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預かり保育についてお知らせします

　　令和5年４月からあいなん幼稚園の入園を希望
する方は、次のとおり申し込みを行ってください。
■申込書配布方法
【在園児・新規児童分】あいなん幼稚園で配布します。
▶提出書類

教育・保育給付認定（現況届）申請書兼保育施
設入所申込書

▶申込期間　　１１月４日㈮～２５日㈮
▶提出先　　あいなん幼稚園
▶募集年齢　　３〜５歳児
▶保育時間　　8：30～14：30（月～金）

問 ：保健福祉課　電話：72-1212
　　 あいなん幼稚園　電話：72-0836

募 集

　　令和5年4月から保育所の入所を希望する方は、
次のとおり申し込みを行ってください。
■申込書配布方法
【在園児分】保育所経由で配布します。
【新規児童分】入所希望の保育所で配布します。
▶提出書類

教育・保育給付認定（現況届）申請書兼保育施
設入所申込書、家庭の就労状況調査票
▶申込期間　　１１月４日㈮～２５日㈮
▶提出先　　入所希望の保育所に提出してください。
※令和５年５月以降に途中入所を希望される方（こ
れから出産予定の方、育児休暇の終了で職場復帰
のため、年度途中に保育所入所が必要な方）も、必
ず上記申込期間内に入所希望の保育所に提出して
ください。途中入所の申し込みをしていない場合は、
希望する保育所に入所できない場合があります。
▶注意事項
① 児童の属する世帯員または近隣にお住まいの祖

父母の方などで、保育のできる状況の方がおられ
る場合、利用調整において入所できないことがあ
ります。また、就職活動後の就業状況（パート等）
の再調査を随時行いますので、ご協力をお願いし
ます。

② 申し込み後の面接は、令和５年１月下旬頃を予定
しています。日程が決まり次第、追加で必要となる
書類と面接のご案内を同封し、個別に通知します。

③詳しい内容は申し込み関係書類をご確認ください。

募 集

　　保育時間終了後に家庭の事情などで保育できな
い保護者を対象に、保育時間を延長する「預かり保
育」を実施しています。
▶利用料金　　１時間１００円
▶保育時間　　保育終了後の14：30～16：30

長期休業中は9：00～16：00（平日の実施日に限る）

延長保育についてお知らせします
　　一部の保育所において、延長保育を行っています。
保護者の就労などにより、延長保育が必要な場合
は、実施保育所への入所が必要です。
　詳しくは申し込み案内をご確認ください。
▶�実施保育所　　柏保育所、御荘保育所、城辺保育

所、一本松保育所、はまゆう乳幼児保育所
▶延長保育料　　１時間につき100円

問 ：保健福祉課　電話：72-1212

令和５年度あいなん幼稚園の園児募集 令和５年度保育所入所のご案内

愛媛FCから
愛南町マッチタウンのお知らせ

　ニンジニアスタジアム(愛媛県総合運動公園)で愛南町マッチタウンが開催されます。
▶日時　　11月12日㈯　15:00キックオフ
▶対戦相手　　アスルクラロ沼津

愛南町に在住の方は、通常よりお得なチケットを購入いただけます。
Ｂ自由席⇒高校生以下は無料（通常前売700円）、一般の方は1,000円（通常前売2,100円）
　　チケットは、右記二次元コードから購入手続きができます（JリーグIDの登録・取得が必要です）。
なお、チケットの販売期間は、11月11日㈮23:59までです。

問 ：生涯学習課　電話：73ｰ1112

愛媛FC
ホーム
ページ

令和４年度愛南町文化祭について
　　愛南町文化協会主催による文化祭を11月26日
㈯・27日㈰の２日間にわたり開催します。御荘文化
センター、城の辺学習館を会場として、文化協会員
の作品が展示されるほか、27日㈰には平城公民館
で囲碁大会が行われます。なお、ステージ発表部門
については、一般観覧は行わず後日ケーブルテレビ
にて放映いたします。

問 ：生涯学習課　電話：73ｰ1112
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　　伊方発電所では、安全を最優先にする文化と、
これまで培ってきた技術力を確実に引き継いでい
ます。
　　発電所の取り組みを動画で紹介していますの
で、ぜひご覧ください。

