JICA 海外協力隊募集

不動産無料相談会

て い ま す。 世 界70カ 国 で1,000を
超える仕事が必要とされています。
技術・経験を開発途上国で活かし

（予約不要）
相談が可能です。
▶日時 ２月18日㈫ 10時～16時
▶場所 いよてつ髙島屋７階

独立行政法人国際協力機構（JICA）
は、2020年春の協力隊募集を行っ

てみませんか？（原則、ウェブでの応募）
▶応募期間 ２月20日㈭〜３月30
日㈪ 正午締切
▶応募資格 ①1950年４月１日〜
2000年９月２日生まれ ②日本
国籍を持っていること など
▶詳細 https://www.jica.go.jp/
volunteer/ まで
問 JICA 四国
（☎087-821-8825）

不動産の購入や売却・賃借・相続
などの際に抱く疑問・不安解消の

引業保証協会愛媛本部
問（公社）愛媛県宅地建物取引業協
会
（☎943-2184）

令和最初の大合戦！松山城冬
の陣

▶入場料 無料
場制限あり

＊申込不要、入

問 県生涯学習センター
（☎963-2111）

▶料金 無料（一部有料エリアあり）
問 観光・国際交流課
（☎948-6557）

草の家

( 守安久二子作 )
2018 年に全国公募で開催した戯曲賞の大賞作品
「草の家」
を、岩渕敏司氏（坊っちゃん劇場作品に出演）ほか実力派俳優の出演で舞台化。

日 程 ①２月 22 日㈯ 19 時〜 ② 23 日㈰ 13 時 30 分〜
③ 23 日㈰ 18 時〜 ④ 24 日㈪ 13 時 30 分〜
場 所 東温アートヴィレッジセンター シアター NEST

前売り （一般）2,000 円、
（23 歳以下）1,500 円、
（中学生以下）1,000 円
＊当日券はいずれも＋ 500 円
予約・問い合せ NPO 法人シアターネットワークえひめ（☎ 904-7025）
ホームページ https://art-village-toon.jp
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古今亭菊志ん氏による落語をはじ
め、マジック、コントなどが楽し
めます。ゲストに中村元紀氏（坊っ
ちゃん劇場）をお招きする、小さ
なお子様が声を出しても大丈夫な

楽しい寄席。
▶日時 ２月11日㈫ ①15時〜、
②19時〜（80分）
▶場所 東温アートヴィレッジセ
ンター シアター NEST
▶料金 1,000円／人（親子で来場の
▶主催 東温市移住定住促進協議会
問 東温アートヴィレッジセン
ター（☎990-7210）

とうおんアートヴィレッジフェスティバル 2019

TOON 戯曲賞 2018
大賞演劇公演

会場

人は子ども１人分無料、年齢制限なし）

松山城を周遊しながら、宝の地図
に描かれた謎の解読に挑戦するリ
アル宝探しや、二之丸史跡庭園に
登場する忍者巨大迷路などイベン
ト盛りだくさん。
▶日程 ３月８日㈰まで
▶会場 松山城、二之丸史跡庭園

愛媛 の プロスポーツ（２月）
愛媛オレンジバイキングス

キャッスルルーム
▶主催 （公社）愛媛県宅地建物取
引業協会・
（公社）
全国宅地建物取

愛媛人物博物館冬季企画展で
ミュージカル「城ノブ」を公演

愛媛県生涯学習センター（松山市上
野町）で、とうおん舞台芸術アカ
デミーと坊っちゃん劇場による
ミュージカル公演が行われます。
大正〜昭和初期にかけて女性や子
どもなど立場の弱い人々の救済に
尽力した社会実業者である「城ノ
ブ」の半生を描いた作品。同セン
ター内の企画展では関係資料を紹
介。３月８日㈰まで。
▶日時 ３月１日㈰ 14時30分開場
▶会場 愛媛県生涯学習センター
県民小劇場

大人も楽しめる 東温親子寄席

男女共同参画研修会のご案内

人生100年時代。コミュニケーショ
ン能力をあげるアサーショント
レーニングで自分も相手も大切に

した自己表現を身に付けましょう。
▶日時 ２月29日㈯
13時30分〜15時
▶場所 中央公民館２階 研修室
▶講師

えひめ女性財団
恒岡 里美 氏

副参事

▶申込締切 ２月21日㈮
問 塩出（☎964-1137 ＊18時以降）

相続登記無料相談会

県司法書士会が行う相続に関する
無料相談会。遺言、遺産分割協議
など相続に関する相談に、司法書
（要予約）
士がアドバイスします。
▶期間 ２月中
▶場所 県内各司法書士事務所
▶費用 無料
問 県司法書士会（☎941-8065）

