保健・福祉

がんでお悩みの方を支援

7月1日号（毎月1日と15日に掲載）
申
コウノトリの愛称を募集しています●
今年5月、越前市で飼育中のコウノトリ
「ふっくん・さっちゃん」ペアが産んだ卵からヒナが生ま
れました。3羽のヒナ
（メス２羽オス1羽）
の愛称を募集していますので、ぜひご応募ください。
事前審査で20～30点程度を選考し、
県民投票で決定します。採用者には記念品をプレゼント！
応募内容／①メスとオスの名前をひらがなでそれぞれ1つ ②名前の理由
応募方法／郵送やFAX、
Eメールにより応募 愛称決定／ 8月下旬
（予定）
※応募用紙は自然保護センターや海浜自然センター、県立図書館などに設置。
また、
県のホームページからダウンロード可能。
検索
募集締切／ 7月22日
（日） 詳しくは 福井県 コウノトリ
④愛称決定
問 自然環境課 TEL：0776
（20）
0306 FAX：0776
（20）
0635
□
①応 募

②事前選考

③県民投票

がんについて気軽に相談できる窓口を設置し、
患
者同士が交流できる出張サロンも開催しています。
日時／ 7月6日
（金）相談 10：00～12：00
サロン 13：00～15：00
場所／坂井地域交流センターいねす（坂井市坂井町）
問（公社）
□
県看護協会
TEL：0776（54）8620 FAX：0776（54）8474

献血にご協力を
今月は
「愛の血液助け合い運動」
月間。成分献血・
400ｍｌ献血へのご協力をお願いします。
検索
詳しくは 福井県赤十字血液センター
問 医薬食品・衛生課
□
TEL：0776（20）0347 FAX：0776（20）0640
福井県赤十字血液センター
TEL：0776（36）0221 FAX：0776（33）7189
働く
申
専門学校で職業体験しませんか●

花いっぱいでおもてなし
申
「はぴねすフラワー・コンクール」参加者募集●

福井国体・障スポまで

あと

90 日

国体・障スポに向け、
花いっぱい運動を盛り上げるため、
国体・障スポの花
「はぴねすフラワー」
の写真コンクールを開催します。優秀作品には賞状と賞品を贈呈！なお、申込者には国体・
障スポをPRする木製看板をお渡しします。
●参加申込
対象／
「はぴねすフラワー」
を1種類以上使用したプランターや花壇、植樹升など
申込方法／参加申込書を郵送・FAX、
またはEメールにより申し込み 申込締切／ 7月23日
（月）
●写真審査
対象／募集期間中に木製看板を含めて撮影した申込花壇の写真 など
応募方法／応募用紙に写真を添付して、
郵送やEメールで応募
最寄りの農林総合事務所へ持参することも可能
募集期間／ 8月13日（月）
～9月25日（火） 詳しくは はぴねすフラワー・コンクール 検索
問 森づくり課 TEL：0776
□
（20）0442 FAX：0776
（20）
0655
コンクール作品イメージ

子育て・教育
申
県立看護専門学校オープンキャンパス●

看護技術体験や模擬授業、在校生との交流などを行います。
日時／ 8月8日
（水）13：00～16：00
対象／高校生、保護者など
申込期間／ 7月2日
（月）
～27日
（金）
問 県立看護専門学校
（福井市四ツ井）
場所・□
TEL：0776（54）5166 FAX：0776（54）8114

デザイン・ファッション・調理・医療福祉・理美容・
ペットなどの職業を体験できます。
期日／ 7月28日
（土）
～8月26日
（日）
対象／県内小学4年生～高校生
場所／県内専修学校 10校
申込締切／各期日の1週間前
検索
詳しくは 福井県専修学校
問 県専修学校各種学校連合会
□
TEL：0776（27）2024 FAX：0776（27）4752
大学・私学振興課
TEL：0776（20）0248 FAX：0776（26）1171
申
県立病院の看護師を募集します●

①産休・育児休業代替職員 採用人数／ 10人
②アルバイト
採用人数／概ね6人
③看護補助者
採用人数／ 10人
面接場所／県立病院（福井市四ツ井）
検索
詳しくは 福井県立病院
問 県立病院
□
TEL：0776（54）5151 FAX：0776（57）2945

申
県立大学オープンキャンパス●

申
ふくい教員志望者セミナー●

日時／ 8月5日
（日）
・永平寺キャンパス 10：00～15：30
学部・学科紹介のほか、模擬講義・研究室の見学などを行います。
・小浜キャンパス 11：00～15：30
研究室見学や海洋生物資源臨海研究センターへ
の見学ツアーを行います。
（金）
対象／高校生、
保護者など 申込締切／ 8月3日
問 福井県立大学
□
TEL：0776（61）6000 FAX：0776（61）6012

