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愛媛県SDGｓ推進企業登録制度
愛媛県ではSDGｓ活動に取り組む企業など登
録制度を創設しました｡県ホームページにて取り
組みを発信していきますので､県内企業·団体など
の皆さまからのご応募をお待ちしています｡
▶対象 新規登録後、最初に迎える7月末まで
▶申請期限 随時受け付け中
▶提出方法 メールまたは郵送
▶登録料 無料
愛媛県産業政策課
電話：089-912-2475

愛媛県
ホーム
ページ

お知らせ

国民年金基金のお知らせ
国民年金基金は、自営業者やフリーランスなど
国民年金第１号被保険者の方々が安心して老後
を過ごせるように、国民年金（老齢基礎年金）に
ゆとりをプラスする公的な年金制度です。掛金が
全額社会保険料控除の対象になるなど税制上
の優遇措置があります。
また、60歳以上65歳未満の方や海外に居住
されている方で国民年金に任意加入している方
も加入できます。
資料請求は、全国国民年金基金愛媛支部
（フリーダイヤル：0120-65-4192）までお問い
合わせください。
全国国民年金基金愛媛支部
電話:089-921-2182
お知らせ

12月は「ふぐ中毒防止月間」です
フグの毒はテトロドトキシンと呼ばれ、神経をま
ひさせる作用があり、最悪の場合は死亡すること
もある猛毒(青酸カリの約1,000倍)です。毒は煮
たり、焼いたりしてもなくなりません。
フグ中毒防止のため、次の点に注意しましょう。
〇フグをさばくには、「ふぐ取扱者免許」が必要で
す。 素人調理は厳禁です。
〇釣ったフグを自ら調理したり、人にあげたりして
はいけません。フグ中毒の事件のほとんどが家
庭における素人調理が原因です。

宇和島保健所生活衛生課
電話:0895-28-6108
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愛媛県
ホーム
ページ

愛work Challenge 企業研究博
を開催します
学生への就職促進を図るための企業研究イベ
ントを開催します｡公的機関および企業55社が参
加し､午前はテーマ別研究会、午後は各ブースに
分かれて企業研究会を実施します。
▶日時 令和4年1月6日㈭～7日㈮
午前の部 10：00～12:00
午後の部 13：30～16:00
▶会場 松山市総合コミュニティセンター
企画展示ホール
▶対象者 学生（2023年卒業予定者·既卒3年
以内の求職者）※県内·県外は問いませんが高
校生は対象外です｡
参加料は無料ですが､申し込みが必要です｡詳
しくはホームページをご覧ください｡

ジョブカフェ愛work
電話：089-913-8686

企業
研究博
ホーム
ページ

お知らせ

「温泉でほっ！とシェア」キャンペーン
実施中
愛媛県では、温浴施設に出掛けることで、「家
庭のお風呂から出る二酸化炭素排出量」の削減
を目的に、温浴施設の利用を促進する「温泉で
ほっ！とシェア」キャンペーンを新型コロナウイルス
感染症の感染防止に配慮しながら、来年2月末ま
で実施しています。
キャンペーン期間中、協力施設である「温泉
シェアスポット」の入浴でもらえるスタンプを５個
集めて応募すると、県内の温浴施設の宿泊券な
どが抽選で当たるスタンプラリーを実施していま
す。また、施設によっては入浴料の割り引きなどの
お得な特典が受けられるところもあります。
気軽に楽しく温暖化対策をはじめてみません
か。
▶期間 11月1日㈪～令和4年2月28日㈪
愛媛県県民環境課部環境局
環境政策課温暖化対策グループ
電話：089-912-2349

愛媛県
ホーム
ページ
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愛媛県立宇和島産業技術専門校
令和３年度「技能ひろば」
公共職業訓練（ハロートレーニング）を行う職業
能力開発校(産業技術専門校)を一般開放し、訓
練作品の展示発表、ものづくり技能体験の提供な
どを行います。
▶日時 12月12日㈰ 9:30～12:30
※例年より時間を短縮します。
▶場所 愛媛県立宇和島産業技術専門校内
▶内容 （1）訓練作品の展示発表（※木工・縫
製品の即売は行いません）、（2）技能体験（定
員制）、（3）技能サービス、（４）離・転職者向
け職業訓練、障がい者向け職業訓練相談コー
ナー
※今年度は新型コロナウイルス感染症およびその
他の感染症対策として、マスクの着用や消毒の徹
底、検温などの感染防止対策を施し、時間短縮、
内容変更した上で実施します。

12月4日㈯～10日㈮は｢第73回人権週間｣で
す｡
松山地方法務局および愛媛県人権擁護委員
連合会では､｢『誰か』のことじゃない｡｣を啓発活
動重点目標とし､人権尊重思想の普及高揚を図っ
ています｡
この機会に､人権意識を高め､相手の気持ちを
考え､違いを認め合う心を育てましょう｡
人権問題でお困りの方は､みんなの人権110番
（電話：0570-003-110）までご相談ください｡
詳しくは､松山地方法務局にお問い合わせくだ
さい｡

