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第11回東温市民大運動会

令和初の大運動会はどの分館が優
勝するのでしょうか？多くのご声
援をお願いします。当日は大変混
雑しますので、シャトルバスをご
利用ください。
▶日時　10月27日㈰９時～
▶場所　総合公園（西岡）
問 生涯学習課（☎964-1500）

とうおんアートヴィレッジフェスティバル2019
人形の恋物語
高畠華宵大正ロマン館の空間を劇
場に見立て、球体関節人形に恋す
る男の物語を、音楽とバレエとパ
ントマイムで妖艶に表現した作品
を上演します。（公演後のドリン
ク、アフタートーク付）
▶日時　10月26日㈯18時30分～、

10月27日 ㈰ ①14時 ～ ②17時
30分～（開場30分前）

▶場所　高畠華宵大正ロマン館
（下林丙174番地１）

▶企画・演出　忠の仁（市内在住）
▶料金　一般3,000円・高校生以

下2,000円(当日＋500円)
申込 企画政策課（☎964-4473）

成人式を自分たちの手で！
実行委員、運営スタッフ募集中
来年１月12日㈰に開催予定の東
温市成人式のスタッフを募集して
います。今回の成人式は平成11
年４月２日から平成12年４月１
日の間に生まれた人が対象です。
問 生涯学習課（☎964-1500）

情報BOX
会場 　ニンジニアスタジアム

13㊐ VS アルビレックス新潟
開始 15時

愛媛オレンジバイキングス

愛媛ＦＣ

地域自立支援協議会
子ども部会 茶話会開催
配慮が必要な児童の学校卒業後、
福祉制度の活用方法や障害年金申
請時の書類の書き方をテーマにし
た茶話会です。
▶日時　10月24日㈭９時30分～
▶対象　市内居住者で、①障がい

のある児童の保護者、②配慮を
要する児童の保護者など

▶費用　無料
▶場所　社会福祉協議会２階
▶締切　10月16日㈬
申込 東温市社会福祉協議会
　　 （☎955-0150）

放課後わくわく広場
「実験タイム」
申し込みは不要です。
▶日時　10月23日㈬16時～17時
▶場所　よしいのこども館
▶対象　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）

大人と子どものふれあい広場
「錦秋の面河散策」
面河渓の散策、面河山岳博物館の
見学、りんご狩りを楽しみます。
バスで現地に移動します。
▶日時　10月26日㈯
　　　　８時50分～17時
▶対象　市内在住の小学生以上の

子どもとその保護者※付き添いで
未就学児童等の参加は可能です。

▶費用　大人900円、中学生750
円、小学生550円、幼児200円

▶集合　中央公民館
▶定員　30名程度（申込多数は抽選）

▶締切　10月17日㈭正午
問 生涯学習課（☎964-1500）

花いっぱい運動
パンジー・ビオラ苗の定植を行い
ます。（小雨決行）
▶日時　10月19日㈯９時～
▶場所　中央公民館
問 生涯学習課（☎964-1500）

会場 　松山市コミセン 他
11㊎
12㊏

VS 仙 台 8 9 E R S
開始 11㊎19時、12㊏14時

16㊌ VS バ ン ビ シ ャ ス 奈 良
開始 19時

19㊏
20㊐

VS 群馬クレインサンダーズ
開始 14時

サイパン交流40周年記念事業
海外生活を通した交流により国際
感覚を養えます。
▶日時　12月27日㈮～
　　　　　令和２年１月２日㈭
▶対象　小学３年生～高校３年生
▶応募方法　電話またはHPより

資料請求の上、ご応募ください。
▶応募締切　10月18日㈮
　　　　　　※当日消印有効
問 （公財）国際青少年研修協会
　 （☎03-6417-9721）

さくら講座
骨まで食べられる干物で有名な㈱
キシモトの工場を見学します。
▶日時　11月12日㈫９時～12時
▶集合　中央公民館・川内公民館
▶対象　市内在住の人
▶定員　15名（申込多数は抽選）

