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　　説明会は事前予約制です。 参加される方は、 電話による申し込みが必要です。
▶日程

　消費税インボイス制度説明会について

宇和島税務署　　個人課税第一部門　　
　　　　　　　　　　　　　法人課税第一部門　　
電話：０８９５-２２-４５１１

国税庁
ホーム
ページ

お知らせ

　　えひめ結婚支援センターでは、独身のお子さまが
いる親御さまや独身の方を応援したい方を対象とし
たライフプランセミナーを開催します。セミナー終了
後は、個別相談会も実施します。
　　ご興味のある方はぜひご参加ください。
▶開催日時　　11月6日㈯　13:00～16：30
▶場所　　大洲市総合福祉センター（南予会場）
　　※ご自宅で、当日のオンライン(Zoom)受講や後
　　日のインターネット配信での受講も可能です。
▶参加料　　無料
▶申し込み方法　　9月1日㈬～10月20日㈬
　　ホームページからお申し込みください。メール、は　
　　がき、電話またはファクスでも可能です。

えひめ結婚支援センター
電話：089-933-5596

えひめ結婚
支援センター
ホームページ

ライフプランセミナーを開催します
お知らせ

※感染症等まん延防止の観点から、定員に達した場合はご参加いただけない場合があります。
※感染症の状況等により、延期もしくは中止となる場合があります。その場合には、予約いただいた連絡　　
先へお知らせします。
※電話によるお問い合わせ等は、自動音声案内により案内していますので、「２」を選択してください。

愛媛県
ホーム
ページ

　　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）にあ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）
　　とん服：痛み・熱など症状のある時

10月17日㈰～23日㈯は
「薬と健康の週間」

宇和島保健所企画課
電話：0895-22-5211

お知らせ

　　10月1日から愛媛県最低賃金は、1時間821円
です。

最低賃金改正のお知らせ

愛媛労働局賃金室            
電話：089-935-5205 
宇和島労働基準監督署
電話：0895-22-4655

お知らせ 　　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の
基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償
保障法に基づき、原動機付き自転車を含む全ての
自動車に加入が義務付けられています。自賠責保
険・共済なしで運行することは法令違反ですのでご
注意ください！

自賠責切れていませんか？
「自賠責保険・自賠責共済」

   

お知らせ

国土交通省四国運輸局愛媛運輸支局　
電話：089-956-1563

開催日 開催時間 定員 開催場所

10月 22日㈮ 11:00～ 12:00 20人
宇和島税務署２階大会議室
（宇和島市堀端町１-38）11月 25日㈭ 11:00～ 12:00 20人

12月 14日㈫ 11:00～ 12:00 20人

愛媛労働局
ホームページ
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　　10月は「骨髄バンク推進月間」です。毎年約
6千人の方が突然、白血病などの血液難病にか
かっています。「骨髄液や末梢血管細胞の提供」
というあなたの善意が血液難病患者さんの命を
救います。
　　愛媛県では、「骨髄バンク登録窓口」を開設し
ていますので、18歳から54歳までの健康な方の
登録をお願いします。
▶骨髄バンク登録窓口
　　宇和島保健所　 宇和島市天神町7-1
　　開設日：火曜日
　　電話：0895-22-5211
▶問い合わせ先
　　愛媛県庁薬務衛生課　　
　　電話：089-912-2391
　（公財）日本骨髄バンク　　
　　電話：03-5280-1789
　　また、愛南町でも支援を行っていますので、
　　詳しくはホームページをご覧ください。

　　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。

後期高齢者歯科口腔健康診査を行います
お知らせ

愛媛県後期高齢者医療広域連合事業課　電話：089-911-7739

愛媛県
後期高齢者
医療広域連合
ホームページ

日本臓器移植
ネットワーク
ホームページ

　　日本で臓器の移植を希望して待機している方
は、およそ1万５千人です。それに対して移植を受
けられる方は、年間およそ400人で、わずか２パー
セント程度というのが現状です。
　　臓器提供については、まず本人の意思が尊重さ
れ、さらに家族の承諾が必要となります。本人の意
思が不明な場合は、家族が決断することになりま
す。自分の死後のことを自らの意思で決めるため、
また家族が本人の意思を尊重しながら決断するこ
とができるよう、その意思を示しておくことが大切
です。
　　臓器提供の意思表示は、「提供する・提供しな
い」どちらの意思も等しく尊重されます。
［意思表示できるもの］
・健康保険証（裏面）
・運転免許証（裏面）
・マイナンバーカード（表面）
・意思表示カード
・インターネットによる意思登録

臓器移植普及推進月間

10月16日（第3土曜日）はシルバーのボランティアの日です

愛媛県庁医療対策課　　電話：089-912-2445

お知らせ

お知らせ

愛南町
ホーム
ページ

骨髄バンク推進月間

保健福祉課　　電話：72-1212

お知らせ

　　　ただいま会員の入会募集中です。明るく元気で健康な方、お気軽にセンターへお越しください。
　愛南町シルバー人材センター　　電話：73-2900
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南宇和森林組合作業員募集
　　現在、愛南町では森林整備に注力する中で、林業
従事者の確保・育成が必要となっています。
　　このため、南宇和森林組合で、林業作業員・重機
オペレーターを募集しています。経験のない方でも働
きながら資格を取ることができます。
　　詳しくはホームページをご覧いただくか、お問い合
わせください。

