情報のひろば
お 知 らせ

赤十字運動にご協力ください

赤十字運動の活動資金は、災害救助活動や難民救護活動な
どの社会福祉活動に役立っています。
本年度もご協力をよろしくお願いします。

■問合先 日本赤十字社今治市地区（福祉政策課内）

または各支所
TEL 0898-36-1525
FAX 0898-25-3757

障がいのある方同士、
ご家族の交流の場としてご利用ください。
時 毎月第２・第４月曜日（祝日は除く）
13：00～15：00
■場 所 総合福祉センター 愛らんど今治２階多目的利用室
■日

島しょ部巡回相談

お知らせ
みんなのひろば

老人ふれあいの家開館時間の変更
４月１日㈭から開館時間などが変更になります。
開館時間
浴場使用時間

今治市障がい者生活支援センターからのお知らせ

憩いの場「絆の里」

変更前
９：30～18：00
10：30～16：30

変更後
10：00～17：00
11：00～17：00

情報のひろば

■問合先 老人ふれあいの家

TEL 0898-48-4210

第１月曜日
第２火曜日
第３木曜日
第４火曜日
第１水曜日
第４木曜日

巡回相談（13：30～16：00）
吉海支所小会議室
宮窪支所会議室
社会福祉協議会伯方支部相談室
社会福祉協議会上浦支部相談室
大三島支所相談室
関前開発総合センター

障がい者相談員と合同相談日（13：30～15：00）
吉海支所中会議室
４月21日㈬、10月20日㈬
宮窪支所会議室
５月19日㈬、11月17日㈬
伯方公民館
６月16日㈬、12月15日㈬
７月21日㈬、令和４年１月19日㈬ 社会福祉協議会上浦支部相談室
８月18日㈬、令和４年２月16日㈬ 大三島支所相談室
９月15日㈬、令和４年３月16日㈬ 関前開発総合センター
容 障がいに関わる生活相談や、福祉サービスに関する
相談、情報提供
■相談料 無料
■問合先 今治市障がい者生活支援センター
TEL 0898-23-1747
FAX 0898-22-8441
■内

子育て
美術館・博物館

シルバー生きがい農園
事務窓口変更のお知らせ

危険物取扱者試験のお知らせ
■試験日 ６月27日㈰

今治市シルバー生きがい農園の受付および事務窓口を変更し
ました。利用時のお問い合わせは下記までお願いします。
■問合先 社会福祉法人今治市社会福祉協議会

としょかん

（総合福祉センター 愛らんど今治１階）
南宝来町１-９-８
TEL 0898-22-0426
FAX 0898-22-6022

■試験会場 愛媛大学、今治工業高等学校（学校の生徒などの

み）など

■申込方法 消防本部または東予地方局今治支局に置いてある申

健

し込 み用 紙を４月12日 ㈪から2 2日 ㈭までに郵送
（〒790-0011松山市千舟町４-５-４松山千舟454ビ
ル５階 （一財）
消防試験研究センター愛媛県支部）
※消防試験研究センターのホームページから
電子申請可
■問合先 消防本部 予防課
TEL 0898-32-6666㈹
消防試験
FAX 0898-32-0119
研究センター

康

令和３年度愛媛県警察官（大学卒）募集

自衛官募集説明会
時 ４月６日㈫、５月11日㈫
12：00～17：00
■場 所 伯方支所 ２階大会議室
■問合先 自衛隊愛媛地方協力本部
TEL 0898-33-0038

■第１次試験 ５月８日㈯・９日㈰

■日

救急病院

■受験資格 17歳以上34歳未満（令和３年４月１日現在）の方

今治地域事務所

で、大学卒業者または令和４年３月末日までに大学
卒表見込みの方
■申込方法 ４月２日㈮から19日㈪までに愛媛県警察ホームペー
ジの申し込みフォームからお申し込みください。
■問合先 愛媛県警察本部 警務課採用係
TEL 089-934-0110
TEL 0120-204-724
（平日９：00～17：00）
愛媛県警察
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令和３年度
今治市民軽スポーツフェスティバル

