
HIVの検査を受けよう
6月1日～7日まではHIV検査普及週間です。

エイズ相談や検査を受けましょう。

日時・場所／

6月1日（木）

17：00～20：00 丹南健康福祉センター

18：00～20：00 二州健康福祉センター●申

17：30～20：30 若狭健康福祉センター

6月2日（金）17：00～20：00 ますもサロン（福井市順化）●申

※申込先は福井健康福祉センター

6月5日（月）17：00～19：00 坂井健康福祉センター

6月6日（火）17：00～19：00 奥越健康福祉センター

□問 健康増進課 0776（20）0351 各健康福祉センター

がん検診を受けよう●申○￥
今年度のがん検診が始まっています。市町発行の受

診券を利用すれば3,000円以内で受診できます。

対象／ 20歳以上（子宮頸）、40歳以上（肺・大腸・乳）、50歳以上（胃）

□問 健康増進課 0776（20）0349

県職員募集（平成30年度採用）●申
①福井県職員採用試験（Ⅰ種）

職種・採用予定人数／

　行　政 46人 福祉・心理 2人

　電　気 2人 土木（総合） 4人

　機械・金属 2人 建　築 1人

　化　学 1人 農林業 8人

　水　産 4人 薬剤師 2人

　司　書 1人 警察事務 11人

１次試験日／ 6月25日（日）

会場／県立大学（永平寺町）、中央大学（東京都）

申込期間／ 5月17日（水）～31日（水）

□問 人事委員会事務局 0776（20）0593

②福井県職員採用試験（選考）

職種・採用予定人数・□問 ／

獣医師 3人 生産振興課 0776（20）0439

保健師 5人 地域福祉課 0776（20）0326

看護師 5人 

臨床検査技師 2人 
地域医療課 0776（20）0383

理学療法士 1人

作業療法士 1人

学芸員 2人
 歴史学：文化振興課 0776（20）0578

  陶芸：地域産業・技術振興課 0776（20）0368

学芸員（任期付） 2人 自然環境課 0776（20）0304

古生物学 2人 ブランド営業課 0776（20）0214

船　員 1人 水  産  課 0776（20）0413

1次試験日／ 6月18日（日）  会場／県立大学（永平寺町）

申込締切／ 6月2日（金）

医療・介護産業への参入を支援●申

県内企業、企業グループまたは団体に対して、医

療系学会や医療・介護機器展示会の出展費や旅

費などを支援します。

補助率／ 2分の1（上限30万円）

□問 新産業創出課 0776（20）0537

建設技術フェア出展者募集●申○￥
建設技術や工法を紹介する企業などを募集します。

日時／ 9月27日（水）10：00～17：00

　　　　  28日（木）10：00～16：00

場所／県産業会館（福井市下六条町）

募集数／ 80社程度

出展料／ 30,000円～

申込締切／ 6月16日（金）

□問（公財）県建設技術公社 0776（20）0391

連続立体交差事業などについて講演します
連続立体交差事業や土地区画整理事業につい

て講演します。

日時／ 5月２６日（金）14：30～15：30

場所／ハピリン3階（福井市中央）

□問 都市計画課 0776（20）0499

福井の先人100人を紹介○￥
福井にゆかりのある先人の生き方や考え方を学

ぶための教材を書籍化。先人の業績や子どもの

時のエピソードなどを紹介しています。

価格／ 1,000円（税込） ※県内の勝木書店で販売中

□問 高校教育課 0776（20）0549

美しい景観づくりを応援しています
「伝統的民家群保存活用推進地区」や「福井ふる

さと百景活動団体」に昨年度は新たに4地区・6

団体を指定・認定。今後、地域の景観の保全・活

用に向けた活動を応援します。先進事例を参考

に、美しい景観を守り、育てましょう。

詳しくは

□問 文化振興課 0776（20）0572

「こだわり米」の登録生産者を募集●申
農薬や化学肥料を減らして栽培した有機JAS米

や特別栽培米を登録します。登録された「こだわ

り米」は統一ロゴマークを付けて、首都圏の飲食

店などでＰＲします。

募集締切／ 6月30日（金）