伊方発電所
安全確保への取り組みについて

お知らせ

原子力本部エネルギー広報グループ
電話：089-946-9730
伊方発電所広報課
電話：0894-39-1701
（平日9:00～17:00）

安全への思いをひとつに

お知らせ
最低賃金改正のお知らせ

10月5日から愛媛県最低賃金は1時間853円
です。

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

愛媛労働局
ホーム
ページ

お知らせ
釣りシーズンの事故防止について
　　秋季、海釣り中の事故が多発しています。釣りに
出かける際は、安全に関する情報を事前に確認す
るほか、転落を防ぐため足元をしっかり見るなど注
意して行動するようにしましょう。
　　詳しくは、海上保安庁ホームページでご確認く
ださい。

宇和島海上保安部交通課
電話：0895ｰ22-1933

税関
ホーム
ページ

　　厚生労働省では、国民お一人お一人、「ねんき
んネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に
思いを巡らしていただく日として、11月30日（いい
みらい）を年金の日としています。
　　この機会に、「ねんきんネット」でご自身の年金
記録や年金見込み額を確認し、将来の生活設計
について考えてみませんか。
　　「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコン
やスマートフォンからいつでもご自身の年金記録
を確認できるほか、ご自身の年金記録からさまざ
まな条件を設定した上で、年金見込み額の試算を
することもできます。
　「ねんきんネット」については、日本年金機構の

ホームページでご確認いただくか、ねんきんネット
専用電話（0570-058-555）にお問い合わせく
ださい。

11月30日（いいみらい）は

「年金の日」です!

宇和島年金事務所
電話：0895-22-5440

　

お知らせ

日本
年金機構
ホーム
ページ

お知らせ
「何かおかしいな」と感じたら情報提供を！！
私のまちの「NATIONAL GATE」
　　税関は、明治５年11月に前身である運上所か
ら改称されて、今年で発足150周年となりました。
　　日本の貿易の健全な発展に寄与することに併
せて、安心・安全な社会を実現するために、覚醒剤
などの不正薬物、けん銃・銃砲、金地金、爆発物な
どのテロ関連物資等の密輸防止に取り組んでい
ますので、身近で何かおかしいことがあれば情報
の提供をお願いします。

▶密輸ダイヤル（24時間）：0120-4
し ろ い

61-9
く ろ い

61

神戸税関松山税関支署
電話：089-951-0319

税関
ホーム
ページ
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お知らせ
全国一斉
「女性の人権ホットライン」強化週間
における「電話相談開設」について

▶期間　　１１月１8日㈮～24日㈭　8:30～19:00
※土日は10:00～17:00

▶相談内容
女性の人権問題に関するあらゆる相談
 （夫やパートナーからの暴力、職場などにおける
セクシャル・ハラスメント、ストーカー被害、女性
差別、離婚問題等の家庭内問題など）
▶電話　　0570-070-810（携帯からも可能）
▶相談担当者　　人権擁護委員および法務局職員

　　予約不要、無料、秘密は厳守します。詳しくは、お
問い合わせください。

松山地方法務局
電話：089-932-0888

お知らせ
差し押さえ不動産の合同公売会を
実施します

▶日時　　11月24日㈭　13:00～
▶場所　　リジェール松山7階ゴールドホール

（松山市南堀端町2-3）
　　各機関への問い合わせは11月1日㈫以降にお
願いします。
　　新型コロナウイルス感染拡大などの影響により
中止する場合は、各機関のホームページでお知ら
せする予定です。

愛媛地方税滞納整理機構
電話:089-913-5800
高松国税局特別整理第一部門
電話:087-831-3111

愛媛地方税
滞納整理機構
ホームページ

高松国税局
ホーム
ページ

「ひきこもり家族のつどい」

　　ひきこもりに悩む家族を対象に、家族のつどいを宇和島保健所にて開催します。家族の対応や考え方を学んだり、
同じ悩みを抱える家族同士で語り合ったりしてみませんか。参加を希望される方は事前に電話でご連絡ください。
▶日時　　12月16日㈮　14:00～15:30
▶対象者　　ひきこもりの本人が18歳以上である方のご家族（ひきこもりとは、半年以上他者との交流を避けて