■日

時 ５月16日㈰

場 所
市営補助グラウンド（雨天中止）
中央体育館
別宮小学校（雨天中止）
旧今治小学校
中央体育館（雨天中止）

開会式９：00～

■その他 ※吹揚小学校区は居住する旧校区で参加

時
■定 員
■受講料
■申込締切

４月25日㈰ 10：30～12：00
各10人程度
無料
４月22日㈭まで

■申込先

今治市国際交流協会
TEL・FAX 0898-34-5763
Eメール info@iciea.jp

令和３年度学校開放講座
はじめての盆栽菊作り園芸講座

程 ５月８日、15日、６月19日、７月17日、８月28日、10
月２日の土曜日 ※学校行事により変更あり
９：00～11：30
■場 所 今治南高等学校日高農場（小泉３-３-７）
せんてい
■内 容 石付け盆栽菊（育苗、石削り、整枝、剪定、誘引）講
義と実技
■定 員 20人程度（先着順）※初めての方を優先
■受講料 無料（教材費2,000円程度必要）
■申込先 ４月12日㈪から５月14日㈮までに今治南高等学校
日高農場へ
TEL・FAX 0898-33-0197（担当 別府）
■日

広報いまばり

令和３年４月号
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救急病院

■日

時 ５月10日㈪～21日㈮ ※土日を除く
18：00～20：00（１日２時間 合計20時間）
■内 容 第二種電気工事士筆記試験に関すること
■対 象 第二種電気工事士受験者（予定者）および電気に興
味のある在職者
■定 員 10人※希望者が定員の半数に満たない場合中止
■受講料 6,000円程度（テキスト代別途必要）
■申込先 ４月19日㈪までに愛媛中央産業技術専門校
（桜井団地４-１-１）へ
TEL 0898-48-0525

康

外国人の先生がそれぞれの国の文化を紹介した後、ミニレッ
スンをします。
（英語、中国語、韓国語、イタリア語）
※Zoomを利用したレッスンです。

第二種電気工事士（筆記試験）講習受講者募集
■日

健

第１回交流会 オンラインで外国語レッスンを体験しよう

■対

としょかん

一般 3,000円、学生 1,000円
（１口） ・家族会員 上記会費に２人目から
一般 2,000円、学生 500円
・団体会員 10,000円
■会員特典 交流イベントや外国語講座などの優先案内および参
加料割引、無料英会話講座（大人対象）、i-News(ア
イニュース) の無料送付など
・交流イベント（年４回程度）
・語学講座 英会話・中国語・韓国語 その他の言語（予定）
・在住外国人対象日本語支援
■開館日 平日（８：30～17：15）、第１土曜日（13：00～17：
15）および第１日曜日（８：30～17：15）
※事前にご確認ください。

容 野菜の栽培実習、みそ作り、各種体験活動
象 今治市在住の女性で、農作業に通える方
初心者歓迎
■定 員 23人（先着順）
■受講料 無料（材料費などの実費は半額負担）
■申込先 ４月５日㈪から14日㈬ 8：30～17：15までに
波方支所住民サービス課へ
TEL 0898-41-7111
FAX 0898-41-5562
■内

美術館・博物館

■年会費 ・個人

実際に畑で野菜を育てながら、栽培管理の基礎を学びます。

子育て

令和３年度会員募集

波方女性農業大学 令和３年度受講生募集

情報のひろば

今治市国際交流協会からのお知らせ

程 ５月～令和４年３月 月１回（全11回）
13：30～15：30
■場 所 中央公民館
■内 容 健康や介護、文化や歴史などについての講義
■対 象 市に住所を有する60歳以上の方
■定 員 150人（応募者多数の場合は抽選）
■受講料 3,000円（年額）
■申込先 ４月21日㈬までに高齢介護課または各支所へ
TEL 0898-36-1526
FAX 0898-34-5077
■日

