申
保護者向け企業見学ツアー●

10月15日号（毎月1日と15日に掲載）

完全優勝！天皇杯・皇后杯を獲得しました

障スポ

最終日

チームふくいが大躍進！
先月29日に開幕し、
天皇・皇后両陛下の9年ぶりのご来県となっ
た福井しあわせ元気国体。県勢は22競技48種目で優勝し、過
去最高得点の2,896点で総合1位を獲得しました。
また、
「いっしょにスポーツ」
「いっしょに観戦」
との願いから、
障ス
ポとの融合を目指した今大会。国体期間中に車いすバスケット
ボールと車いすテニスの競技会を開催しました。

自転車

剣道

申
県庁現場見学ツアー（土木・建築）●

県が行う土木現場の見学や採用試験の説明、若手
職員との座談会を行います。
日時／ 11月16日
（金）9：00～17：30
集合場所・時間／県庁（福井市大手） 9：00
JR敦賀駅前
9：55
対象／大学生、
大学院生、社会人 など
定員／先着30人 申込締切／ 11月2日
（金）
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
□
車いすバスケットボール

日ごろの練習の成果を存分に発揮！
今月13日に開幕した福井しあわせ元気大会。
県内各地で熱戦が続いています。
そしていよいよ最終日！ぜひ会場に足を運んで、
チームふくいを応援しましょう。
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
保健・福祉

子育て・教育

学園祭でHIV抗体検査・エイズ相談

申○
￥
短期ビジネス講座2018●

専門の医師・看護師が対応し、無料で検査ができま
す。当日11時からは、声優の三ツ矢雄二さんによ
るトークイベントを開催します。
日時／ 10月28日
（日）10：00～14：00
場所／福井大学医学部（永平寺町松岡下合月）
問 健康増進課
□
TEL：0776（20）0351 FAX：0776（20）0643

大学が持つ理論的な経営学と、企業経営に必要な
実践的スキルを学ぶことができます。
日時／ 11月17日
（土）、
12月1日
（土）、
8日
（土）、15日
（土）
※いずれも9：30～17：00
受講料／ 31,000円
（条件により助成あり）
申込締切／ 11月9日
（金）
問 県立大学
（永平寺町松岡兼定島）
場所・□
TEL：0776（61）6000 FAX：0776（61）6012

薬と健康の週間（10/17～10/23）
医薬品は、正しく使わないと副作用により健康被害
を起こす恐れがあります。医薬品に関する不明な
点があれば、地域の薬局・薬剤師に相談しましょう。
問 医薬食品・衛生課 TEL：0776
（20）0347 FAX：0776（20）0640
□
各健康福祉センター

「がんを知る展」で理解を深めましょう
がんの基礎知識や予防方法について、子どもから
大人まで体験しながら学べます。
日時／ 10月19日
（金）
～21日
（日）
場所／ハピテラス
（福井市中央）
問 健康増進課 TEL：0776
（20）0349 FAX：0776（20）0643
□

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 10月20日
（土） 大野地区 10月27日
（土）
小浜地区 11月10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
検索
詳細・申込は 働くなら、福井！
問 若者・定住支援課
□
TEL：0776（20）0638 FAX：0776（20）0644

働く

ちょこっと働く！
？ シニア相談会
県内企業と具体的な働き方について直接相談でき
ます。
ライフプランに関するセミナーも開催。
日時・場所／
（小浜市南川町）
10月24日
（水）若狭図書学習センター
10月31日
（水）ハートピア春江（坂井市春江町）
セミナー 13：30～14：00 相談会 14：00～15：30
問 労働政策課 TEL：0776
（20）0390 FAX：0776（20）0648
□

ご案内

大規模な土地取引には届け出が必要です
土地の投機的取引や乱開発を防止するため、
契約締
結後2週間以内に各市町担当課に届け出てください。
届け出が必要な面積／
市街化区域・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・2,000m²以上
市街化区域以外の都市計画区域・
・
・5,000m²以上
都市計画区域以外の区域・
・
・
・
・
・
・
・
・10,000m²以上
問 土木管理課
□
TEL：0776（20）0469 FAX：0776（22）8164

