申
看護職再就業講習会●

9月15日号（毎月1日と15日に掲載）

熱戦必至！チームふくいを応援しよう

福井国体・障スポまで

あと

14 日

今月9日のビーチバレーボールを皮切りに、17日
（月・祝）
まで国体正式競技の会期前実施
競技を開催しています。
それぞれの競技の見どころを紹介！
○競泳
場所／敦賀市総合運動公園プール
（敦賀市沓見）
自由形、
平泳ぎ、
背泳ぎ、
バタフライの4泳法。
国際大会などで活躍する
選手の出場も多く、
白熱した競技が期待されます。
○飛込
場所／金沢プール
（石川県金沢市）
入水までの約2秒間に披露される華麗な技をお見逃しなく
！
○ハンドボール
場所／県営体育館（福井市福町）
ほか
信じられないような体勢から放たれる豪快なジャンプシュートと、
それを防ぐゴールキーパーの活躍に注目！
○クレー射撃
場所／県立クレー射撃場
（勝山市野向町）
瞬間の判断力と精密な動作が要求される競技。
詳しくは 福井国体・障スポ 検索
張り詰めた緊張感と命中したときの爽快感が魅力です。
問「福井しあわせ元気」
□
国体・障害者スポーツ大会実行委員会お問い合わせデスク TEL：0776（20）2010 FAX：0776（20）0664

「いちほまれ」で食欲の秋を満喫しよう

看護実践のための基礎知識を学ぶ講義や採血・
吸引などの実技演習を行います。
日時／いずれも10：00～15：00
10月17日
（水）、
24日
（水）
、
31日
（水）
、
11月7日
（水）
申込締切／ 10月15日
（月）
問（公社）
県看護協会（福井市北四ツ居町）
場所・□
TEL：0776（52）1857 FAX：0776（52）1858
子育て・教育

しん

9月22日土から県立美術館で特別展「幕末明治のアートシーン～福井ゆかりの作家と同時代の巨匠の作品から～」を開催します！

米国オハイオ州のフィンドレー大学に留学し、英語
などを学び、
グローバルな視点を養いませんか。
2019年8月から1学年度分の授業料を免除します。
定員／ 2人 応募締切／ 11月30日
（金）
問（公財）
県国際交流協会 TEL：0776（28）8800 FAX：0776（28）8818
□

保健・福祉

結核予防のために

ご案内

ヘルプカードの配布を開始します

9月24日
（月・休）
～30日
（日）
は
「結核予防週間」
。
国内で毎年2万人近い患者が発生し、約2千人が
亡くなる
「結核」。せきやタン、
だるさが続いたら早
めに医療機関で受診しましょう。
問 各健康福祉センター
□

70歳以上で運転免許をお持ちの方へ

職種／言語聴覚士 募集人数／ 1人
勤務場所／県こども療育センター（福井市四ツ井）
勤務期間／ 11月から2020年4月まで
申込締切／ 9月28日
（金）
問 県こども療育センター TEL：0776（53）6570 FAX：0776（53）6576
□

てん

申○
￥
Excel2016関数マスター研修●

申
フィンドレー大学福井県奨学生を募集●

申
産休育休代替職員を募集●

くら

神奈川県生まれの思想家、美術家。
アメリカ人哲学者のフェノロサとともに文化
財保護の礎をつくり東京美術学校（現在の東京藝術大学）
の創設に尽力しまし
た。
日本画の革新と日本画家の育成に努め、その中には横山大観ほか日本を代
表する画家となる若者が多く在籍。両親が福井生まれの天心は、常に
「故郷は
福井」
と話し、強い愛着をもっていました。
さらに、
ボストン美術館への履歴書に
も越前生まれと記載。幼い頃、乳母からよく福井の話を聞いていた天心にとっ
て、福井は生涯にわたる心のふるさととなっていたことでしょう。
提供：茨城県天心記念五浦美術館蔵

いちほまれのＣＭが完成しました！

働く

お か

左からこころちゃん、
りゅうくん、
ひかりちゃん

農家民宿や農家レストランなどの開業に向けた研
修を受講できます。
コース／農家レストラン、
地域コーディネーター、
農家民宿、
体験交流ビジネス
定員／各コース10人程度
受講料／ 1講義あたり500円
（越前市安養寺町）
研修場所／ふくい農業ビジネスセンター
研修期間／ 10月～平成31年3月
申込締切／ 9月28日
（金）
問 地域農業課 TEL：0776
（20）0446 FAX：0776（20）0651
□