みんなのひろば

※大会要項・申込書はスポーツ振興課、各支所地域
教育課、各公民館で配布。
※⑦は小学４年生以上75歳までの自転車（６段変速
以上）をお持ちの方。自転車商組合加盟店でも申
し込みを受け付けます。
■申込先 ５月６日㈭までに各場所へ
①～⑥小学校区・地区対抗の部
各公民館または各支所地域教育課へ
①・⑤一般参加の部
スポーツ振興課へ TEL 0898-36-1604
⑦一般参加の部 ※サイクリングのみ
今治サイクリング協会（永井） TEL 0898-48-3430

今治ことぶき大学
令和３年度受講生募集

お知らせ

種 目
①グラウンドゴルフ
②レクリエーションバレーボール
③輪投げ
④シャフルボード
⑤ペタンク
⑥小学生バドミントン
⑦サイクリング

募 集

情報のひろば
１対１お見合い
「愛結び」の会員登録受付中

募 集

（今治市家族を作ろうサポート事業）
え

がお

きっと見つかる愛顔のご縁

「愛結び」
は会員制のお見合いシステムです。結婚を希望する
２０歳以上の独身男女が自身のプロフィールを登録し、入会から
お引き合わせ、そして結婚までお手伝いします。
■費

お知らせ

用 入会登録料
お引合せ時

１０,０００円（２年間有効）
２,０００円

「愛結びコーナー」定期開設中

みんなのひろば

時 ４月３日㈯、11日㈰、17日㈯、25日㈰
10：00～16：00（予約制）
■場 所 大西公民館 第２講座室ほか
■その他 ５月以降の日程はホームページをご覧ください。
■申込先 えひめ結婚支援センター 東予地区（火曜休業）
TEL 0897-47-4853
■日

情報のひろば

えひめ結婚
支援センター

子育て

友だちの輪を広げよう

団員募集

美術館・博物館

野外活動などを通し、自主性を持って行動することや、協力す
ることの大切さなどを学びます。

としょかん

ボーイスカウト（男女）
・ビーバー
就学直前～小学２年生
・カブスカウト 小学３～５年生
・ボーイ
小学６年生以上
■申込先 西原 TEL 090-8697-2917
海洋少年団
容 手旗信号や、ボートこぎ、体験航海
象 小学１年生以上
■申込先 檜垣 TEL 0898-56-2832
■内

■対

健
康
救急病院

ガールスカウト
・テンダーフット 就学前１年
・ブラウニー
小学１～３年生
・ジュニア
小学４～６年生
・シニア
中学生
・レンジャー
高校生年代
■申込先 村上 TEL 080-3928-6528

合同入団式
時 ５月16日㈰ 10：30～
所 総合福祉センター 愛らんど今治４階大ホール
■問合先 青少年センター
TEL 0898-36-1603
■日

■場
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手話奉仕員養成講座開講
手話の基本を学ぶことができます。伯方教室は昼のみで、テ
レビ会議方式によるスクリーンでの受講になります。
■期 間 ４月19日㈪～令和４年３月14日㈪
毎週月曜日
（全40回）
■時 間 昼の部 13：00～15：00、夜の部 19：00～21：00
■場 所 ①総合福祉センター 愛らんど今治４階多目的ホール
②伯方福祉センター
■対 象 初心者で市内に住所または勤務先がある方
■定 員 ①昼・夜各20人 ②５人（昼のみ） ※先着順
■受講料 無料（テキスト代のみ3,300円）
■申込先 電話または直接、今治市社会福祉協議会 手話通訳
者等派遣事業へ
TEL 0898-34-3661 FAX 0898-34-3662

①パソコン要約筆記者
②手書き要約筆記者 養成講座開講
難聴など聴覚に障がいを持つ方々へ情報を伝える手段として、
話の内容を文字で伝えるための技術を学ぶことができます。
程 ①４月16日㈮～令和４年２月25日㈮
毎週金曜日 19：00～21：00
②５月12日㈬～９月29日㈬
毎週水曜日 10：00～12：00
■場 所 総合福祉センター 愛らんど今治２階研修室
■対 象 ①はパソコンで文字入力ができる方
（テキスト代のみ3,600円）
■定 員 各15人 ■受講料 無料
■申込先 電話、ファクスまたは直接今治市社会福祉協議会へ
TEL 0898-34-3661 FAX 0898-34-3662
■日

