日和!! vol.115

「どんな風景が見えるのかな。」

　ダイビングをしていると、実に不思議な形を
した魚に出会う。フグの仲間は丸い体をしてい
るし、エイの仲間は座布団のようだ。魚は住む
場所や生活に合った体をしている。
　体の形がさまざまなように、目の形や色も魚
によって特徴がある。ハナキンチャクフグの目
の周りに歌舞伎役者のような隈

く ま

取
ど

りがある。ワ
ニゴチやサツマカサゴの目には、不思議な形を
したビラビラが付いている。いったいどのよう
な役割をしているのだろうか。ヒラタエイの目
に至っては、きちんと見えるのかどうか心配に
なってしまうほどだ。
　体の形が周りの環境に適応しているように、
目の形や色にも意味があるのだろうが十分な研
究は進んでいないようである。皆さんも魚屋さ

【ハナキンチャクフグ】 【ワニゴチ】

【ヒラタエイ】【サツマカサゴ】

海中転落事故に遭わないように気を付けましょう
　宇和島管内では海中転落における負傷・死亡事故が多
発しており、 特に釣り中の海中転落が増えています。
　そのため、次の3つのキーワードで示す装備を身に付
けましょう。
①ライフジャケット
　落水時に浮力を付与し、呼吸確保するために使用する
ものです。体格に合った物を選びましょう。
②釣り場に応じた履物
　釣り場は水辺に近いことから、水で濡れていたり、コ
ケなどにより滑りやすくなっています。
③通信装備(防水ケース入り携帯電話)
　緊急時の連絡体制を確保するために使用します。
　安全に釣りを楽しみましょう。

宇和島海上保安部
電話：0895-22-1933
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愛南町観光スポット動画
　愛南町観光協会では、愛南町が誇る人気の観
光スポットを撮影した紹介動画をホームページ
に掲載していますので、ぜひご覧ください。 愛南町観光協会　電話：73-0444
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