▶参加費　無料
▶締切　10月10日㈭～31日㈭
問 生涯学習課（☎964-1500）

スマホ教室
▶日時　10月25日㈮14時～15時
▶場所　中央公民館３階 会議室
▶対象　市内在住の人
▶定員　15名（申込多数は抽選）

▶費用　無料
▶締切　10月１日㈫～24日㈭
問 生涯学習課（☎964-1500）

ガキ商店・東温こどもマルシェ

「こんなお店やってみたい！」をか
たちに。自分たちで考え、準備し
た沢山の子ども店長に会いに来て
ください。親子で楽しめるブース
もあります。
▶日時　11月９日㈯ 11時～
▶場所　東温アートヴィレッジセ

ンター アトリエNEST
▶主催　縁・プラス

本と楓荘〜楓荘の本棚を本でうめよう〜

本の寄贈イベントです。読んでほ
しい本、読んでないけど捨てるの
はもったいない本などを手に、本
を読みたい人も一緒に、楓荘へお
越しください。自然豊かな滑川で
本を読みながら少しのマルシェを
楽しみましょう。
▶日時　10月19日㈯ 9時30分～
▶場所　楓荘（滑川明河）
▶費用　本の寄贈を1人１冊また

は500円(当日のマルシェクーポン付)

問 滑川清流クラブ（☎080-3922-
1675）

マザーズ就職応援セミナー
再就職に向けての準備、仕事探し
の進め方、意見交換などを行いま
す。託児（５名）もあります。
▶日時　10月25日㈮10時30分～
▶場所　中央公民館３階 会議室
▶対象　子育てをしながら就職を

希望している方など
▶定員　10名（先着）
問 保育幼稚園課（☎964-4484）

愛媛労働局からお知らせです
10月31日㈭は労働保険料（労災保
険・雇用保険）の第２期分の納付期限
です。事業主の皆様へは、10月
18日頃に納付書をお届けします
ので、最寄りの金融機関での納付
をお願いします。
問 愛媛労働局労働保険徴収室
　 （☎935-5202）

行政書士無料相談
▶日時　10月11日㈮ ９時30分～

16時30分（受付は16時まで）
▶場所　松山市役所11階
▶費用　無料
問 県行政書士会（☎946-1444）

親子で考えよう 　〜参加者募集〜

COOL CHOICE INとべ動物園

たくさんの動物たちが暮らすとべ
動物園で、動物たちを観察しなが
ら地球温暖化について、私たちに
できることを考えてみませんか？
▶日時　11月２日㈯ ※雨天実施

▶対象　市内在住または通勤、通
学している人を含む親子

　※原則、小学校高学年以上。
▶場所　県立とべ動物園（市役所か

らバス送迎あり）

▶定員　50組100人（申込多数は抽選）

▶参加費　無料（入場料別途必要）

▶講師　山岡 ヒロミ 氏（愛媛県環境
マイスター）

▶日程　８時20分 市役所集合
　８時30分 市役所出発
　９時～11時50分 動物園にて講

師 講 演、COOL CHOICE宣 言
記載、園内散策など

　12時10分 終了、動物園出発
▶申込　所定の申込書（ＨＰまたは窓

口で入手）を、FAXまたはメール
にて提出してください。

▶締切　10月18日㈮
問 環境保全課（☎964-4415）

第18回市民健康セミナー
愛♡いきいき健康フェア「からだ
もこころも元気ハツラツ！」。が
ん予防の健康習慣や看護学生によ
る健康教室を実施します。
▶日時　10月19日㈯ 13時～16時
▶場所　愛大医学部看護学科棟
▶費用　無料（駐車料金 無料）
問 看護学科事務室（☎960-5422）

ララ・コスモスと歌おう
東温ボランティアグループのラ
ラ・コスモスと、懐かしい歌を一
緒に歌いましょう。「朧月夜」「翼
をください」など、全30曲。
▶日時　11月16日㈯ 13時30分～
▶場所　中央公民館　大ホール
▶費用　無料
問 ララ・コスモス（☎964-6740）

井内棚田の新米まつり
おもてなしの新米おにぎりと豚汁
がふるまわれます。井内地区の美
しい棚田でつくられた井内米や、
どぶろくをはじめ、新鮮な野菜や
農産物加工品の販売が行われま
す。
▶日時　10月20日㈰ 10時～
▶場所　川東公民館周辺（井内）
▶費用　入場無料
問 井内新米まつり実行委員会
 　（☎966-6620）

