
食 國ふくいの
く  に

アンケートの回答と住所・氏名・年齢・性
別・電話番号を記入の上、官製はがきまた
は県のホームページでご応募ください。

葉をつけたまま出荷される「小かぶ」
は、主に福井市や坂井市三国町三里浜
地区の砂浜で栽培されています。玉は
もちろん、葉もやわらかいので、まるご
とおいしく食べることができます。見た
目は白く美しく、切ればみずみずしい味
わいです。

新　聞
新聞各紙でくらしの情報（子育て・福祉・就職など）や
企業向け情報を紹介
●福井県からのお知らせ／新聞各紙…毎月1・15日掲載

テ レ ビ
●おはようふくいセブン
　FBCテレビ／ 日曜日 午前7：00～7：30
●まちかど県政
　FBCテレビ／ 日曜日 午後4：55～5：00
　福井テレビ／ 日曜日 午前11：45～11：50
●ほっとふくい 
　福井テレビ／ 第1、3土曜日 午後5：00～5：15
●NHK地上デジタルのデータ放送

点字・音訳
●ふれあい県政だより　年12回発行

メールマガジン

●ふくい“見ぇるマガ”ラ ジ オ
●ふくい元気通信
　FBCラジオ／月、水、金曜日 午前10：20～10：30頃
　　　　　　　第1、3、5土曜日 午前10：35～10：40頃
●FM県政スポット
　FM福井／金曜日 午前8：45～8：53頃

応募締切

アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で、

平成25年 11月15日(金)

検 索検 索県政広報ふくい応募先 〒910-8580   福井県広報課　県政広報ふくい担当行  （住所は記載不要）

Q2.県政広報ふくいへのご感想や、今後取り上げてほしいテーマ、　
　　ご意見などがありましたらご記入ください。（自由記述）

Q1.県政広報ふくいをお読みになったご感想を教えてください。  

　①内容について
 1.大変良い　2.良い　3.普通　4.あまり良くない　5.良くない

　②良かった記事など（1～6の中から2つまでお選びください）

 1.表紙　　
 2.福井の産業を元気に！
 3.「ふくい 味の週間」がいよいよ始まります！
 4.「食」に関するイベント　　5.食の國ふくい  
 6.県政HOT NEWS　　7.ふくいインフォ

※商品の発送をもって当選発表にかえさせていた
だきます。商品は12月中に発送する予定です。

応募方法

［編集後記］

福井県広報誌「県政広報ふくい」は、年6回の発行です。福井新聞、日刊県民福井への折り込みのほか、公共施設やコンビニエンスストア、道の駅で入手できます。

・たくさんのご意見、ありがとうございます。台風18号は、嶺南地域に大きな爪あとを残しましたが、持ち前の底力で乗り越えようとして
います。福井を元気にするためには、県民の皆さん一人ひとりの力が必要です。伝統や産業など、福井の良さに触れ、大いにPRしていき
ましょう。
・食欲の秋です。今回は、福井のおいしい「食」を特集。県内各地の味を求めて、秋を満喫してください。