ふくいの教育の特色や採用試験の説明を行うほ
か、若手教員が楽しさや魅力を語ります。
日時・場所／
①8月13日
（月）
県教育総合研究所（坂井市春江町）
②8月14日
（火）
プラザ萬象（敦賀市東洋町）
①②ともに13：30～16：00
対象／大学生、高校生、保護者 申込締切／ 7月20日
（金）
問 県教育総合研究所
□
TEL：0776（58）2162 FAX：0776（58）2163

申
明治日本の産業革命を学ぼう●
なお ふみ

第2回リレー講演会。日本経済史を専門とする中村尚史氏（東京大学社
会科学研究所教授）が国際比較と地域の視点から、明治期における地域
活性化のメカニズムを解説します。
日時／8月11日（土・祝）14：00～16：00 定員／200人
（大野市城町） 申込締切／8月10日
会場／学びの里「めいりん」
（金）
問 ブランド営業課 TEL
：0776（20）0762 FAX：0776（20）0513
□
げ ん

シリーズ

中村尚史氏
く

ろ う

福井の先人⑤ 藤野厳九郎

明治から昭和時代の教育者、医者。明治 37 年、仙台医学専門学校（現在
の東北大学）で解剖学教授を務めていた厳九郎は、中国人留学生魯迅（ろ
じん）と出会います。厳九郎は、授業に苦戦していた魯迅の筆記したノート
を毎週添削し、抜けた部分を書き加えたり、文法の誤りまでも正確に訂正
しました。魯迅は感激し、彼の小説「藤野先生」にもこの出来事が描かれ、
後に中国の教科書に掲載されます。藤野という名は中国人のほとんどが
知ることになり、日中友好の象徴となりました。
藤野厳九郎記念館で常設展
「日中友好の象徴・藤野厳九郎と魯迅」開催中

ご案内

画像提供／あわら市教育委員会

企業の皆様へ

申
フィンドレー大学奨学生帰国報告会●

申○
￥
国際ビジネスの力を磨こう●

日時／ 7月5日
（木）
17：30～19：00
場所／県国際交流会館（福井市宝永）
申込締切／ 7月4日（水）※併せて留学説明会も開催します。
問（公財）
□
県国際交流協会
TEL：0776（28）8800 FAX：0776（28）8818

アメリカ・オハイオ州で、英語によるビジネスコミュ
ニケーションや世界の経済、
ビジネスの動向などを
学ぶ研修を行います。
研修期間／ 11月5日
（月）
～16日
（金）
対象／県内企業で働く概ね40歳未満の方
英語で基本的なコミュニケーションが可能な方など
定員／ 10人（企業の推薦が必要です）
申込締切／ 7月31日
（火）
※企業負担金などについては別途お問い合わせください
問（公財）
□
県国際交流協会
TEL：0776（28）8800 FAX：0776（28）8818

申○
￥
移住者交流会の参加者募集●

結婚や就職で県外から移住（Iターン）
した方とそ
の家族のための交流会です。県産食材のピザ作り
体験などをしながら、福井における生活の中で感じ
たことをみんなで話し合いましょう。
日時／ 8月19日
（日）
11：00～14：30
対象／ 20～40歳代のIターン者とその家族
場所／えい坊館（永平寺町松岡神明）
定員／先着40人程度
参加費用／ 1人あたり600円（未就学児は無料）
問 福井Uターンセンター
□
TEL：0776
（43）6295
〈日・月・祝休み〉
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・第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

気をつけよう！

熱中症が多発する時期です
・こまめに水分と塩分を補給する
・外出時には帽子や日傘を使用する
・エアコンや扇風機を適度に使用する
広報誌

毎月第４日曜発行予定

県政広報
ふくい

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！
ふくい
新聞

いますぐページに

〒910-8580（住所不要）
ラ ふくい元気通信 FBCラジオ 月・水・金曜 10：20ごろ 第3・5土曜 10：35ごろ 福井県
「広報課 福井県からのお知らせ」係
からの
ジ
お知らせ ホームページでも閲覧できます 福井県広報課
オ ＦＭ県政スポット FM福井 金曜 8：45ごろ
問 へお問い合わせください
行事などの詳細は□

を！

ご意見は

のマークがあるものは、事前申込みが必要です

検索

のマークがあるものは有料、
それ以外は無料です