南宇和森林組合
電話：72-1842

募　集

南宇和
森林組合
ホーム
ページ

　　国土交通省では、都道府県、政令指定都市、高
速道路会社などと連携して、9月から11月にかけて
全国で自動車の使われ方などを調べる全国道路・
街路交通情勢調査を実施しています。全国道路・街
路交通情勢調査のうち、自動車起終点調査につい
ては、無作為に選定させていただいた自動車を保
有する人・事業者の皆さんに対して、自動車の利用
実態についてお答えいただく調査です。
　　調査結果は、 道路の計画や管理などについての
基礎となる重要な資料となるものです。 調査の主
旨をご理解いただき、 ご協力をお願いします。

全国道路・街路交通情勢調査
のお知らせ

   

お知らせ

　　労働保険（労災保険・雇用保険）料の第２期分
の納付期限は、11月1日㈪となっています。
　　事業主の皆さまへは、10月20日㈬ごろに納付書
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。
　　ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わ
せください。

労働保険料（第２期分）の納付について

愛媛労働局労働保険徴収室
電話：089-935-5202

お知らせ

【サポートセンター】
電話：0120-965-974
受付時間：9：00～18：00（日・祝日を除く）

愛媛県
ホーム
ページ

　　麻薬・覚醒剤・大麻・向精神薬・シンナーなどの
乱用は、乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、
各種犯罪の誘因など、公共の福祉に計り知れない
危害をもたらします。
　　愛媛県では、10月１日㈮から11月30日㈫まで
の２カ月間を「麻薬・覚醒剤乱用防止運動」の実施
期間と定め、薬物乱用防止活動をしています。
　　愛媛県の各保健所および愛媛県心と体の健康
センターに薬物相談窓口を設置し、相談や質問に
応じていますのでご利用ください。
【薬物相談窓口】
▶宇和島保健所
　　受付日時:水曜日　　10:00～15:00
　　電話：0895-28-6105
▶愛媛県心と体の健康センター（電話相談）
　　受付日時：月～金曜日　　8:30～17:15
　　電話：089-911-3880
【危険ドラッグ相談窓口】
▶宇和島保健所
　　受付日時：月～金曜日　　8:30～17:15
　　電話番号：0895-28-6105

愛媛県麻薬・覚醒剤乱用防止運動

宇和島保健所企画課　
電話：0895-22-5211

お知らせ

▶日時　　10月12日㈫　　13：00～15：15
▶開催方法　　オンライン開催
▶ 基調講演　　治部　れんげ（東京工業大学リベラ

ルアーツ研究院准教授）
▶ 基調講演テーマ　　持続可能な地域づくりと男女

共同参画～ジェンダーの視点から考える「自分ら
しく生きる」とは～
▶ パネルトークテーマ　　男女共同参画の視点に

立った意識の改革～無意識の思い込み（アンコン
シャス・バイアス）って？
▶ その他　　視聴方法等は愛媛県ホームページでお

知らせします。

第26回男女共同参画社会づくり
推進県民大会

愛媛県男女参画・県民協働課　男女参画グループ
電話：089-912-2332

   

お知らせ
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相　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２水曜日
10:00 ～ 12:00

西海町民会館
( 西海公民館 )

毎月第３水曜日
10:00 ～ 12:00

DE ・ あ ・ い ・ 21
( 内海公民館 )

　　事前に電話予約が必要です。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)

相　談

催　し
秋のいやしの南楽園

南レク株式会社「南楽園」
電話：0895-32-3344

南レク
ホーム
ページ

　　四季折々の情景を歌った俳句や川柳・短歌の展示、盆栽展を開催する他、期間限定で手作りスイーツや
パフェなどがお楽しみいただけます。　
　　また、ハロウィンにちなんだイベントや、専門講師の案内で園内の野鳥・植栽を観賞していただく、南楽園
ナチュラルウォーキングを開催します。
▶期間　　10月９日㈯～11月30日㈫　　▶場所　　日本庭園「南楽園」
▶入園料　　大人310円　　小・中・高校生150円　　65歳以上150円
▶開園時間　　9:00～17:00

　　突然の解雇、賃金未払い、パワハラ、納得できな
い労働条件、適切な職務命令に従わない従業員な
ど、労働者と事業者との労働関係トラブルの無料労
働相談を実施します。
▶夜間電話相談　　10月8日㈮　17:15～20：00　
▶出張労働相談　　10月15日㈮（事前予約優先）

愛媛県立図書館 13：30～17：00
▶労働委員専門相談　　10月22日㈮（要事前予約）
　　14：30～17：00

10月は「個別労働関係紛争処理制度」
周知月間

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

　　マダニによる感染症は春季以降に増加しま
す。愛媛県でもウイルスを保有するマダニにか
まれて感染する「重症熱性血小板減少症候群
（SFTS）」の患者が35人、「日本紅斑熱」の患者
が165人確認されています。この疾患はマダニの
活動が活発になる春から秋にかけて多く発生しま
すが、冬季にも注意が必要です。
　　農作業やレジャーなどで野山、畑、草むらなどに
入る場合は、マダニにかまれないよう肌の露出を
少なくしましょう。また、飼い犬がマダニをつけて持
ち帰ることもあるため散歩の後は確認し、犬小屋
などを清潔に保ちましょう。

マダニによる感染症にご注意

宇和島保健所健康増進課
電話：0895-22-5211

お知らせ

愛媛県
ホーム
ページ
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