申
悩みごと総合相談会●

8月15日号（毎月1日と15日に掲載）

8月は「ふるさと納税月間」です
ふるさとを想う気持ちを寄付という形で応援できる
「ふるさと納税」
。今年新たに8月と11月
を
「ふるさと納税月間」
と定めました。平成29年度は、教育支援や山里口御門の整備など、地
域活性化のために寄付金を活用。県内に帰省中の家族や友人にも、ぜひお呼びかけを！
申
ふるさと応援メッセージ全国コンクール●

つらい 気 持ち・ストレスで お悩みの 方に、法 律・
医療・福祉などの専門家が相談に応じます。
日時・場所／
9月1日（土）13：30～16：30 福井健康福祉センター（福井市西木田）
13：00～16：00 坂井健康福祉センター（あわら市春宮）
13：00～16：00 若狭健康福祉センター（小浜市四谷町）
9月2日（日）13：00～16：00 丹南健康福祉センター（鯖江市水落町）
9月8日（土） 9：00～12：00 二州健康福祉センター（敦賀市開町）
9月１５日（土）13：00～16：00 奥越健康福祉センター（大野市天神町）
問 各健康福祉センター
□
働く
申
福井県職員、警察官等採用試験（平成31年度採用）●

職種・採用予定人数／

問 地域交流推進課 TEL：0776
（20）
0665 FAX：0776
（20）
0644
□

県職員
福井国体・障スポまで

あと

45 日

地域スポーツの振興や県民の健康増進などを目的として行われる
「デモンストレーションス
ポーツ
（デモスポ）
」
。
デモスポならではの特色ある競技を見ることができますので、ぜひ会場
に来てください。
日程・競技・場所／
8月19日
（日） 少林寺拳法
県立武道館（福井市三ツ屋町）
ウオーキング 敦賀市金ヶ崎緑地および市内コース
8月25日
（土） サイクリング 大野市特設サイクリングコース
8月26日
（日） バトン
坂井中学校体育館（坂井市坂井町）
ドッヂビー
三国体育館（坂井市三国町）
検索
9月以降も続々開催予定です。
詳しくは 福井国体 デモスポ
ドッヂビー
問 競技式典課 TEL：0776
（20）
0746 FAX：0776
（20）
2155
□

子育て・教育
申○
￥
県立大学の授業を受けてみませんか●

学生と一緒に授業を受ける聴講生を募集します。
聴講期間／ 9月～平成31年1月
※1科目当たり15回開催
聴講料／ 1科目5,000円 申込締切／ 9月6日
（木）
問 県立大学 TEL：0776
場所・□
（61）6000 FAX：0776（61）6012

里親制度説明会
様々な事情により親のもとで暮らすことができな
いお子さんがたくさんいます。里親に興味・関心が
ある方は、ぜひお越しください。
日時・場所／いずれも18：30～20：00
①8月31日
（金）小浜市文化会館（小浜市大手町）
②9月14日
（金）
なびあす（三方郡美浜町郷市）
問 敦賀児童相談所 TEL：0770
□
（22）0858 FAX：0770（22）0860

県では酒造組合と共動して、福井生まれの酒米、酵母を原料とした高級地
酒の商品化を目指しています。
この酒米は、大吟醸酒、純米大吟醸酒の製
造に向いており、華やかな香りのお酒が造りやすいことが特長です。
この
酒米の名称を募集します。優秀者には、
県内地酒などをプレゼント！
応募内容／①名称案 ②命名の理由 ③住所、氏名、年齢、電話番号 応募方法／ハガキやＦＡＸ、Eメール
応募締切／ 8月31日
（金） 詳しくは 福井 酒米名称募集 検索
問
□食料産業振興課 酒米名称係
TEL：0776（20）0423 FAX：0776（20）0649 Eメール：sakamai-naming@pref.fukui.lg.jp
う ち や ま

ふるさとへの想いを綴ったメッセージを募集しています。
優秀作品にはふるさと特産品をプレゼント！
応募方法／郵送またはメール 募集締切／ 9月20日
（木）
検索
詳しくは 福井県 ふるさと応援 コンクール

県内各地で続々開催！デモスポに行こう

申
新しい酒米の名称を募集します！●

申○
￥
ダントツ品質ものづくり達成セミナー●

製造業における設計段階から不良・クレームをなく
す手法を学べます。
日時／ 9月5日（水）、6日（木）、10月30日（火） 全日程9：30～16：30
定員／先着20人 受講料／ 38,000円
申込締切／ 8月29日
（水）
問 中小企業産業大学校
（福井市下六条町）
場所・□
TEL：0776（41）3775 FAX：0776（41）3729
保健・福祉