□問 食料産業振興課 0776（20）0421

　各農林総合事務所、嶺南振興局

自動車税の納期限は5月31日（水）
納期限までに納めましょう。身体に障害のある方

などは減免される場合があります。

全国のコンビニなどでも納税できます。

□問 福井県税事務所 0776（21）8274

　嶺南振興局税務部 0770（56）2223

国体・障スポの花育てガイドが完成
国体・障スポが開催される9月末～10月中旬

の時期に咲く花の育て方を紹介するガイドが

完成しました。ガイドを見ながら花を育て、全国

から来県される方を花でおむかえしましょう。

ガイドのダウンロードについては

□問 大会推進課 0776（20）0769

5月15日号 （毎月1日と15日に掲載）

福井県には、戦国時代に朝倉氏五代や柴田勝家・

お市の方、幕末明治期に松平春嶽や橋本左内、由

利公正など、全国的に活躍した知名度の高い先人

が数多くいます。

こうした福井の先人の功績を学び、子どもたちに

伝えていく「全国城下町シンポジウム福井大会」が

行われます（5/26～5/28）。
大交流会では、福井のグルメや歴史・文化、産業、

教育を体験できるワークショップが大集合。

幕末明治１５０年を前に、幸福度日本一や全国トッ

プクラスの学力・体力を支えるルーツなどを福井の先人から学びましょう。

※各イベントの開催時間・場所については

□問（公社）福井青年会議所 0776（33）1750

開催！ 全国城下町シンポジウム福井大会

白山開山1300年！ 泰澄大師について知ろう

福井国体まで あと 日502はぴりゅう

今の福井市に生まれ、越知山（越前町）で修行した後、白山に登り開

山したと伝えられている泰澄（たいちょう）大師。

白山開山から今年で1300年となることを記念し、泰澄の伝説、白山

信仰などについてまとめたガイドブックや白山、越知山など五山のト

レイル情報を掲載したマップを作成しました。ガイドブックやマップ

を利用しながら泰澄ゆかりの地を巡り、その功績を学びましょう。

配布場所／県内文化施設、道の駅など □問 文化振興課 0776（20）0572

こども歴史文化館　伝・白山開山1300年記念特別展～泰澄伝説が生まれたころの越国～
泰澄伝説の内容や、その伝説が生まれたころの越国（こしのくに）において文字や仏教の文化

が広まる様子を紹介する特別展を6月4日（日）まで開催します。

また平泉寺白山神社（勝山市）など、白山信仰の三大拠点の神社に伝わる資料も展示します。

開館時間／ 9：00～17：00（入館は16：30まで） 場所・□問こども歴史文化館（福井市城東） 0776（21）1500

オープニングフォーラム　
福井が生んだ幕末の偉人について作家の北康利（きた やすとし）さんが講演します。

日時／ 27日（土）11：00（受付10：30～）場所／アオッサ8階（福井市手寄）

メインフォーラム
「世界一受けたい授業」（日本テレビ系）や「ネプリーグ」（フジテレビ

系）でおなじみ、東進ハイスクール日本史講師の金谷俊一郎さんが藩

校教育の歴史などについて講演します。

日時／ 28日（日）10：00（受付9：15～）

場所／福井フェニックスプラザ（福井市田原）

大交流会～ふくい育都祭2017～
27日（土）は20：00から福井城址がライトアップされます！

日時／ 27日（土）10：00～21：00、28日（日）10：00～15：00

場所／福井市中央公園（福井市大手）、ハピリン1階ハピテラス（福井市中央）

みんな楽しめる！おすすめイベント

行事などの詳細は□問へお問い合わせください　　 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

福井の情報がまる分かり

いますぐページに　　　　　 を！

5/21  奥越を巡ろう！スタンプラリー

5/28  おいしい福井 いただきます！②名称決定！ 新ブランド米

5/21  花いっぱいでおもてなし

5/20  自然にあふれる福井①森・海と向き合う人たち

5/28  みんなの力を１つに！ 国体・障スポ②
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