情報 BOX
男女共同参画の視点で考え
る防災フォーラム

路線バスで白猪の滝に行っ
てみませんか

東日本大震災で災害対策に取り組
まれた木須八重子さんをお招きし
て講演・対談を行います。
▶日時 ６月19日㈬
13時30分～15時30分
▶会場 マリエール大洲
▶費用 無料
市役所から会場まで送迎をします
ので、希望者は６月７日㈮までに市
総務課（☎964-4400）にお申込みく
ださい。
問 愛媛県 男女参画・県民協働課
男女参画グループ
（☎912-2332）

自衛官候補生の募集
18歳以上33歳未満の人が対象です。
▶試験日 ６月15日㈯
７月28日㈰
▶締切 試験４日前まで
▶会場 松山駐屯地
問 自衛隊松山募集案内所
（☎947-3040）

第16回路線バスで東温ぶらり発見
10月から、消費税軽減税率制度が
の「地元案内人と歩く白猪の滝と菖
実施されます。軽減税率制度は、全
蒲園～子規や漱石の足跡にふれて
ての事業者の方に関係します。
「準
みよう～」を開催します。
備はこれから」という方は、説明会
▶開催日 ６月17日㈪
（無料）を次の日程で開催しますの
※雨天時は翌日順延
で、是非ご参加ください。
▶行き先 河之内「白猪の滝・菖蒲園」 ▶日程 ６月24日㈪、７月30日㈫、
▶定員 20人（先着）
８月21日㈬、９月19日㈭、９月
▶締切 ６月10日㈪
20日㈮
▶参加費 500円（バス代は別途自
▶時間 ①10時〜11時30分
己負担）
②14時〜15時30分
▶集合場所 横河原駅９時25分／
▶場所 松山若草合同庁舎
川内支所９時30分
問 松山税務署 総務課
＊車の方は川内支所に駐車し、バス
( ☎941-9121)
に乗車してください。
問 みんなの公共交通を考える会
児童手当等現況届の提出を
( ☎080-2970-0432)
お忘れなく
児童手当等を引き続き受ける要件
重信川サイクリングロード があるか確認するため、毎年現況届
スタンプラリー開催
を提出する必要があります。提出が
重信川周辺をサイクリングしなが
ない場合は６月以降の手当が受け
ら、スタンプを集めましょう。アン
られなくなります。６月初旬に用紙
ケート回答者の中から、抽選で中予
を郵送しますので、社会福祉課また
の特産品を進呈！
は川内支所へ提出してください。
▶期間 ６月１日㈯〜７月31日㈬
▶ 受 付 8時30分 ～17時15分（ 郵
▶応募方法 台紙にスタンプを集
送可）
め、アンケートに記入して県武道
※公務員の人は勤務先で手続きを
館又は県森の交流センターに提出
してください。
問 愛媛県中予地方局 地域政策課
問 社会福祉課（☎964-4406）
( ☎909-8751）

愛媛プロスポーツ
愛媛ＦＣ
会場
ニンジニアスタジアム
VS 柏 レ イ ソ ル
９㈰
開始
17時
VS 京 都 サ ン ガ F.C.
22㈯
開始
19時

愛媛ＦＣを松山
広域デーでお得
に観戦！

日時

６月試合スケジュール
＼会場で応援しよう／

広報とうおん

１㈯
２㈰

VS

香川オリーブガイナーズ

開始

18時

６月９日㈰

17 時キックオフ

対戦

柏レイソル

場所

ニンジニアスタジアム

＊事前購入でオレンジ自由席が 1,000 円に！
（高校生以下無料）

2019.6

「私の中予サイクリング
お勧めスポット」写真募集

愛媛マンダリンパイレーツ
会場
坊っちゃんスタジアム

問 愛媛 FC 事務局（☎ 970-0700）
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消費税軽減税率制度説明会
を開催します

中予の美しい風景やとっておきの
お勧めスポットを募集します。優
れた応募作品には図書カードを進
呈！
▶期間 ６月１日㈯～８月31日㈯
▶ 応 募 方 法 期 日 ま で に SNS で
「#ehime_chuyo」を 付 け て、 写
真や紹介コメントを投稿してく
ださい。
（写真等の郵送も可）
問 愛媛県中予地方局 地域政策課
( ☎909-8751）

タクシー無料送迎

▶対象者

どなたでも

▶料

無料

金

▶利用可能日

東

東温市全域で投票所
への行き来が便利に

池川 義晴さん

投票日当日
のみ

温市は、県内で唯一、選挙投票日に「タクシーによる投票所
への無料送迎」を行っています。今年７月に行われる予定の

参議院議員通常選挙でも同様に行う予定です。是非ご利用ください。
＊注意事項
投票以外の目的で利用することはできません。 ▽利用できる区間は自宅等と
投票所の区間です。 ▽１台のタクシーに同居のご家族や投票する方を介助す
る方などが同乗することも可能です。 ▽配車の状況によっては希望する時間
に利用できないことがあります。 ▽福祉タクシーは原則車椅子などの方を優
先させていただきます。

マイナンバーカードを
作りましょう

困ったら一人で悩まず
行政相談を

確定申告などを行う際に必要なマ
イナンバー（個人番号）は、通知カー
ドやマイナンバーカードで確認す
ることができます。マイナンバー
カードは、確定申告以外に身分証明
書や住民票等コンビニ交付サービ
ス時に利用できます。
市民課では、７月〜９月の間、申請
用顔写真の無料撮影・印刷サービス
を行いますので、この機会にマイナ
ンバーカードの作成をお願いしま
す。
問 市民課（☎964-4404）

税務職員採用試験
▶資格 ①平成31年４月１日にお
いて高校卒業後３年を経過して
いない者及び令和２年３月まで
に高校卒業見込みの者②人事院
が①に掲げる者に準ずると認め
る者
▶試験日 第一次試験 ９月１日㈰
第二次試験は10月９日から18日
のうち指定する日
▶会場 徳島市、高松市、松山市、
高知市
▶受付期間 ６月17日㈪９時～
６月26日㈬（受信有効）
※原則として、インターネット申込
みをご利用ください。
問 松山税務署（☎941-9121）

菅野 尚人さん

平成31年４月１日付けで、池川義
晴さん（重信地区）、菅野尚人さん
（川内地区）が、総務大臣から行政相
談委員に再委嘱されました。
行政相談委員は、国民の皆さんの行
政に関する苦情や意見・要望をお聞
きし、皆さんと役所などの間に立
ち、公平・中立的立場で相談にのっ
てくれます。
開催日時・場所は19ページをご覧
ください。相談は無料で秘密は厳守
されます。
問 総務課（☎964-4400）

経済センサス - 基礎調査を
実施します
この調査は、調査員が全国全ての事
業所の活動状態を実地に確認し、新
たに把握した事業所など一部の事
業所には調査票を配布するもので
す。本市の調査期間は６月から翌年
３月ですので、調査にご協力をお願
いします。
問 総務課（☎964-4400）

海運・船・船員について
知ろう
貨物船等の役割や船員について説
明します。
▶日時 ６月29日㈯
10時30分～14時
▶場所 宇和島総合福祉センター
▶対象 どなたでもご参加可能
▶申込 不要（団体で参加の場合は
事前連絡が必要です）
問 愛媛内航海運組合連合会事務局
（☎943-6630）

広報とうおん
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