みるとオカリナワールドinとう
おん＆オカリナワークショップ
世界的なオカリナ奏者みるとさん
のオカリナ教室と、ギターの加藤
裕幸さんとのデュオコンサート。
▶日時　10月19日㈯ 13時～
▶場所　東温アートヴィレッジセ

ンター シアターNEST（見奈良）
▶ 費 用　 ワ ー ク シ ョ ッ プ 参 加

1,500円／デュオコンサート
3,000円（通し参加は4,000円）

チケット販売等詳細は下記まで
▶主催　とうおんオカリナ研究会
問 東温アートヴィレッジセン

ター（☎990-7210）

愛媛のプロスポーツ



21 広報とうおん　2019.10 20広報とうおん　2019.10

美味しいスイーツ、さくらの湯入浴券付き
※指定スイーツのみ

参加者募集
とうおん ゆったりサイクリング

11/10 S
U

N

14 時出発予定 （２時間程度）

募集人数　20 人（先着順）

参加資格　小学生以上
　　　　  　（小学生は要保護者同伴）

ファミリーサイクリングで人気の「重信川サイクリングロード」を
通るコースを、地元自転車好きスタッフのガイド付きでご案内。
道中では美味しいスイーツのお店に立ち寄ります。

2,000円/人

参加費 レンタサイクル
使用料

無料
※当日のみ

申込 東温市観光物産協会 ☎ 993-8054

レンタサイクルをご希望の方は、お申し込み時にご予約ください。
コース詳細は、東温市 HP 及び東温市観光物産協会 FB へ掲載します。
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ウェルスポートナビ（健康づくり支

援システム）活用事業参加者募集
健診結果や体重・血圧などの健康
状態を自身で把握し、継続的な健
康づくりを支援する、ウェルス
ポートナビ（健康づくり支援システム）

を活用した生活習慣病予防の取り
組みに参加する方を募集していま
す。上位者に景品があるウォーク
ラリーも開催予定です。
▶参加要件　次の①から③の要件

を全て満たす人
　①東温市内に居住している又は

東温市内の事業所に勤務してい
る20歳以上の人　②スマート
フォンを所有している人　③継
続的に（１週間に１回程度）歩数、体
重などを入力・閲覧することが
可能な人

▶募集人数　300人（先着）
▶実施期間　令和２年３月31日まで
▶参加費　無料
▶申込方法　参加申込書に必要事

項を記入の上、産業創出課まで
提出してください。

問 産業創出課（☎964-4414）

とうおんメール（行政情報配信
サービス）をご利用ください
市民の皆様の暮らしに役立つ行政
情報などのお知らせを、あらかじ
め登録された方の携帯電話やパソ
コンにメールでお知らせしていま
す。登録料は無料ですので、是非
ご利用ください。
▶登録方法　とうおんメールの登

録は、市ＨＰに掲載するバナー
から【とうおんメール専用サイ
ト】にアクセスして、利用規約
を確認し、同意の上「利用規約
に同意して登録する」を選択し
てください。指定のメールアド
レスに空メール（件名、本文を
入力しない）を送信すると、数
分以内に返信メールが届きます
ので、メール内のURLにアクセ
スして、画面の内容にそって、
ご利用者様の情報を選択し、最
後に「登録」ボタンを押してご登
録ください。登録完了メッセー
ジが表示されれば、登録は完了
です。

問 財政課（☎964-4401）

2020年農林業センサスの調査
員を募集します
農林業センサスは
５年ごとに行われ
る統計調査で、我
が国の農林業の生
産構造や就業構造
等 を 調 査 し ま す。
調査に従事していただける調査員
を募集します。活動日や活動時間
は、ご自身で調整することができ
ます。
▶募集人数　90人
▶内容　調査対象の農家を訪問

し、田・畑・樹園地の面積など
を聞き取ります。聞き取り調査
後、一定規模以上の農業を行っ
ている場合は、調査票を配布し
記入を依頼、後日回収します。
※受け持ち件数は調査区によっ
て異なります。

