
9月1日号 （毎月1日と15日に掲載）

看護職就職支援相談会
看護職の方を対象に、ナースセンターの相談員に

よる就業相談会を行います。　

日時・場所／いずれも13：30～16：00

9月7日（金）  ハローワーク福井（福井市開発）

9月10日（月）ハローワーク武生（越前市中央）

9月14日（金）ハローワーク小浜（小浜市後瀬町）

9月18日（火）ハローワーク敦賀（敦賀市鉄輪町）

9月19日（水）ハローワーク三国（坂井市三国町）

9月27日（木）ハローワーク大野（大野市城町）

□問（公社）県看護協会 TEL：0776（52）1857  FAX：0776（52）1858

子育て・教育

高等学校卒業程度認定試験●申○￥

試験日／ 11月10日（土）、11日（日）

試験会場／国際交流会館（福井市宝永）

対象／平成31年3月末までに満16歳以上になる方

試験科目／国語、数学、英語など8～10科目

受験料／4,500円～8,500円  出願締切／9月13日（木）

□問 生涯学習・文化財課 TEL：0776（20）0558  FAX：0776（20）0672

中学校卒業程度認定試験●申

試験日／10月25日（木）  試験会場／県庁（福井市大手）

出願締切／ 9月7日（金）  提出先／文部科学省

□問 高校教育課 TEL：0776（20）0568  FAX：0776（20）0669

保健・福祉

ふくい障害者ワークフェア
障害者雇用支援月間（9/1～9/30）にあわせて、特別支

援学校の生徒が作った作品の展示・販売などを行います。

日時／ 9月8日（土）10：00～20：00

　　　 9月9日（日）10：00～17：00

場所／エルパ1階（福井市大和田）

□問 労働政策課 TEL：0776（20）0390  FAX：0776（20）0648

特別児童扶養手当所得状況届の提出はお早めに
所得状況届の提出が遅れると、届出されるまで手

当の支給が停止されます。未提出の方は、早めに

各市町窓口に提出してください。

提出締切／ 9月12日（水） □問 各市町障害福祉担当課

ご案内

屋外広告物のルールを守ろう
9月1日（土）～10日（月）は、屋外広告物適正化旬間です。

・屋外広告物を設置するときは、事前に市町の許可が必要

・設置場所や大きさ、高さなど、条例で定める基準を順守

□問 都市計画課 TEL：0776（20）0497  FAX：0776（20）0693
企業の皆様へ

アンテナショップ情報交換会の参加事業者募集●申

東京のアンテナショップでの売れ筋商品の紹介や

商談会を行います。

日時・場所／

①9月6日（木）13：30～16：00

　敦賀商工会館2階会議室（敦賀市神楽町）

②9月7日（金）10：30～16：30

　県生活学習館 映像ホール（福井市下六条町）

申込締切／ 9月5日（水）

□問 産業政策課 TEL：0776（20）0369 FAX：0776（20）0645

働く

秋季合同企業説明会
県内企業120社が個別ブースで面談を行うほか、

就職に関する相談窓口も設置します。

日時／ 9月15日（土） 午前の部10：30～13：30

　　　　　　　　　  午後の部14：00～17：00

場所／県生活学習館（福井市下六条町）

対象／平成31年3月卒業予定の大学・短大生

　　　Ｕ・Ｉターン希望の若年者　など

□問 若者・定住支援課

　TEL：0776（20）0387  FAX：0776（20）0644

大型浚渫兼油回収船「白山」の一般公開
国土交通省が所有する全長約90mの大型船「白山」

が来港します。その迫力を間近で見学しましょう。

日時／ 9月2日（日）13：30～15：30

場所／福井港北1号岸壁

内容／船内見学、福井港紹介パネル展  など

詳しくは 浚渫船白山 検索

みんなで行こう！ はぴりゅうフェスタ
福井しあわせ元気国体・障スポの開催30日前ＰＲイベント「はぴりゅうフェスタ」を開催します。
今日から2日間に渡り、楽しいイベントが盛りだくさん！ ぜひお越しください。
日時／ 9月1日（土）13：00～16：00　場所／ハピテラス（福井市中央）

 ○炬火集火式・・・国体・障スポのシンボルとなる炬火。県内17市町の火が集結します！
 ○トップアスリート・トークライブ・・・清水邦広選手（バレーボール）が出演します。
 ○ステージプログラム・・・県内各種団体の応援発表。
日時／ 9月2日（日）10：00～16：00　
場所／ハピテラス、福井駅前電車通り　ほか
 ○国体・障スポ競技「はぴねスポーツ」体験会

 ○はぴりゅうふわふわ、はぴりゅう絵画展　など
□問 大会推進課 TEL：0776（20）0769  FAX：0776（20）0539

スニーカービズ ウオーキング大会開催！●申
幕末期の古地図を片手に、福井駅周辺の歴史スポットをスニーカーで巡りませんか。ソウルオ
リンピック金メダリストでスポーツ庁長官の鈴木大地さんと一緒に歩きましょう！
日程／ 9月16日（日）受付8：30～　集合場所／福井市中央公園（福井市大手）

