7月15日号（毎月1日と15日に掲載）

プロジェクションマッピングで幸福度日本一をPRしよう
国体・障スポ期間中、来県される方々へのおもてなしの一環として、
プロジェクションマッピン
グイベントを開催。幸福度日本一ふくいの魅力などをPRする立体的な映像を、県庁舎に映し
出します。
イベント内で投影する
「笑顔の写真」
や
「映像作品」
を大募集！
素敵な笑顔を投影しませんか

①笑顔写真撮影会
日時／ 7月16日
（月・祝）
15：00～16：30
場所／県立図書館（福井市下馬）
対象／ご家族や友人、
個人など
②自分で撮影した
「笑顔の写真」
写真データを、
氏名・住所・連絡先を記載の上、
info@mind-soundlife.co.jpあてに送付
提出締切／ 8月10日
（金）

準備が進む！国体・障スポ

福井の街並みや風景がドラマ・映画に登場！

国体の総合開会式観覧
福井国体・障スポまで
に、募集の2.75倍となる
あと
日
約1万5千人の応募があ
り、先月末、抽選により観覧者を決定しました。
国体・障スポの開・閉会式会場となる福井運動
公 園 で は、県 産 材を活 用した 歓 迎 ゲ ートや
7600人分の観覧スタンドなどの設営が進行
中。来月には開・閉会式の式典総合練習会を開
催するなど、
より本番に近い練習を重ねてお
り、式典演技の完成度を高めています。
問 大会推進課 TEL：0776
（20）0769 FAX：0776（20）0539
□

ドラマ
「チア☆ダン」
放送開始！

76

申
クルミやカリンを栽培しませんか●

中山間地の山際農地に、
クルミ、
カリンを植える場
合、苗木を無料で提供します。
条件／ 50本以上の規模で栽培できる方
問 地域農業課 TEL：0776
（20）0446 FAX：0776（20）0651
□
各農林総合事務所

申
映像作品を投影しませんか●

プロジェクションマッピング投影に合わせ、
県内の学生が制作した映像の上映会を開催。
県庁への投影イメージ図
みなさんの映像で福井をアピールしましょう。
対象／県内の中学校や高校、大学、
専門学校などに在籍している学生が制作した映像
映像内容／幸福度日本一ふくいの良さや魅力をPRする3分以内の映像
申込方法／下記問い合わせ先に連絡 ※募集要項を送付します
問 地域交流推進課 TEL：0776
□
（20）
0759 FAX：0776
（20）
0644

申
ふくいワインカレッジ公開講座を開催●

日時・内容／ 7月24日
（火）
ワインの歴史と文化
7月31日
（火）
ワイン醸造の基本操作
いずれの日程も13：00～15：00
場所／ふくい農業ビジネスセンター（越前市安養寺町）
定員／各30人 申込締切／各開催日前日まで
問 地域農業課 TEL：0776
（20）0446 FAX：0776（20）0651
□

肝炎検査を受けましょう
健・福祉
申
親子介護体験バスツアー●

高齢者福祉施設の見学や体験ができます。
日程／ 7月下旬から8月上旬
いずれの日程も10：30～14：30
場所／県内介護施設（県下7コース 14事業所）
対象／小学校高学年とその保護者の方
申込締切／各コース1週間前まで
問 県社会福祉協議会人材研修課
□
TEL：0776（21）2294 FAX：0776（24）4187
働く
申
お子さんの就労を応援します●

お子さんの就労意欲を高めるため、接し方や家族
関係の築き方などを学びませんか。
日時／ 7月21日
（土）セミナー
10：00～11：30
出張相談会 11：30～16：00
（勝山市郡町）
場所／勝山市福祉健康センター「すこやか」
問 ふくい若者サポートステーション
□
TEL：0776（21）0311 FAX：0776（21）0313

ちょこっと就労就職説明会
近隣の介護施設で短時間働いてみませんか。
日時・場所／ ※いずれの日程も13：30～15：30
7月23日
（月）勝山市市民交流センター（勝山市片瀬町）
7月24日
（火）県社会福祉センター（福井市光陽）
7月25日
（水）小浜市総合福祉センター（小浜市遠敷）
7月26日
（木）
サンドーム福井（越前市瓜生町）
問 県社会福祉協議会人材研修課
□
TEL：0776（21）2294 FAX：0776（24）4187
ご案内
申
農用地の借受け希望者を募集します●

