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相

談

年金相談の際には予約相談をご利用ください

お知らせ

愛媛県エイズ検査普及週間

年金に関する相談は宇和島年金事務所の窓口で
愛媛県では、広くHIV相談・検査体制の浸
受け付けています。
透・普及を図るため、６月１日㈫～７日㈪を
年金事務所ではお越しになるお客様に年金相談 「愛媛HIV検査普及週間」
と定めています。
の事前予約をお願いしています。
エイズ相談・HIV抗体迅速検査は、毎週火
予約すると待ち時間が少なくなるだけでなく、 曜日10:00 ～ 11:00に宇和島保健所で実施し
お客様のニーズにあった相談ができます。
ています。相談・検査は無料・匿名で受けら
なお、相談の内容によっては「基礎年金番号」が
れ、陰性の場合は当日30分程度で結果をお知
必要となりますので、年金手帳または年金証書を
らせできます。詳しくは、担当窓口までご連
ご持参ください。
絡ください。
年金相談の際は、お気軽にご予約ください。
宇和島保健所健康増進課
電話：0895-22-5211
▶予約専用ダイヤル
電話：0570-05-4890（ナビダイヤル）
相 談
▶受付日時 平日 8:30~17:15
不妊相談について

宇和島年金事務所 お客様相談室
電話：0895-22-5440
募

集

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
電話：03-3556-0773
相

交通遺児
育英会
ホームページ

談

不妊など、妊娠にまつわるさまざまな心配
事について、助産師や医師等が電話や面接で
相談に応じます。
〇電話相談
▶日時 毎週水曜日(閉庁日および祝日を除く)
13:00～16:00
▶担当 保健師等
〇面接相談
▶日時 月１回(原則第４月曜日)※完全予約制
▶担当 不妊相談アドバイザー医師および助産師
▶場所 愛媛県総合保健福祉センター１階
※面 談予約は毎週水曜日(閉庁日および祝日を
除く)13:00～16:00に専用ダイヤルにて
〇不妊専門相談センター専用ダイヤル
電話：089-927-7117

愛媛県心と体の健康センター
電話：089-911-3880

ひきこもり相談のご案内

宇和島保健所では、保健師による「ひきこもり
相 談
相談」を行っています。
自宅に6カ月以上引きこもり、学業や仕事に就 B型肝炎給付金・休日電話相談会のご案内
かず、家族以外の人と親密な対人関係が持てない
集団予防接種によるB型肝炎感染被害者の
状態が続いてお困りのご本人やご家族の皆さま、
救済を目指す全国B型肝炎訴訟広島弁護団で
一人で悩まないでご相談ください。
は、以下の日時で、休日の電話相談会を実施
▶相談日 月～金曜日(祝日・年末年始を除く)
します(相談料は無料です)。
▶相談時間 8:30~17:15
なお、平日(9:00～12:00、13:00～17:00)
▶相談対象者 原則として引きこもりの本人が18
も相談を受け付けています。
広島
歳以上である場合の本人および家族
▶日時 ６月26日㈯、27日㈰
弁護団
▶相談方法 電話相談(随時)もしくは来所相談
ホーム
10:00～16:00
(予約制)
ページ
全国B型肝炎訴訟広島弁護団
▶費用 無料
（弁護団長我妻正規（広島弁護士会所属）
）

宇和島保健所健康増進課
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電話：0895-22-5211

電話：0120-10-6589
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役場以外の機関からのお知らせです。

募

集

催

愛媛県立病院看護師等医療職募集

令和４年度に採用する愛媛県立病院の看護師、
診療放射線技師および臨床工学技師の採用試験を
実施します。
▶対象 資格免許保有者および取得見込みの者
▶試験日程 (看護師) ６月26日㈯
(その他の医療職) ６月27㈰
▶申込期間 ４月23日㈮～６月11日㈮
▶応募方法 インターネット(愛媛県採用試験受験
等申込システム)
愛媛県
ホーム
ページ

愛媛県公営企業管理局総務課
電話：089-912-2790
お知らせ

令和４年歌会始のお題は、「窓」と定められまし
た。歌に詠む場合は「窓」の文字が詠み込まれてい
れば、「窓辺」「車窓」「同窓」の
ような熟語にしても構いません。
詳しくは宮内庁ホームページをご覧
ください。

相

宮内庁
ホーム
ページ

談

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(電話または面談)
▶時間 8:30～17:15(平日、随時受け付け)
〇労働委員専門相談(面談)
▶日程 原則、毎月第４金曜日(ただし、４月およ
び12月は第２金曜日)
▶時間 14:30～17:00
※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

第29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
の風文化についてもご紹介します。
▶期間 ６月19日㈯～８月22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
お知らせ

令和４年歌会始について

宮内庁式部職儀式第二係
電話：03-3213-1111

し

愛媛県
ホーム
ページ

令和３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
愛南町
には宇和島保健所またはお近くの
ホーム
警察署等へご連絡ください。
ページ

宇和島保健所企画課
相

電話：0895-22-5211

談

司法書士・行政書士による出張相談会
町内の司法書士と行政書士による無料の法律
等相談会を町内３カ所で開催しています。
債務整理、成年後見、相続、その他暮らしの困
り事でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
日時

場所

毎月第１水曜日
10:00 ～ 12:00

一本松山村開発センター
( 一本松公民館 )

毎月第３水曜日
10:00 ～ 12:00

DE・あ・い・21
( 内海公民館 )

毎月第２水曜日
10:00 ～ 12:00

西海町民会館
( 西海公民館 )

事前に電話予約が必要です。下記にお問い合
わせください。

愛南くらしの応援室

電話：73-8005(増本)
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お知らせ

令和３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４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
・歯科健診は期間中に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
ホームページ

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

海中転落事故に気を付けましょう

お知らせ

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、呼吸を確保するため
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
ホーム
ページ

労働保険の年度更新期間について
令和３年度労働保険(労災保険・雇用保険)の
年度更新期間は、６月１日㈫～７月12日㈪で
す。
期間内に管轄の労働局・労働基準監督署・金
融機関で申告・納付をお願いします。
申告書は、管轄の労働局・労働基準監督署へ
の郵送や電子申請でも受け付けていますのでご
活用ください。
なお、年度更新期間内に申告・納付の手続き
が困難な場合には、ご相談ください。
▶年度更新コールセンター
電話：0800-555-6780
▶開設期間 5月31日㈪～７月16日㈮
詳細は厚労省ホームページをご確認ください。

厚生労働省労働基準局
電話：03-5253-1111

厚労省
ホーム
ページ