令和３年度
国税専門官採用試験について
国税専門官募集標語
～公正な、世界へ。～

■受付期間 ４月７日㈬まで
■一次試験 ６月６日㈰

国税専門官
試験

■申込方法 インターネット申し込み

※インターネット申し込みができない環境にある場
合のみ郵送、持参（希望する第１次試験地を所轄
する国税局）
■問合先 高松国税局総務部人事第二課試験研修係
TEL 087-831-3111（内線245）

今治汐風

誌上川柳大会

題 各題２句
「変・舞う・訳・エール」
■会 費 1,000円（発表誌代）
■申込先 ４月30日㈮までに郵送で（〒799-2205
脇甲73-106）汐風川柳社事務局へ
※４月30日㈮当日消印有効
TEL 0898-53-6123（川上ますみ）
■宿

大西町宮

いまばり緑化フェア2021 アースマルシェ

催 し 物

まちなか広場 ほんからどんどん

時 ４月17日㈯、18日㈰ 10：00～16：00
■場 所 しまなみアースランド（高地町２-乙429-1）
■内 容 ・緑化推進表彰式 ４月18日㈰ 11：00～
・花苗無料配布 ４月18日㈰ ①11：50②14：30
・アースマルシェ
・キッチンカーによる飲食販売や雑貨販売
■問合先 しまなみアースランド
TEL 0898-32-5375
FAX 0898-32-3148
■日

●認知症介護のお悩み相談（認知症家族の会たんぽぽ）
４月５日㈪、19日㈪ 11：00～14：00
●「笑トレ」健康体操会（みすか笑いヨガクラブ）
４月１日㈭ 14：00～15：15
●まちなかサロン・高齢者レクリエーション
（今治市社会福祉協議会）※途中15：00からタオル遊び
４月20日㈫ 14：00～16：00

お知らせ

●歌声広場（Let’
s sing a song）
４月21日㈬ 14：00～16：00
●いついろ日舞会（恵容会 扇崎利容教室）
毎週土曜日 13：30～15：30
■場所・問合先

いまばり日曜朝市

■場

■日

時
所
■駐車場
■問合先
■場

４月11日㈰、25日㈰ ８：00～11：00
今治商店街アーケード内
市役所駐車場（開催時間内は無料）
今治商店街協同組合（ほんからどんどん内）
TEL 0898-32-0122 FAX 0898-31-3987

新規出店者を募集中

象 過去に出店されたことがない方
３か月（朝市６回）無料
明徳短期大学
業種によっては、対象外となる場合があります。

■出店料

子育て

■対

情報のひろば

時 ４月29日（木・祝） 13：00～
所 公会堂
■入場料 一般6,500円（前売り6,000円）
学生2,000円
きよつね
とおる
かねのだん
■演 目 能「清経」、舞囃子「融」、独吟「鐘之段」
ぶっし
たまのだん
狂言「佛師」、仕舞「玉之段」ほか７番など
■前売券販売所
橙黄会会員、林歯科、みかさや渡部呉服店、フローリ
スト寺町、きもの潮見、きもの綺綸、双花実進学教室
■問合先 橙黄会（大亀）
TEL 0898-22-0721 FAX 0898-23-9282
■日

みんなのひろば

第14回 今治能
第24回 関西観世花の会

ほんからどんどん（常盤町２-７-７）
TEL 0898-32-7230
※中止になる場合があります。

いまばり市民劇場「泰山の木の下で」

時 ５月12日㈬ 18：30～
所 公会堂
■内 容 瀬戸内の劇詩人小山祐士がヒロシマの祈りを美しい
詩情と哀歓で描いた作品
■申込先 ５月11日㈫までに、いまばり市民劇場へ
TEL 0898-32-0330
FAX 0898-25-3043
TEL 080-3929-0648（沖浜）
■日