不動産合同公売を実施します
県内市町と合同で、差し押さえた不動産の公売を行います。
日時／ 11月20日
（火）10：00
場所／県立図書館多目的ホール（福井市下馬）
詳しくは 不動産合同公売 福井県 検索
問 税務課 TEL：0776
（20）0515 FAX：0776（20）0516
□

暴力追放福井県民敦賀大会
県民の暴力団排除の機運を盛り上げ、
「暴力のな
い安全で安心して暮らせる福井県」
を目指します。
日時／ 11月2日
（金）
13：30～16：00
場所／プラザ萬象（敦賀市東洋町）
問 県警本部 TEL・FAX：0776
□
（22）
2880
申
収入保険の加入申請を受け付けています●

農業経営安定のため、
農業収入の減少に備えましょう。
対象／青色申告を行っている農業者
申請期限／ 11月30日
（金）
問 生産振興課 TEL：0776
（20）0427 FAX：0776（20）0650
□
県農業共済組合 TEL：0778（53）2701 FAX：0778（53）2705

障害がある人もない人も幸せに暮らせるように
商業施設をバリアフリーにしませんか
障害のある人の生活に身近な場所である小規模商業施設のバリアフリー化を支援しています。
対象施設／床面積500ｍ²以下の物品販売店や300ｍ²以下の飲食店など
補助上限額／障害者用トイレ設置 200万円、段差解消 150万円
自動ドアなど 75万円、点字ブロック敷設 75万円
障害者用駐車場 15万円、簡易スロープ購入 3.5万円
問 障害福祉課 TEL
□
：0776（20）0338 FAX：0776（20）0639
障害者用トイレ

障害を理由とする差別に関する相談窓口
障害を理由とする不当な差別的取扱いは絶対にしてはいけません。
みなさん一人ひと
りが障害者差別を正しく理解することが必要です。
「これって差別？」
「こういう配慮をし
てほしい」
と感じたことがあれば、相談窓口までお気軽にご相談ください。
問 障害者110番 TEL：0776
□
（29）1100ほか、県障害福祉課や各市町障害者福祉担当課まで

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
しゃく

シリーズ

そう

えん

福井の先人⑫ 釈 宗演

高浜村（現高浜町）生まれの禅僧。幼いころから優れた資質があった宗
演は、妙心寺（京都）
などで修行し、慶應義塾に入塾しました。主宰の福
沢諭吉の勧めで、仏教をより深く学ぶためにセイロン（スリランカ）へ渡
航。帰国の際は、インド、
タイ、中国を巡り、様々な国における仏教を学び
ました。帰国後、
日本仏教界の代表として万国宗教大会に出席。宗演の
公演は大きな反響を呼び、
日本の禅が世界に注目されるようになりまし
た。その後、禅は欧米で一大ブームを起こすまでになり、
「ZEN」
という
世界共通語にもなっています。

提供：個人蔵

高浜町郷土資料館で特別展「郷土の偉人－高僧 釈 宗演－」開催中

里親制度説明会

企業の皆様へ

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／①～③は10：00 ～ 11：30
①10月19日（金）越前市福祉健康センター（越前市府中）
②10月22日（月）坂井市みくに市民センター（坂井市三国町）
③10月25日（木）勝山市福祉健康センターすこやか（勝山市郡町）
④10月25日（木）19：00～20：30 アオッサ（福井市手寄）
問 総合福祉相談所
□
TEL：0776（24）5138 FAX：0776（24）8834
おはようふくいセブン
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

申
福井ふるさと企業表彰●

福井の産業振興や地域の活性化に貢献する中小
企業の活動を表彰し、優れた活動を行う企業をふ
るさと企業として認定します。
対象／県内に主たる事業所を置く中小企業 など
申込締切／ 10月31日
（水）
検索
詳しくは 福井ふるさと企業表彰
問
□産業政策課 TEL：0776（20）0367 FAX：0776（20）0645
広報誌

県政広報
ふくい

次号は10月28日
（日）
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

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

