
8月1日号 （毎月1日と15日に掲載）

保健・福祉

認知症サポーターステップアップ講座●申
地域での見守りや認知症カフェでのボランティア

など、サポーターとして地域で活動しませんか。

日時／ 8月4日（土）13：30～16：00

場所／県生活学習館（福井市下六条町）

対象／認知症サポーター講座を受講済みの方

定員／ 100人程度

□問 長寿福祉課 TEL：0776（20）0332  FAX：0776（20）0642

共生条例タウンミーティング●申
県共生社会条例の概要説明およびみなさんのご意

見をうかがいます。

日時・場所／

①8月11日（土・祝）14：30～16：00

多田記念大野有終会館（大野市天神町）

②8月12日（日）14：30～16：00

アオッサ6階（福井市手寄）

③8月24日（金）18：30～20：00

敦賀市福祉総合センターあいあいプラザ（敦賀市東洋町）

④8月25日（土）14：30～16：00

サンドーム福井（越前市瓜生町）

定員／①③④先着80人、②先着100人

□問 障害福祉課 TEL：0776（20）0338  FAX：0776（20）0639

企業の皆様へ

新商品の開発などを支援します●申
①ふくいの逸品創造ファンド事業
　県の農林水産物や観光資源を活用した新商品・

　新サービスの開発・販路開拓

②おもてなし産業魅力向上支援事業（商品開発）
　北陸新幹線県内開業などに向けた土産品の

　新商品開発・販路開拓

対象者／県内の中小企業者など　

助成額／上限200万円　募集締切／ 9月10日（月）

詳しくは

□問 ふくい産業支援センター

　TEL：0776（67）7406  FAX：0776（67）7429

ご案内

北陸新幹線親子現場見学会●申
福井市内の高架橋やトンネル工事現場を見学できます。

日時／ 8月25日（土）9：00～15：00

集合場所／県庁（福井市大手）

対象／県内の小学生とその家族（20組、約40人）

　　※保護者1人と小学生2人の計3人まで申込可

　　※申込多数の場合は抽選で決定します

申込締切／ 8月8日（水）

詳しくは

□問 新幹線建設推進課 TEL：0776（20）0298  FAX：0776（20）0729

児童扶養手当現況届の提出はお早めに
現況届を提出しないと、届を提出するまで手当の

支給が停止されます。また、2年間未提出の場合、

手当を受ける資格がなくなりますので、期限までに

必ず提出しましょう。

提出締切／ 8月31日（金）  提出先・□問 各市町役場

架空請求のハガキにご注意を
「法務省管轄支局」と名乗る機関からのハガキなど

は架空請求詐欺です。ハガキに記載の電話番号に

電話したりせず、無視してください。

□問 県消費生活センター

　TEL：0776（22）1102

　嶺南消費生活センター

　TEL：0770（52）7830

働く

夏の就職イベント情報●申
就職イベントを開催します。帰省されるお子さんや

ご友人にお知らせください。

ふくいU・Iターン就職・転職相談会
日時・場所／※いずれの日程も10：00～16：00

8月13日（月） 敦賀オルパーク（敦賀市鉄輪町）

8月15日（水） アオッサ7階（福井市手寄）

対象／ U・Iターンを考えている社会人

詳細・申込は

緑job2018.夏（先輩社会人との交流イベント）
日時／ 8月15日（水）12：00～14：30

場所／アオッサ7階（福井市手寄）

対象／県内外の学生　定員／ 50人

詳細・申込は

□問 若者・定住支援課 TEL：0776（20）0387  FAX：0776（20）0644

保護者向け企業見学バスツアー●申
県内のものづくりを中心とする企業を訪問し、働く

現場の見学などを行います。

日程／　※各地区3社を訪問

福井地区 8月25日（土） 勝山地区 9月1日（土）

鯖江地区 9月8日（土） 敦賀地区 9月15日（土）

対象／大学や短大などに通う学生の保護者

定員／各地区先着30人  詳細・申込は 

□問 若者・定住支援課 TEL：0776（20）0386  FAX：0776（20）0644

看護職のセカンドキャリア研修●申
社会福祉施設で働くために必要な知識の習得や

看護職の役割について学ぶことができます。社会

福祉施設の見学も可能。

日時／ 8月31日（金）13：00～16：20

定員／ 30人　申込締切／ 8月27日（月）

場所・□問（公社）県看護協会（福井市北四ツ居町）

　　　  TEL：0776（52）1857  FAX：0776（52）1858 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！