美術館・博物館

■場

としょかん
健
康

姉妹都市

尾道市

救急病院

「尾道おやつコンテスト」受賞作品を販売中

尾道産食材を活用したオリジナルのおやつを公募し、審査を行う
「尾道おやつ
コンテスト」。今回は「元気がでる」をテーマに募集し、各賞が決定しました。受賞
作品は尾道市内各店舗などで販売しています。
グランプリ・Wink賞を受賞した「アップルレモンケーキ」は尾道産のレモンと
青森産のりんご・あんずを使ったケーキです。レモンなどに含まれるクエン酸に
は疲労回復や免疫力向上などの効果もあり、まさに
「元気のでる」
スイーツです。
・準グランプリ・バイヤーイチ押し賞／
「尾道マカロン」
（10月のさくら）
マイペンライ
・準グランプリ／
「はっさくたっぷりの太陽のクレームダンジュ」
（参遍来）
■問合先

尾道スローフードまちづくり推進協議会事務局
TEL 0848-38-9212

グランプリ・Wink賞 アップルレモンケーキ
（島ごころSETODA）
広報いまばり

令和３年４月号
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情報のひろば
明徳短期大学

２年間で学んだ技術の集大成！

スイーツ・カフェコース

介護福祉コース

お知らせ

毎年２月に１年生の訪問介護実習が始まります。
しかし、令
和２年度は、新型コロナウイルスの影響で中止になり、学内
で代替実習を行いました。
まずは、CIL松山
（自立生活支援センター松山）
の方々に来
ていただき障がい者支援のヘルパーの話を聞き、学生は介
護保険上の訪問介護との違いにも気づくことができました。
別の日にはZoomで
「在宅での多職種連携
（医療との連
携）
」
について、訪問薬剤師の方に高齢者の在宅だけでなく、
がん
癌の終末期の方や小児の事例から、介護福祉士の活躍の場
の広さも学びました。

１月27日㈬スイーツコンテストが開催されました。
「マジ
あめ
パン細工」
「 飴細工」
のいずれかを盛り込んだ作品を制作。
デコレーションの基礎技術の
「ナッペ」
や
「絞り」
が審査され
ました。卒業後もスイーツの魅力を伝える人材としてのさら
なる活躍を期待しています。

■問合先 今治明徳短期大学
みんなのひろば

（矢田甲688）
TEL 0898-22-7279
FAX 0898-22-7857

C I L 松 山 の 方から▶
障がい者支援の話
を聞きました。

明徳短期大学

情報のひろば

岡山理科大学

子育て

獣医学部生による
企画展示「牙展」を開催

美術館・博物館

サーベルタイガー、オオカミ、フタコブラクダ、ヒグマ、
マンドリル、イノシシなど。
獣医学部生のグループ「Muzoo（ミューズ）」が日頃
の学びを活かし、中央図書館とイオンモール今治新都市
で動物の頭蓋骨や牙に注目した「牙展」を企画展示しま
した。
今後も、獣医学部生の活躍にご期待ください。

■問合先 岡山理科大学今治キャンパス

としょかん

（いこいの丘１-３）
TEL 0898-52-9000
FAX 0898-52-9022

今治看護専門学校

健

合格祈願

康
救急病院

看護師国家試験、愛媛県准看護師試験に向け
て、２月10日㈬日々頑張ってきた学生に、先生・在
校生からエールを送りました。副校長からは、
「いい
予感」のゴロ合わせで
「いよかん」をプレゼント。
看護師・准看護師として、地域医療を担います。

校舎が新しくなりました

岡山理科大学

令和元年８月より改築中の校
舎が新校舎として生まれ変わり
ました。
不自由な仮校舎での授業か
らやっと解放。４月からは新校
舎での授業が始まります。
実習室や情報 処理室、明る
い学生ロビーなど、設備も充実
しました。本年度より電子教科
書も導入。ICT教育に向け、看
護学校も進化します。

■問合先 今治看護専門学校

（別宮町７-３-２）
TEL 0898-22-6545
FAX 0898-22-6582
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広報いまばり
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今治看護専門学校