▶任命期間　令和２年１月10日か
ら３月９日まで

▶報酬　３万円程度（定額旅費を別途
支給）

問 総務課（☎964-4400）



東温市文化祭
第15回

11/１〜３重
信
地
区
　　８：30 〜 21：00　　会場 中央公民館
　　（３日は 16 時まで）

㊎ ㊐

11/８〜10川
内
地
区 ㊎ ㊐
　　８：30 〜 21：00　　会場 川内公民館
　　（10 日は 16 時まで）

出演者の皆さんからメッセージ

私たちは「殿とゆかいな仲間たち」です。今回、ナイトフェスティバルでは、美しい日本語に彩られた音楽をお楽しみいただきます。
前半では普段、耳にするイタリア語やフランス語による有名なオペラアリアをズバリ、日本語で歌います。後半はラジオ体操のピ
アニストでも有名な加藤由美子氏作曲の落語オペラ「寿限無」や小噺集をお届けいたします。
日頃の生活の中のふと笑ってしまうような日本語のおもしろさをお伝えしたいので、面白かったら、遠慮なくお笑いくださいませ。

作品展示
会員、児童・生徒、一般作品
を常設展示しています。

催し物
各地区最終日には
バザー、
即売会、
音楽芸能発表会
を開催します。 駐車場：川内支所・健康センター・川内中学校グラウンド

一般作品募集します
締め切り：10 月 17 日㈭まで
文化祭にあなたの作品を展示して
みませんか。絵画・陶芸・写真な
ど一般の人からの作品を募集しま
す。中央公民館・川内公民館にあ
る申込用紙をご覧になるか、生涯
学習課（☎ 964-1500）までお問
い合わせください。

＜第１部＞
　日本語で聴くオペラアリア
　闘牛士の歌、
　私の愛しいお父様　ほか
＜第２部＞
　魅惑の落語オペラ
　加藤 由美子 作曲
　「寿限無」「小噺唄」ほか

ナイトフェスティバル
殿とゆかいな仲間たち 番外編

『東温の皆様、こんばんは！』の巻

開催日 11 月２日㈯
  19 時開演
　  （18 時開場）

会　場 中央公民館大ホール
入場料 500 円

＜出演＞
殿　　　越智 清加
仲間１　塩野 泰子
仲間２　坂本 美恵
客人　　片桐 直樹
　　　　前田 昭和

駐車場：重信中学校グラウンド・旧重信町役場跡
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消費税率引き上げに伴い

及び水道加入金 が 変更 されます
　令和元年 10 月 1 日から、消費税及び地方消費税（以下「消費税」）の税率が８％から 10％に引
き上げられることに伴い、上下水道使用料及び水道加入金が下記のとおり変更されます。

上下水道使用料

８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月

請求する区分 10 月請求分 12 月請求分 ２月請求分

メーター使用 ← ８、 ９ 月 使 用 分 → ← 10、11 月 使 用 分 → ← 12、 １ 月 使 用 分 →

新規使用者 新税率（10％）が適用されます。

継続使用者
（経過措置対象）

旧税率（８％） 経過措置により、旧税率（８％）
が適用されます。 新税率（10％）が適用されます。

　経過措置として、令和元年９月 30 日までの使用期間が含まれる場合、12 月請求分については旧税率（８％）が
適用されます。ただし、用水源が井戸のみの場合、12 月請求分については、新税率（10％）が適用されます。

奇数月 20 日前後
にメーター検針

メーター検針 メーター検針

使用水量（㎥）
水道料金（円） 下水道使用料（円） 合計（円）

新税率 旧税率 新税率 旧税率 新税率 旧税率

10 1,900 1,860 1,920 1,890 3,820 3,750

20 2,700 2,650 2,750 2,700 5,450 5,350

30 4,050 3,980 4,380 4,300 8,430 8,280

40 5,410 5,310 6,020 5,910 11,430 11,220

50 7,170 7,040 7,820 7,670 14,990 14,710

60 8,930 8,760 9,610 9,430 18,540 18,190

70 11,240 11,030 11,530 11,320 22,770 22,350

80 13,550 13,300 13,460 13,210 27,010 26,510

90 16,030 15,740 15,380 15,100 31,410 30,840

100 18,520 18,180 17,310 16,990 35,830 35,170

（メーター口径 13mm（一般用）、２ヶ月分、消費税込）
メーター

口径 金額（円）

13mm 55,000

20mm 110,000

25mm 220,000

30mm 440,000

40mm 550,000

50mm 770,000

75mm 以上 市長が別に
定める

（消費税込）

新税率の適用時期

新旧比較表 水道加入金

ご注意ください