28㊎
29㊏

松山市コミセン
VS 越 谷 ア ル フ ァ ー ズ
開始
14時
VS 広島ドラゴンフライズ
開始
㊎19時、㊏14時

ソフトボールフェスティバル’20

熱い声援を！
▶日時 ２月８

日㈯、９日㈰
▶場所 総合公
園、かすみの
森公園、東温
高校
▶主催 市ソフ
トボールフェ
スティバル実
行委員会
問 生涯学習課（☎964-1500）

みきゃんファミリーサイクル
スクール
交通ルールやマナーを学び、サイ
クリングにチャレンジします。
▶日時 ３月20日㈮ 10時〜14時
▶場所 松山中央公園 駐車場
▶定員 20組（先着）
▶対象

小学生とその保護者 ＊小

学生は補助輪なしでの走行が可能な人

▶費用
▶締切

1,000円／組
３月６日㈮

QRコードを読み取り、
フォームから申込。
問 県自転車新文化推進課
（☎912-2234）

楽しく学べるスマホ教室

▶日時 ２月18日㈫ 14時～15時
▶場所 中央公民館３階 会議室
▶定員 15人
（抽選） ▶費用 無料
▶締切 ２月10日㈪
問 生涯学習課（☎964-1500）

国勢調査員を募集します

【福祉館】健康体操、登山教室
の参加者を募集します

定員になり次第、受付を終了します。
▶条件 市内在住、在勤の人
▶受付 ３月２日㈪〜６日㈮
◇健康体操

ストレッチやチューブ体操を実施
▶日時 ４月上旬より年間48回

19時30分〜
▶場所 福祉館
▶定員 45人
▶保険代 64歳以下は1,850円、
65歳以上は1,200円
▶持参物 チューブなど

◇登山教室
登山を通じて交流を深めます。
▶日程 土日祝日開催 年間11回
▶定員 70人

▶保険代 64歳以下は1,850円、
65歳以上は1,200円 ＊別途、年
会費、参加負担金が必要です。
問 福祉館
（☎966-3306）

空いた時間に活動できます。
▶募集人数 約170人
▶報酬 約４万円／１調査区

▶内容 調査票の配布、回収など
▶活動期間 ８月下旬〜10月下旬

▶要件 ①20歳以上、②警察や選
挙に関係のない人、③暴力団員
でない人など
問 総務課 （☎964-4400）

松山東高校通信制課程生徒募集

自分のペースで学べます。詳細は、
下記までお問い合わせください。
▶資格 中学校卒業など
▶出願期間 新入学、編入学、転
入学いずれも２月３日㈪より
問 松山東高等学校通信制課程
（☎945-0131）

情 報 BOX
社会教育委員を募集します

社会教育に関する諸計画の立案や、
教育委員会の諮問に応じて意見を
述べる社会教育委員を公募します。
▶報酬 24,000円／年
▶任期 ４月１日から２年間
▶活動 年間３回程度、中央公民
館で開催する定例会等への参加
▶募集期間 ２月28日㈮まで
▶募集人数 ４人
▶応募資格 市内在住者
▶応募方法 履歴書を提出
問 生涯学習課（☎964-1500）

えひめ結婚支援センター
「ボランティア推進員」
募集

出会いイベント参加者をフォローす
る愛のキューピット役。ご興味のあ
る人は説明会にお越しください。
▶ 日 時 ２月11日㈫ ①14時〜、
②18時30分〜 ＊要事前申込
▶場所 Joint Terraceひめring（ま
つちかタウン内）
問 えひめ結婚支援センター
（☎933-5596）

放課後わくわく広場

「工作タイム」

申し込みは不要です。

▶日時 ２月19日㈬ 16時～17時
▶場所 さくらこども館

小学生以下の子ども ※保
護者同伴可 ▶費用 無料
問 生涯学習課（☎964-1500）
▶対象

自衛官候補生の募集

▶年齢 18歳〜33歳未満

▶試験 ２月16日㈰、３月８日㈰
▶受付 試験日４日前まで
問 自衛隊松山募集案内所
（☎947-3040）
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