
11月1日号 （毎月1日と15日に掲載）

働く

縁job2018.秋●申
県内企業の若手先輩社会人と交流し、仕事の内容

や就職活動の進め方など、気軽に相談できます。

日時／ 11月10日（土）14：00～17：00

場所／アオッサ7階（福井市手寄）　定員／ 50人

対象／県内外の学生  詳細・申込は

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

県内で働きたいお医者さんへ
県外の医療機関に勤務していて、福井で働きたい

と考えている方がいましたら、ぜひお知らせくださ

い。県内の病院を紹介します。

□問 地域医療課 TEL：0776（20）0345 FAX：0776（20）0642

「実は福井の技」企業との交流会●申
国内・海外トップシェアをもつ県内企業と交流でき

るほか、Uターンセミナーも開催します。県外にいる

お子さん、知人にもお知らせください。

日時・場所／

11月14日（水）13：30～17：40 神戸国際会館（神戸市中央区）

11月27日（火）13：30～17：20 大宮ソニックシティ（さいたま市大宮区）

11月29日（木）13：30～17：40 金沢勤労者プラザ（金沢市北安江）

対象／ 2020年3月以降卒業予定の学生

□問 ふくいジョブステーション TEL：0776（32）4560  FAX：0776（32）4555

ものづくり現場のIoT基本習得セミナー●申○￥
IoTを活用した業務改善手法を事例や演習を交え

ながら学べます。

日時／ 11月7日（水）9：30～16：30

対象／生産現場の技術や管理を担当する方

定員／先着20人　受講料／ 18,000円

申込締切／ 11月5日（月）

場所・□問 中小企業産業大学校（福井市下六条町）

　TEL：0776（41）3775  FAX：0776（41）3729

ご案内

記念講演「がん死ゼロ健康長寿社会実現に向けて」●申
若狭湾エネルギー研究センターの開所20周年を記

念して、量子科学技術研究開発機構の理事長による

講演会を開催します。

日時／ 11月16日（金）13：00～14：20

場所・□問（公財）若狭湾エネルギー研究センター（敦賀市長谷）

　TEL：0770（24）2300  FAX：0770（24）2303

季節の生き物の写真を募集しています
生活の中で目にした生き物の写真を撮って、季節の移り変

わりを感じましょう。投稿者には抽選でプレゼントを進呈！

投稿方法／

・里山里海湖研究所ホームページから投稿

・郵送またはFAX（名前、住所、見つけた場所、感想を明記）

□問 里山里海湖研究所 TEL：0770（45）3580  FAX：0770（45）3680

税を考える週間（11/11～17）
地方税は教育や福祉などの身近な行政サービスに活かされています。

個人住民税は給与引き去りで

従業員が3人以上の事業主の方は、従業員の個人住民税を

給与から引き去りしてください。未実施の事業主の方には11

月中に通知を送付しますので、来年度から実施してください。

□問 税務課 TEL：0776（20）0257  FAX：0776（20）0629

　各市町住民税担当課

個人事業税の納期限は11月30日（金）

コンビニでも納付できますので、事業主の皆さん

は忘れずに納付しましょう。

□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：0776（56）2223  FAX：0776（56）2385