コース／左内公園やグリフィス記念館などを巡る6ｋｍ、3ｋｍの2コース
定員／先着500人　申込締切／ 9月12日（水）
詳しくは
□問 健康増進課 TEL：0776（20）0352  FAX：0776（20）0643

スニーカービズ　大会 検索

はぴウォール

国道８号 福井バイパス

新しい道路が続々開通します！
「国体・障スポ」に合わせ、５つのアクセス道路（しあわせ元気道路）が開通します。安全で快適
に通行できるようになり、各会場へのアクセスが便利になります。
①国道8号福井バイパス（延長 約5.4ｋｍ）
　開通日時／ 9月1日（土）16：00　開通区間／あわら市笹岡～坂井市丸岡町玄女
②国道476号西部アクセス道路（延長 約0.7ｋｍ）
　開通日時／ 9月2日（日）14：00　開通区間／大野市城町～犬山
③国道416号大日峠道路（延長 約3.8ｋｍ）
　開通日時／ 9月9日（日）17：30
　開通区間／勝山市野向町横倉～石川県境（石川県側も同時開通）
④主要地方道丸岡川西線布施田橋（延長 約1.7ｋｍ）
　開通日時／ 9月16日（日）16：00
　開通区間／坂井市春江町布施田新～福井市布施田町
⑤国道476号持越バイパス（延長 約1.0ｋｍ）
　開通日時／ 9月24日（月・休）15：00　開通区間／池田町持越
□問 道路建設課 TEL：0776（20）0474  FAX：0776（20）0658

「国体・障スポ」に合わせ、５つのアクセス道路（しあわせ元気道路）が開通します。安全で快適
に通行できるようになり、各会場へのアクセスが便利になります。
①国道8号福井バイパス（延長 約5.4ｋｍ）
　開通日時／ 9月1日（土）16：00　開通区間／あわら市笹岡～坂井市丸岡町玄女
②国道476号西部アクセス道路（延長 約0.7ｋｍ）
　開通日時／ 9月2日（日）14：00　開通区間／大野市城町～犬山
③国道416号大日峠道路（延長 約3.8ｋｍ）
　開通日時／ 9月9日（日）17：30
　開通区間／勝山市野向町横倉～石川県境（石川県側も同時開通）
④主要地方道丸岡川西線布施田橋（延長 約1.7ｋｍ）
　開通日時／ 9月16日（日）16：00
　開通区間／坂井市春江町布施田新～福井市布施田町
⑤国道476号持越バイパス（延長 約1.0ｋｍ）
　開通日時／ 9月24日（月・休）15：00　開通区間／池田町持越
□問 道路建設課 TEL：0776（20）0474  FAX：0776（20）0658

福井国体・障スポまで

あと 日28

シリーズ 福井の先人⑨ 儀山 善来
若狭大島畑村（現・おおい町大島）生まれの禅僧。太元老師（岡山県曹源寺）
の元で10年以上の修行を経て、老師の法を継ぎます。儀山は弟子の教化

（人を導いて善に転化させること）に尽力しました。ある日の夕方、弟子が手
桶のわずかな水を何気なしに捨てたところ、「一滴の水を無駄にすることこ
そ殺生なり。」と叱責。弟子はこのことを肝に銘じ、「滴水」と号し、滴水宜牧と
して生涯この教えを徹底しました。その他にも釈宗演などの優れた弟子を世
に輩出。明治維新での仏教破壊運動にも負けず、臨済禅を守り続けました。

幕末の四賢侯に学ぼう●申
幕末の四賢侯（松平春嶽・島津斉彬・山内容堂・伊達宗城）を輩出した4県の研究者が福井県
に集い、四賢侯の交流と絆、その歴史的役割などを語りあいます。
日時／ 9月23日（日・祝）13：30～15：30　会場／ハピリンホール（福井市中央）

定員／ 200人　申込締切／ 9月21日（金）
□問ブランド営業課　TEL：0776（20）0762　FAX：0776（20）0513

清水邦広選手

提供：曹源寺

スポーツ庁長官 鈴木大地氏

若州一滴文庫で特別展「動乱の時代をあゆむ～日本思想史の源流たる若狭の禅僧～」開催中！
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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

おはよう

ふくいセブン
 FBCテレビ／日曜7：00～7：30

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

ほっとふくい
 福井テレビ／第１・３土曜17：00～17：15 福井の情報がまる分かり

いますぐページに　　　  を！

フェイスブック

ほやほや！
ふくい

9/9　芸術・文化に親しもう

9/9　特定健診を受けましょう

9/2　大丈夫？あなたの家の“ブロック塀”
ブロック塀の倒壊から身を守るため、確認すべきポイントを紹介します。

9/2　秋のお出かけスポットを巡ろう！ ニッチェの福井出会い旅
お笑い芸人・ニッチェが「ふくい、幸サーチ」に登録されているお店で、
秋の福井を満喫します！

9/1　海の幸たっぷり！ 福井の味力でおもてなし
「旬の食材でおもてなし県内飲食店フェア」で提供される期間限定料理を紹介！

広報誌

県政広報
ふくい

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
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ふくい元気通信

FM県政スポット

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

新聞

福井県からの
お知らせ

「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 福井県広報課 検索

ご意見は　〒910-8580（住所不要）
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