働く
申
令和元年度県職員採用Ⅰ種試験（追加募集）●

9月15日号（毎月1日と15日に掲載）

福井の伝統工芸を世界に発信！テオ・ヤンセン展 in ふくい
国際的な芸術家であるテオ・ヤンセンさんが作るアート
作品「ストランド・ビースト」を展示する「テオ・ヤンセン展
inふくい」を開催します。世界初となる越前和紙とのコラ
ボ作品2体のほか、生きているように動く巨大な作品な
ど全15体を展示します。
日程／9月21日（土）
～10月27日（日）
場所／サンドーム福井（越前市瓜生）
料金／1,000円（大学生８００円、高校生以下は無料）
©Media Force
前売り券好評発売中！9月20日
（金）
まで
券種／一般800円、ペア1,500円 販売場所／店頭プレイガイド、チケットぴあ、ローソンチケット

同時開催！クラフトエキシビション
国内外のアーティストと福井の伝統工芸の技がコラボした展示のほか、
ろくろ体験などの
工芸ワークショップを実施。
工芸グッズの購入もできます。
（入場無料）
問国際工芸サミットプロジェクトチーム TEL：0778
（22）
6021

み

け

つ く に

御食国・和食の祭典in若狭路2019①
御食国（若狭・淡路・志摩）
と京都の食が集まり、和食文化を楽しむ
イベントを開催します。
日時／ 10月26日
（土）、27日
（日）10：00 ～ 16：00
場所／御食国若狭おばま食文化館（小浜市川崎）
など

京の食を支えた「御食国若狭」
「御食国」
とは、
「天皇の食膳に供する物を献上する国」
のこと。
若狭は、淡路や志摩とともに、塩や豊かな日本海の幸を天皇に
納めることが特別に認められた
「御食国」
として、古くから政治
の中心だった京の食を支えていました。
問ブランド課 TEL：0776（20）0762 FAX：0776（20）0513

募集

職種・採用予定人数／
電気
2人程度 土木
（総合） 5人程度
建築
1～2人程度 農林業
3人程度
薬剤師
2人程度
第1次試験日／ 10月20日
（日）
試験会場／福井県庁、砂防会館（東京都千代田区）
申込締切／ 9月30日
（月）
検索
詳しくは 福井県職員採用
問人事委員会事務局 TEL：0776（20）0593 FAX：0776（20）0673
申○
￥
里山里海湖ビジネス研修生を募集●

募集

申
県民衛星の名称を募集●

申
フィンドレー大学奨学生を募集●

県と県内外の企業が共同で製造している超小型
人工衛星「県民衛星」
の名称を募集しています。
応募内容／①名称案 ②命名理由
③住所、氏名、年齢、連絡先
応募方法／インターネット、
メール、ハガキ、FAX
応募締切／ 9月30日
（月）
詳しくは 県民衛星 名称募集 検索
問新産業創出課 TEL：0776（20）0538 FAX：0776（20）0678

米国オハイオ州のフィンドレー大学に留学し、
英語力
を高めるとともにグローバルな視点を養いませんか。
令 和2年8月から1学 年 度 分 の 授 業 料を免 除し
ます。
定員／ 2人
応募締切／ 11月30日
（土）
問
（公財）福井県国際交流協会
TEL：0776（28）8800 FAX：0776（28）8818

敦賀港では今月10日、福井県内区間に敷かれるレールの陸揚
げ作業が始まりました。初回は新北陸トンネルで使われる25m
のレール1,000本を陸揚げ。
県内に敷かれるレールは、13,300本程度を予定しており、10
月からは福井港でもレールの陸揚げ作業を行います。敷設工
事は来年度から開始予定。
レールは溶接作業を経て、最終的に
は数km ～数十kmの長さのロングレールになります。
問新幹線建設推進課 TEL：0776（20）0298 FAX：0776
（20）0729
企業の皆様へ

暮らし

企業の皆様へ

暮らし

農家民宿や農家レストランの開業に向けて必要な
知識とノウハウが学べます。
期間／ 10月～令和2年3月
（越前市安養寺町）
ほか
場所／ふくい農業ビジネスセンター
コース・定員／農家レストラン 20人程度
農家民宿
10人程度
受講料／ 1講義あたり500円
申込締切／ 10月18日
（金）
問中山間農業・畜産課
TEL：0776（20）0446 FAX：0776（20）0651

申
キャッシュレス決済導入済みの方へ●

秋の交通安全県民運動（9/21～9/30）

10月1日
（火）
から、
キャッシュレス決済によるポイ
ント還元事業が始まります。既に導入している方
も、改めて決済事業者を通じて加盟店登録をしな
ければ、
ポイント還元の対象店舗とはなりません。
申請締切／令和2年4月末
詳しくは キャッシュレス・ポイント還元事業 検索
問産業政策課 TEL：0776（20）0369 FAX：0776（20）0645