広報誌

県政広報
ふくい

おはようふくいセブン
 FBCテレビ／日曜7：00～7：30

ほっとふくい
 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 新聞

福井県
からの
お知らせ

テ
レ
ビ

毎月第４日曜発行予定
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

〒910-8580（住所不要）

「広報課  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

ふくい元気通信

ＦＭ県政スポット

ラ
ジ
オ

FBCラジオ  月・水・金曜 10：20ごろ  第3・5土曜 10：35ごろ

FM福井  金曜 8：45ごろ

フェイスブック

ほやほや！
ふくい

福井県広報課 検索

ご意見は

熱中症に十分注意しましょう
気温が高い日が続き、記録的な高温となっています。暑さから睡眠不足や食欲が低下すると、熱
中症にかかりやすくなります。十分な睡眠、バランスのとれた食事を心がけましょう。また、高齢
者、子どもがおられる家庭では、水分補給や休息の声かけを家族みんなで行いましょう。
熱中症にならないための注意事項
・暑い場所での長時間の作業などは避ける ・こまめに水分を補給する
・体調が悪いときは無理をしない ・こまめに休憩をとる
・外出時は帽子をかぶるなど直射日光に当たらないようにする
少しでも体調不良を感じたときの具体的対応
・風通しのよい日陰や冷房の効いたところに移動する　・水分を補給する
・衣類をゆるめ、冷たい水で冷やしたタオルなどを脇の下や足の付け根に置き、体を冷やす
　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは
□問 健康増進課 TEL：0776（20）0350  FAX：0776（20）0643

気をつけよう！

ご自宅のブロック塀は大丈夫ですか？
現在の基準に合っていない塀は、倒壊の危険

性があります。県ＨＰにチェックポイントを掲載

していますので、自分で点検しましょう。

詳しくは

□問 建築住宅課 TEL：0776（20）0506  FAX：0776（20）0693

夏休みの海外旅行では感染症にご注意
渡航前に現地の流行状況などを確認。手洗い

や蚊・動物との接触を避けるなど、衛生対策を

行いましょう。

□問 各健康福祉センター

プロジェクションマッピングでお盆の夜を楽しみましょう
国体・障スポ期間中のイベントで投影する映像の一部を先行公開します。縁日さながらのお祭
り広場を設け、お子様連れのご家族やご友人同士でも楽しんでいただ
けます。お盆で帰省中のみなさんもぜひお越しください。
日時／ 8月12日（日）～14日（火）18：00 ～ 20：30
場所／福井県庁（福井市大手）

内容／・プロジェクションマッピング映像投影（県庁舎）
　　　・ご当地グルメやゲームなどが楽しめる県庁前ひろば納涼祭
　　　・ステージアトラクション  ※8月12日（日）のみ
　　　 （はぴねすダンス、幕末明治福井150年記念演舞など）
□問 地域交流推進課 TEL：0776（20）0759  FAX：0776（20）0644

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。

シリーズ 福井の先人⑦ 佐久間 勉
明治時代の海軍軍人。三方郡八村（若狭町）に生まれた勉は、海軍兵学校
に進学し軍人となります。明治42年、第六潜水艇の艇長に就任。そのわず
か4か月後、山口県新湊沖で訓練中に潜水艇が沈没します。勉は浮上のた
めの手を尽くしますが、次第に酸素が減少。息苦しくなる中、勉は遺書を残
します。遺書には、部下の遺族を心配する内容が書き綴られていました。
乗組員全員が最後まで持ち場を離れずに殉職しており、こうした乗組員の
姿や勉の遺書は世界に感銘を与えました。さらに、夏目漱石は遺書を名文
と絶賛し、与謝野晶子は追悼の歌を詠みました。

佐久間記念交流会館で特別展「佐久間勉の生きた時代」開催中

つとむさ く ま

や　むら

提供：若狭町教育委員会

「国体・障スポ」デザインの宝くじが発売
今月8日（水）から発売される第2459回関東・中部・東北自治宝くじの図柄に、「福井しあわせ
元気」国体・障スポが採用されました。図柄には、総合開会式や閉会式が開催される9.98スタ
ジアム（県営陸上競技場）をはじめとした福井運動公園を背景に、はぴりゅうなどのマスコット
キャラクターがデザインされています。県内で宝くじを購入すると売上の一部が県の収入に
なり、医療・福祉や文化・芸術などに活かされます。国体・障
スポ県内開催を記念して、この宝くじを購入しましょう。
発売期間／ 8月8日（水）～8月21日（火）
抽選日／ 8月23日（木）　価格／ 1枚100円
□問 財務企画課 
　TEL：0776(20)0232  FAX：0776(20)0629

福井国体・障スポまで

あと 日59

宝くじ見本

早めに医療機関で受診しましょう！ 福井県  熱中症 検索

働くなら、福井！ 検索

ふくい移住ナビ 検索

働くなら、福井！ 検索

福井県  新幹線 検索

ふくい産業支援センター  補助金 検索

福井  ブロック塀  相談 検索

福井県  海外旅行  感染症 検索

県庁への投影イメージ