農地の規模を拡大したい方などに、農用地をお貸
しします。
募集対象／農地所有適格法人、認定農業者 など
応募方法／ホームページより申請書をダウンロード
し、市町農政担当課へ提出
申込締切／ 8月8日
（水）
詳しくは ふくい農林水産支援センター 検索
問（公社）
ふくい農林水産支援センター
□
TEL：0776（21）8313 FAX：0776（23）0931

7月23日
（月）
～29日
（日）
は、
肝炎についての正し
い知識の普及と予防の意識を高める
「肝臓週間」
で
す。
県内各医療機関と各健康福祉センターで無料
検査を実施していますので、
検査を受けましょう。
問 各健康福祉センター
□
申
職場での悩みごと夜間相談会●

労働委員会委員
（弁護士など）
が、解雇や賃金など
労使関係の悩みごと相談をお受けします。
日時／ 7月24日
（火）18：30～20：００
場所／県庁内会議室
対象／県内の労働者および使用者の方など
申込締切／ 7月23日
（月）17：00
問 労働委員会事務局 TEL：0776（20）0597 FAX：0776（20）0599
□

映画「チア☆ダン」
の数年後を描くストーリーで、主人公の土屋
太鳳さんなど豪華キャストが出演。県の映画等誘致事業制度の
適用第1号として、5、6月に県内でロケを行いました。ぜひご覧
ください！
た

お

TBS系列で毎週金曜22時から放送中 FBCでは7月22日（日）13時からスタート

映画
「えちてつ物語」
が完成！
えちぜん鉄道沿線市町の美しい自然や文化遺産を舞台にした、笑
いやふるさと愛あふれる作品です。
お笑い芸人・横澤夏子さんが主
人公として出演。公開をお楽しみに！
公開日／ 11月3日
（土・祝）
から福井県内で先行公開
©2018「ローカル線ガールズ」制作委員会

幕末明治福井150年博の期間中、福井の先人を紹介するシリーズ企画を掲載中。
し ょ う し ち

シリーズ

福井の先人⑥ 大和田 荘七

明治から昭和時代の実業家、銀行家。明治11年、海運業を営む大和田家
の養子となり、実業家としての道を歩み始めます。敦賀の海運衰退を予見
していた荘七は、
まちの有力者たちを説得して、敦賀港を国際港にする活
動に取り組みます。明治32年、敦賀港は
「開港場（外国貿易港）
」
に指定さ
れます。荘七は貿易会社を立ち上げ、港の整備拡充に財産をつぎ込み、国
際港としての敦賀港の基礎を築きました。
また、敦賀を大都市と同様な経済の仕組みを持つまちにするために、大和
田銀行を創設。現在、建物は博物館として利用され、荘七の功績を後世に
伝えています。
敦賀市立博物館でテーマ展
「近代敦賀港と大和田荘七」
開催中
申
働きながらの修学を応援します●

申
クールシェアスポットを募集●

従業員が大学や大学院に修学する場合の費用を負
担している県内企業に対し、
奨励金を交付します。
奨励金額／ ※対象労働者1人あたりの限度額
大学通信教育課程の場合…………………10万円
大学院通信教育課程または県内大学院の場合
…………………15万円
申請期限／事業者が修学に係る費用を負担した日
の翌日から3か月以内
問 労働政策課 TEL：0776
（20）0388 FAX：0776（20）0648
□

涼しい場所をみんなでシェアする
「クールシェアス
ポット」
を募集します。登録施設・店舗情報を県ホー
ムページなどで発信します。
募集期間／ 7月16日
（月・祝）
～9月28日
（金）
募集要件／概ね1時間滞在できる場所
家族で訪れることができる場所 など
検索
詳しくは クールシェア ふくい
問
□環境ふくい推進協議会
TEL：0776（20）0302 FAX：0776（20）0734

おはようふくいセブン

企業の皆様へ

法人土地・建物基本調査にご協力を
法人を対象に土地や建物の所有・利用状況などを
明らかにする法人土地・建物基本調査を実施しま
す。対象法人には、7月から調査票を郵送します。
回答締切／ 9月15日
（土）
問 土木管理課 TEL：0776
（20）0469 FAX：0776（22）8164
□

大和田荘七（『敦賀市史』
より）

FBCテレビ／日曜7：00～7：30

テ ほっとふくい
レ 福井テレビ／第1・第３土曜17：00～17：15
ビ
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

広報誌

次号は7月22日
（日）
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
ご意見は

〒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！

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