〇子どもと高齢者を見かけたら、
速度を落とす
〇夕暮れ時は早めにライトを点灯
〇全ての座席でシートベルトを着用
〇チャイルドシートは正しく着用
〇飲酒運転は絶対にしない
〇夜間は反射材を使用

申
看護職のセカンドキャリア研修●

申
福井ふるさと企業表彰●

社会福祉施設で働くためのスキルを身につけるこ
とができます。
日時／講義 9月27日
（金）
13：00～16：30
実習 10月21日
（月）
～11月22日
（金）
期間中の半日 ※希望者のみ
場所／（公社）
福井県看護協会（福井市北四ツ居町）
県内の社会福祉施設
対象／退職予定または未就業の看護職の方 など
申込締切／ 9月20日
（金）
問（公社）福井県看護協会
TEL：0776（52）1857 FAX：0776（52）1858

福井の産業振興や地域の活性化に貢献する中小
企業の活動を表彰し、優れた活動を行う企業をふ
るさと企業に認定します。
対象／県内に主たる事業所を置く中小企業 など
申込締切／ 9月30日
（月）
問産業政策課 TEL：0776（20）0367 FAX：0776（20）0645

保健・福祉
豊かな海の幸に恵まれ
た若狭

レールの陸揚げ作業が始まりました

結核予防週間
（9/24～30）
結核は、今でも年間1万5千人以上の新規患者が
発生し、約2千人が亡くなっている日本の主要な感
染症です。咳やタン、倦怠感が続いたら、早めに医
療機関を受診しましょう。65歳以上の方は、早期発
見のために結核健診を受けましょう。
問各健康福祉センター

認知症への理解を深めましょう
9月21日
（土）
の世界アルツハイマーデーにあわ
せ、認知症についての講演会などを行います。
日時／ 9月21日
（土）
14：30～17：00
場所／アオッサ（福井市手寄） 定員／先着100人
問福井東ロータリークラブ TEL：0776（29）0775 FAX：0776（29）0150

申○
￥
短期ビジネス講座2019●

社会や会社の現場で経験を積んだときがマネジメ
ントを学ぶ好機です。
日時／ 10月19日
（土）、
11月2日
（土）、16日
（土）、
12月7日
（土）
※いずれも9：00～17：00
内容／ケースとデータ分析で学ぶマネジメント
受講料／ 31,000円
（条件により助成あり）
申込締切／ 10月4日
（金）
場所・問福井県立大学永平寺キャンパス
TEL：0776（61）6000 FAX：0776（61）6012
おはよう
ふくいセブン
FBCテレビ／
日曜7：00～7：30

テ
レ ほっとふくい
ビ 福井テレビ／第１・３土曜17：00～17：15

まちかど県政
福井テレビ／
日曜11：45～11：50
FBCテレビ／
日曜16：55～17：00
問 へお問い合わせください
行事などの詳細は□

申
住まいをお探しの方へ●

県営住宅への入居者を募集しています。
〇清水グリーンハイツ（福井市グリーンハイツ）
〇下荒井団地（福井市下荒井町）
〇杉の木台団地（福井市三十八社町）
〇北日野団地（越前市矢放町）
※入居には一定の基準があります。
問福井県営住宅南部地域管理センター
TEL：0776（33）2500 FAX：0776（34）3602
ご案内

全国家計構造調査にご協力を
収入や消費、貯蓄などを分析し、
国民生活の実態を
明らかにする
「全国家計構造調査」
を実施します。
対象の家庭には、
調査員が調査の協力依頼に伺い
ます。
回答は、
インターネットでも可能です。
問統計情報課 TEL：0776（20）0273 FAX：0776（20）0630
ラ
ジ
オ

ふくいチャレンジ通信 FBCラジオ 月・水・金曜 10：20ごろ 第3・5土曜 10：35ごろ
ＦＭ県政スポット FM福井 金曜 8：45ごろ

広報誌

NEWS
ふくい

毎月第4日曜日発行予定
公共施設、道の駅、
コンビニなどで配布
広報誌のスマートフォン版アプリ
「マチイロ」
登録は右のコードから

フェイスブック

福井の情報がまる分かり

ほやほや福井
おいでよ！ふくい
新聞

福井県からの
お知らせ

いますぐページに

を！

ご意見は 〒910-8580（住所不要）
「広報広聴課 福井県からのお知らせ」
係
ホームページでも閲覧できます 福井県広報広聴課 検索

のマークがあるものは、事前申込みが必要です

のマークがあるものは有料、
それ以外は無料です