家にいる状態です）
▶費用　　無料 宇和島保健所健康増進課　　電話：０８９5－2２－5211

相　談

　

お知らせ
令和４年度「食の安全・安心県民講座」
　　食品の安全性に関する基礎的な知識の普及を
目的に「食の安全・安心県民講座」を開催します。
　　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、
募集内容などの変更または開催の中止となる場
合があります。

▶対象者　　消費者、食品関連事業者、生産者等
▶予定人員　　100人程度
▶日時　　11月21日㈪　13：00～16：30
▶場所　　宇和島市立岩松公民館大集会室
▶内容

食品等に関する情報提供・意見交換・講演

えひめ食の安全・安心推進本部事務局
電話：089ｰ912-2395

お知らせ
食べきり！クリスマスキャンペーン

　　県では、えひめの食べきり推進店（食品ロス削
減に取り組む食品小売店）にあるポスターの二次
元コードを読み取り、簡単なアンケートに回答する
と、キッチングッズが当たるキャンペーンを実施しま
す。ぜひご応募ください。

▶応募期間　　11月1日㈫～12月25日㈰

愛媛県循環型社会推進課
電話：089-912-2356

愛媛県
ホーム
ページ
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催　し
巡視船たかつきの一般公開について

　　「巡視船たかつき」を見学しよう！！

▶日時　　１2月10日㈯　12:30～14:30
▶場所　　愛南町深浦港
▶その他　　事前予約不要（小学生以下は保護者

同伴）、駐車スペースあり。急な階段、突起物が
あるため、滑りにくい靴でご乗船ください。
荒天・事件事故対応のため中止または時間短
縮する場合があります。（少雨決行）

宇和島海上保安部管理課
電話：0895-22-1591

催　し
秋のいやしの南楽園

　　宇和島市出身の画家、越智紀
き く は る

久張氏の絵画作
品展や、盆栽愛好家による盆栽展を開催するほ
か、園内の野鳥・植物を観賞しながら園内を散策
する「南楽園ナチュラルウォーキング」などを実施
します。そのほかにも「木彫り牛鬼」絵付け体験や
「なんなんちゃんを探せ！Enjoyウォーク」などさま
ざまな催しを行います。

▶日時　　１0月8日㈯～11月30日㈬
9:00～17:00

▶場所　　南楽園
▶入園料　　大人310円

小・中・高校生150円
65歳以上150円

南レク（株）「南楽園」
電話：0895-32-3344

催　し
予土まちサイクルデジタルスタンプラリー

　　風景や体験を楽しみながらゆったり自転車で巡
る「散走」を予土県境地域で楽しみませんか？
対象スポットを回り、コース内のデジタルスタンプ
をすべて集めた方には、抽選で予土県境地域の道
の駅商品を詰め合わせた「予土まちの特産品セッ
ト」をプレゼントします。

▶開催期間　　１月29日㈰まで
▶コース

 鬼北まちなかコース（鬼北町）
よって西土佐コース（四万十市西土佐）
2リバービューライドコース（道の駅8カ所）
 詳しくは、予土まちサイクルホームページをご覧
ください。

予土県境地域連携実行委員会事務局
（愛媛県南予地方局地域政策課内）
電話：0895-28-6143

募　集
新居浜産業技術専門校
令和５年度中期入校生募集開始
▶コース

「機械・保全・電気技術者」、「2級自動車整備
士」、「溶接・金属加工技術者」の養成。
高卒以上対象。2年間課程。

▶中期募集期間　　11月14日㈪～12月9日㈮
▶費用　　選考料2,200円

授業料月額9,900円等
　　詳しくはホームページをご覧ください。

愛媛県立新居浜産業技術専門校
電話：0897-43-4123

愛媛県
ホーム
ページ

南レク
ホーム
ページ

予土まち
サイクル
ホーム
ページ

予土県境地域

愛媛県：宇和島市・松野町・鬼
北町
高知県：四万十市・四万十町