県が開発し、
「日本一おいしい、誉れ高きお米になってほしい」
という思いが込められたブラン
ド米「いちほまれ」
。今年は首都圏に加えて関西・中京圏にも販路を拡大。
9月23日
（日・祝）
か
ら全国に先駆けて県内販売を開始します。
コシヒカリを超える美味しさをご堪能ください。

外見では分からなくても周囲からの援助が得やす
くなるよう、希望する方に配布します。
配布開始日／ 9月25日
（火）
対象者／内部障害者や難病の方、
妊娠初期の方など
援助や配慮を必要としている方
※障害者手帳の有無は問いません。
配布場所／県障害福祉課、
各健康福祉センターなど
※ヘルプカードを見かけたら、電
車・バスの中で席を譲る、困って
いたら声をかけるなど、配慮をお
願いします。
問 障害福祉課 TEL：0776
（20）0338 FAX：0776（20）0639
□

今年5月に生まれたコウノトリ3羽（メス2羽・オス1羽）の愛称が
こころちゃん、ひかりちゃん、りゅうくんに決定しました。
放鳥式典を9月17日（月・祝）に開催！
すくすく育った3羽が飛び立つ姿をみんなで見届けましょう。
先着150組に地元住民から記念品が進呈されます。
場所／越前市坂口地区 ※坂口小中学校付近の水田
検索
詳しくは 福井県 コウノトリ 掲示板
問
□自然環境課 TEL：0776（20）0306 FAX：0776（20）0635

申○
￥
里山里海湖ビジネス研修受講生募集●

請求書や賃金計算書などの作成に役立つ活用方法を学べます。
日時／ 10月3日
（水）
、4日
（木）9：00～17：00
定員／12人 受講料／11,600円 申込締切／9月26日（水）
問 県産業情報センター
（坂井市丸岡町熊堂）
場所・□
TEL：0776（67）7411 FAX：0776（67）7439

福井県出身の歌手・五木ひろしさんをイメージキャラクターにしたＣＭが、
県内販売
開始と同日に放送スタート！いちほまれの魅力たっぷりのＣＭに仕上がりましたの
検索
で、
ぜひご覧ください。
詳しくは いちほまれ
問 福井米戦略課 TEL：0776
□
（20）
0425 FAX：0776
（20）
0649

コウノトリ愛称決定！そして放鳥へ

高齢者講習を受講しないと運転免許証の更新ができ
ません。
「高齢者講習のお知らせ」が届いた方は、早め
に受講予約をしてください。各自動車学校の「高齢者
講習空き情報」については県警ＨＰから確認できます。
問 県警本部運転免許課 TEL・FAX：0776
□
（51）2820
高齢ドライバー相談ダイヤル TEL：0776（51）2221
申
写真コンテストの作品を募集中！●

田んぼや畑で生き生きとした子どもたちの写真を
募集中です。
入賞者には福井の特産品を贈呈！
申込締切／ 9月28日
（金）
問 食料産業振興課 TEL：0776
（20）0417 FAX：0776（20）0649
□

シリーズ

福井の先人⑩ 岡倉 天心

申○
￥
越前古窯「天心茶会」の参加者募集●

岡倉天心を称える茶会を開催します。
日時／ 10月20日
（土）、21日
（日）9：00～ 場所／越前古窯博物館（丹生郡越前町小曽原）
検索
定員／先着600人 料金／ 8,000円 詳しくは 越前古窯博物館
問「天心茶会」
実行委員会事務局 TEL：0778
（32）3262 FAX：0778（32）3263
□
気をつけよう！

申
目指せ！高校生食育王●

全国高校生食育王選手権大会の参加チームを
募集中です。同じ高校の3人1組で参加できます。
WEB予選日時／ 9月19日
（水）
、20日
（木）
16：00～18：00
検索
詳細・申込は 食育王
問 食料産業振興課
□
TEL：0776（20）0417 FAX：0776（20）0649

象牙の売却・譲渡には注意が必要です！
登録されていない象牙を売却・譲渡することは
法律で禁止されています。
未登録の象牙をお持ちの方は登録を！
※所有していることは問題ありません。
問 自然環境課 TEL：0776
□
（20）0306 FAX：0776（20）0635

おはようふくいセブン

広報誌

毎月第4日曜発行

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
いますぐページに

ほやほや！
ふくい
新聞

ご意見は

〒910-8580（住所不要）
福井県
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
「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