し

内田玲子展示会を開催します
れ い こ

旧一本松町出身の内田玲子さんによる展示会
が開催されます。
家庭教育カウンセラーとして行ってきた講演会
（5,000回以上）の資料や著書の他、世界各国で
翻訳出版された書籍やお礼状の展示を行います。
ぜひご来場の上、ご鑑賞ください。
▶日時 12月３日㈮～5日㈰ 9:00～17:00
▶場所 一本松山村開発センター（１階）
▶入場料 無料

松山地方法務局
電話：089-932-0888
お知らせ

税関では、覚せい剤や大麻などの違法薬物の
密輸の取り締まりをしています。
「港で不審な漂流物や船を見かけた」「面識
のない人から外国からの荷物の受け取りを依頼
された」など、身の周りでおかしな光景を目にし
た際は、24時間受け付けの密輸ダイヤル（電話：
0120-461-961）にお知らせください。
税関
ホーム
ページ

松山税関支署宇和島出張所
電話:0895-22-1254
催

内田玲子
ホーム
ページ

内田玲子プロフィール
旧一本松町出身。 昭和55年より家庭教育
カウンセラーとして講演活動を行う。
2011年、一本松公園に記念碑とシダレ桜
を植樹。
内田玲子事務所
電話：0585-45-8693

法務省
ホーム
ページ

密輸情報提供のお願い

愛媛県立宇和島産業技術専門校
電話：0895-22-3410
催

第７３回人権週間のお知らせ

し

南楽園障がい者サービスデー
「障害者週間」の期間中は、障がい者の福祉に
ついて関心と理解を深めるため、障がい者手帳を
お持ちの方と介助される方１人は、南楽園の入園
料を無料とします。
▶日時 12月３日㈮～9日㈭
▶場所 日本庭園「南楽園」
▶利用条件 障がい者手帳の
提示が必要です。
南レク（株）「南楽園」
電話：0895-32-3344

南レク
ホーム
ページ
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放送大学入学生募集

陸上自衛隊 高等工科学校生徒募集

放送大学は2022年4月入学生を募集していま
す。10代から90代の幅広い世代、約9万人の学
生が大学を卒業したい、学びを楽しみたいなどさ
まざまな目的で学んでいます。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科
学など、約300の幅広い授業科目があり、1科目
から学ぶことができます。
▶出願期間
第１回 11月26日㈮～令和４年2月28日㈪
第2回 令和４年3月１日㈫～３月１５日㈫
詳しい資料を送付しますので、お気軽にお問い
合わせください。

①一般採用（第１次）試験
▶応募資格 中卒（見込み含む）17歳未満の男子
▶受付期間 令和４年１月14日㈮締め切り
▶試験日 令和４年１月22日㈯
▶試験場 肱南公民館（大洲市）
▶試験科目 国語・社会・数学・理科・英語(択一
式)および作文

放送大学愛媛学習センター
電話：089-923-8544
相

放送大学
ホーム
ページ

談

えんげ相談窓口のご案内

②推薦採用試験
▶応募資格 中卒（見込み含む）17歳未満の男
子で、成績等優秀により学校長が推薦
▶受付期間 12月３日㈮締め切り
▶試験日 令和４年１月８日㈯～11日㈫のうち指
定する１日
▶試験場 陸上自衛隊伊丹駐屯地
（兵庫県伊丹市緑ヶ丘７-１-１）
▶試験科目 口述試験、筆記試験（作文を含む）
および身体検査
自衛隊宇和島地域事務所
電話：0895-23-5431

最近「のどが弱くなったなあ。」と感じることはありませんか？ここ数年、のどの不調からくる肺炎（ごえん性
肺炎）にかかる患者さんが増えています。肺炎による高齢者の死亡原因第1位は、ごえん性肺炎です。
県立南宇和病院では、愛南町の方に元気で長生きしてもらうために『えんげ相談窓口』を開設しています。
下のごっくんチェック表で食べる力をチェックしてみてください。そして、チェックが入った方、ご家族の方はお気
軽にご相談ください。無料えんげ相談窓口に来る方は、特別な人ではありません。皆さんと同じように元気に
生活をされている方です。
予約方法：愛媛県立南宇和病院（電話：0895-72-1231）に
電話をして「えんげ相談の予約が取りたい」とお伝えください。
【えんげ相談窓口利用者の声】
かむ力、のどの力をチェックしてもらい、体操なども
教えていただきました。えんげ相談窓口に行って良
かったと思ったので友人にも声を掛けたところ、友
人も相談窓口を利用しました。無料で相談できる
場所があることを皆、喜んでいます。
深浦地区利用者さまより

ごっくんチェック表
□
□
□
□
□
□
□

1年以内に肺炎と診断されたことがある
6ヶ月間で2～3kg以上の体重減少があった
お茶や汁物等でむせることがある
のどに食べ物が残る感じがする
食べるのが遅くなった
半年前に比べて硬いものが食べにくい
口の渇きが気になる
出典：ごっくんチェック表，新宿区ごっくんプロジェクト
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