まちなか がんサロンを開催します
患者同士のフリートークなどで交流を深めましょう。
日時／ 8月21日
（火）13：00～15：00
対象／ 15歳～39歳のがん患者 ※予約不要
問（公社）
県看護協会（福井市北四ツ居町）
場所・□
専用TEL：0776（54）8620 FAX：0776（54）8474

①Ⅰ種行政（特別枠）

4人

②Ⅰ種行政（移住・定住促進枠）

3人

③Ⅱ種
（一般事務）

1人

）
④Ⅱ種
（土木（総合）

2人

⑤一般事務
（身体障害者対象）

2人

⑥警察事務
（身体障害者対象）
市町職員 ⑦小・中学校事務

1人
14人

⑧男性Ｂ
（高卒程度）

18人

警察官 ⑨女性Ｂ
（高卒程度）

5人

⑩武道指導

2人

1次試験日／⑧⑨⑩ 9月16日
（日）
②③④⑦ 9月23日
（日・祝）
①⑤⑥ 10月21日
（日）
会場／⑧⑨⑩
福井大学（福井市）
②③④⑦ 県立大学（永平寺町）
①⑤⑥
県社会福祉センター（福井市）
※②は中央大学（東京都）でも受験可
③④⑦⑧⑨は若狭図書学習センター（小浜市）でも受験可
申込締切／①⑤⑥以外…8月27日
（月）
①⑤⑥………9月10日
（月）
検索
詳しくは 福井県職員採用
問 人事委員会事務局 TEL：0776（20）0593 FAX：0776（20）0673
□
ご案内
申
Ｕ・
Ｉターン者の奨学金返還を応援●

県内企業などに就職する県外大学生などの奨学金
返還を応援します。
対象業種／建設業、製造業、
情報通信業、
農林水産業、医療・福祉 など
募集人数／ 10人程度 助成額／上限100万円
申込締切／ 10月31日
（水）
※応募者多数の場合、締切前に募集を中止します
詳細は 福井県 Ｕ・Ｉターン奨学金 検索
問 地域交流推進課 TEL：0776
（20）0759 FAX：0776（20）0644
□

シリーズ 福井の先人⑧

りょう きゅう

内山 良休

大野藩士。江戸時代末期、大野藩は財政難に苦しんでおり、良休は藩を立
て直す役目につきます。1855年、藩は大野産の刻み煙草や織物などを販
売する大野屋を大坂（現在の大阪）
に開設。武士による物品の直接販売
は、当時ではありえないものでした。その後、各地の産物の交易や金融事
業も行い、大きな利益を上げていきました。良休のアイディアにより、返済
に80年かかるといわれた藩の借金を約20年で完済。
その後は、金融や製糸事業の会社を起こすことにより、廃藩後の士族の失
業問題を解決するなど、大野藩のために生涯走り続けました。
大野市歴史博物館で企画展「藩政改革を支えた面谷銅山」開催中！

提供：大野市歴史博物館

申
ふくいのまちづくりを考える講座●

増加する空き地、
空き家などの活用事例を紹介し、
今後の福井のまちづくりを考えます。
日時／ 8月31日
（金）14：00～16：00
場所／アオッサ6階（福井市手寄）
定員／ 100人 申込締切／ 8月24日
（金）
問（公社）
福井県不動産鑑定士協会
□
TEL：0776（21）0501 FAX：0776（21）0525

個人事業税の納期限は8月31日（金）
事業主の方は忘れずに納付しましょう。便利な口座
振替での納付がおすすめです。
問 福井県税事務所
□
TEL：0776（21）8271 FAX：0776（21）8260
嶺南振興局税務部
TEL：0770（56）2223 FAX：0770（56）2385

申
IoT・AI等導入促進事業補助金●

IoT・AI導入で生産性向上を図る企業を支援します。
対象／中小企業、
農業・医療・福祉法人 など
補助額／ IoT 上限100万円、AI 上限1,000万円
応募締切／ 9月7日
（金）詳しくは 福井県 IoT AI 検索
問 新産業創出課 TEL：0776
（20）0537 FAX：0776（20）0678
□
気をつけよう！

熱中症に要注意！
・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

おはようふくいセブン

広報誌

次回は8月26日
（日）
発行予定

FBCテレビ／日曜7：00～7：30

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

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

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