県政広報ふくい アンケート

かんたんレシピ

県政情報をお届けしています

〈 材 料 〉
……… 中4個（70g～80g/個）

…………………… 160g
…………………………… 10g

………… 72g（4枚）
…………………… 20g
……………… 30g

………………… 適量

かぶ
鶏ひき肉
味噌
プロセスチーズ
越のルビー
かぶの葉（ゆで）
　《ハーブもおすすめ》
オリーブオイル

（4人前・調理時間約15分）

① 半分に切ったかぶを皿に並べ、ラップをして電子レンジ（500W）で約3分加熱
する。

② 味噌と鶏ひき肉を混ぜ合わせる。
③ 蒸し上がったかぶの上に②のひき肉とチーズを乗せ、チーズが溶けるまでオー
ブントースター（1000W）で約3分焼く。

④ 皿に並べ、オリーブオイルを垂らし、塩こしょう、茹でたかぶの葉（またはハー
ブ）、越のルビーを飾る。

今回のレシピを紹介してくれたのは、「ふくい健幸美食」の家庭版（家庭で簡単にでき
るヘルシーな食事）のメニューを開発している「福井県栄養士会」の皆さんです。

Point

福井の「ふくふく」食材

「小かぶ」

レシピ考案者

台風の被害にも負けず、若狭塗箸の伝統の技は健在。
買って使ってその良さを再認識してください。

検 索検 索ふくい健幸美食

かぶのとろとろチーズ焼き

ミ エ ル

若狭塗箸協同組合の「若狭塗箸」を
10名様に
プレゼントいたします。

かぶはひき肉やチーズと使うことで主菜にな
ります。家庭版「ふくい健幸美食」メニューの
一例です。レシピ集を配布しています。

10.27 そばまつり in みやま日

会場／みやま木ごころ文化の郷（福井市美山町）
問そばまつり実行委員会（北川）　☎ 090-4327-3314

福井市

11.16 そばの里丸岡新そばまつり土

会場／いきいきプラザ霞の郷 多目的ホール（坂井市丸岡町八ヶ郷）
問坂井市役所丸岡総合支所地域振興課　☎ 0776-68-0800

坂井市

11.16 ～17 三国温泉カニまつり土 日

会場／サンセットビーチ駐車場（坂井市三国町宿）
問坂井市三国観光協会　☎ 0776-82-5515

坂井市

11.16 ～17 越前かにまつり土 日

会場／アクティブハウス越前 駐車場（越前町厨）
問越前かにまつり実行委員会事務局　☎ 0778-37-1234

越前町

会場／永平寺緑の村  四季の森文化館（旧永平寺傘松閣）
問永平寺町産業フェア実行委員会（役場農林課）
☎ 0776-61-3947

永平寺町産業フェア2013 永平寺町10.19 ～20土 日

会場／越前大仏（勝山市門前町）
問勝山うまいもん祭実行委員会　☎ 0779-87-1245

勝山うまいもん祭 勝山市10.26 ～27土 日

会場／池田町一円
問いけだ食の文化祭実行委員会（産業振興課）　☎ 0778-44-8005

いけだ食の文化祭 池田町10.26 ～27土 日

会場／九頭竜国民休養地（大野市角野）
問九頭竜まつり実行委員会　☎ 0779-78-2111

大野市

● 九頭竜紅葉まつり
10.26 ～27土 日

会場／七間通り商店街（大野市元町周辺）
問越前大野七間朝市振興協議会　☎ 0779-69-9520

● 三大朝市物産まつり

会場／五番商店街（大野市明倫町周辺）
問五番商店街振興組合　☎ 0779-66-5597

● 越前大野小京都物産五番まつり

会場／越前おおの結ステーション（大野市明倫町）
問大野商工会議所　☎ 0779-66-1230

大野市越前おおの産業と食彩フェア11.9 ～10土 日

会場／西山公園・嚮陽会館（鯖江市桜町）
問さばえもみじまつり実行委員会（（一社）鯖江観光協会）
☎ 0778-51-2800

鯖江市2013さばえもみじまつり11.16 ～17土 日

会場／頭巾山青少年旅行村（おおい町名田庄納田終） 
問流星館　☎ 0770-67-3000

おおい町名田庄食まつり11.17 日

会場／あきない館前周辺（おおい町名田庄小倉） 
問名田庄商会　☎ 0770-67-2272

おおい町じねんじょ祭り11.24 日

会場／きらめきみなと館とその周辺及び金ヶ崎緑地（敦賀市桜町ほか）
問つるが観光物産フェア開催実行委員会（敦賀市観光振興課）
☎ 0770-22-8128

敦賀市つるが観光物産フェア201310.26 ～27土 日

剱岳かりんて祭
会場／剱岳公民館(あわら市椚)
問剱岳公民館　☎ 0776-74-1849

あわら市11.23 土・祝

地元で水揚げされた越前
がにや旬の海産物、特産品
が販売されます。ぜひ、ふ
るさと福井の冬の旬の味
覚をご堪能ください。

おいしい新そばの季節
です。地元で収穫された
自慢の新そばを味わう
イベントが県内各地で
開催されます。この機会
に、食べ比べてみてはい
かがでしょうか？

収穫の秋を迎え、福井の
おいしい農産物が勢揃
いします。地元の人と交
流しながら、地元で採れ
た旬の味覚を味わいま
しょう。いろんなイベント
も開催されます。

越前がに、解禁！

新そばの季節到来！

11.17 越前大仏もんぜん市＆新そばまつり日 勝山市

会場／越前大仏門前町（勝山市片瀬）
問越前大仏もんぜん市＆新そばまつり委員会事務局
☎ 0779-87-3300

11.23 越前おおの新そばまつり土・祝

会場／越前おおの結ステーション（大野市明倫町）
問越前おおのそばまつり実行委員会　☎ 0779-66-1111

大野市

11.24 新そば収穫感謝祭日

会場／今庄そば道場（南越前町大門）
問（一財）南越前町公共施設管理公社  そば道場 　☎ 0778-45-1385

南越前町

食欲の秋！福井の旬を味わおう

会場／若狭たかはま・エルどらんど（高浜町青戸）
問高浜町まちづくり課　☎ 0770-72-7705

高浜町若狭高浜ふぐまつり11.4 月・振休

「食」に関するイベント 検 索検 索ふくいドットコム●福井県観光情報ホームページ

会場／美浜町生涯学習センター「なびあす」・美浜町役場特設会場
問みはまナビフェス実行委員会（なびあす内）　☎ 0770-32-1212

美浜町みはまナビフェス201311.2 ～3土 日・祝

会場／リトリートたくら（南越前町古木）
問山海里・秋の収穫祭実行委員会　☎ 0778-45-1331

南越前町山海里・秋の収穫感謝祭11.3 日・祝
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