11、12月は県下統一滞納整理推進月間
県と市町が、不動産合同公売の実施、個人住民税

滞納者への催告の実施などを集中的に行います。

□問 税務課納税推進室 TEL：0776（20）0545  FAX：0776（20）0516

保健・福祉

介護「まるかじり！」フェスタ2018
介護食の試食や介護ロボットの展示を行うほか、

介護に関する寸劇などのステージイベントも行い

ます。

日時／ 11月4日（日）10：30～16：00

場所／ハピテラス（福井市中央）

□問 長寿福祉課 TEL：0776（20）0331  FAX：0776（20）0642

認知症サポーターステップアップ講座
認知症カフェなど、地域で認知症の人を支える活

動やその仲間づくりについて学びませんか。

日時／ 11月18日（日）13：30～16：00

場所／県立大学（永平寺町松岡兼定島）

対象／認知症サポーター養成講座を受講済みの方

定員／先着120人

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

DV、ひとりで悩まないで
11月12日（月）～25日（日）は「女性に対する暴力

をなくす運動」期間。配偶者などからの暴力にひと

りで悩まないで、ご相談ください。

相談窓口／県生活学習館（ユー・アイふくい）※相談無料

　　　　 TEL：0776（41）7111または7112

DV防止啓発パネル展

日時・場所／ 11月13日（火）～19日（月）福井駅構内

　　　　　  11月19日（月）～22日（木）県庁（福井市大手）

□問 女性活躍推進課 TEL：0776（20）0319  FAX：0776（20）0632

がん患者のアピアランスサポートをしています●申
がん治療に伴う外見の変化を補う補整具（ウィッグ

など）の購入費を助成しています。

対象／県内在住のがんと診断を受けた方、

　　　本助成を利用したことがない方

助成対象／ 4月以降に購入した補整具

助成額／上限1万円　申請方法／問い合わせ先に郵送

□問 健康増進課 TEL：0776（20）0349  FAX：0776（20）0643

再婚希望者向け婚活イベント●申○￥
男女共同で行うコーヒーワークショップを通じて、

交流を深めませんか。（託児スペース完備）

日時／ 11月25日（日）15：00～18：00

場所／ ASUWAYAMA DECK（福井市足羽上町）

対象／ 30～45歳の独身男女（各5人）

　　　※結婚経験がない方も参加できます

参加費／ 2,000円　申込締切／ 11月14日（水）

□問 女性活躍推進課 TEL：0776（20）0362  FAX：0776（20）0632

11月は「ふるさと納税利用促進月間」
ふるさと納税はふるさとへの想いを寄付という形

で応援するものです。ふるさとの自治体に寄付す

ると、2,000円を除いた寄付額が個人住民税と所

得税から差し引かれます（所得に応じた上限あり）。

県外にお住いの家族、友人にもお声かけください。

詳しくは

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

今月７日（水）、県産業情報センター内に「ふくいAIビジネス・オープン
ラボ」がオープンします。AI・IoT技術の機材見学会やセミナー、プログ
ラミング体験会など、導入効果や活用方法を学べるイベントが充実。
企業のAI・IoT導入に関する相談にも専門家が対応します。AIロボット
や顔認証システムも体験できるので、AI・IoTに興味がある学生の皆
さんもぜひお越しください。
開所記念講演会●申

LINE（株）の砂金信一郎氏が、LINEにおけるAI活用事例を紹介。講演
会の前後に、ラボの見学会を開催します。
日時／ 11月7日（水）13：30～15：30　場所／県産業情報センター（坂井市丸岡町熊堂）

定員／先着100人　申込締切／ 11月6日（火）
□問 新産業創出課 TEL：0776（20）0537  FAX：0776（20）0678

いさご

新技術体感！ ふくいAIビジネス・オープンラボ

シリーズ 福井の先人⑬ 右近 権左衛門
10代目右近権左衛門で、明治時代の日本海五大船主のひとり。若いころ
から廻船の船頭として、9代目のもと北前船経営を行い、商才を磨きまし
た。1879年には、廻船17艘、積石数18,000石を超える大船団へと成
長。明治時代中頃、北前船主の中でいち早く汽船を導入し、輸送の近代化
を図ります。また、日本海上保険㈱（現在の損害保険ジャパン日本興亜㈱）
を創設し、海運業者全体の保護育成にも尽力。
右近家が生活した北前船主集落の南越前町は、昨年4月に日本遺産「北
前船寄港地・船主集落」に認定されました。

提供：北前船主の館 右近家蔵
北前船主の館 右近家で特別展を11月25日（日）まで開催中

ご ん ざ え 　 も んう  こ ん

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

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

3日（土・祝）から映画「えちてつ物語～わたし、故郷に帰ってきま
した。～」が先行公開されます。ふるさとに帰郷したアテンダント
の奮闘を通し、ふるさとや家族の絆を描いた物語。えちぜん鉄
道沿線や勝山左義長まつりなど、県内のロケシーンも多数登場
します。3日（土・祝）、4日（日）には、県内5劇場で主演の横澤夏
子さんと児玉宜久監督の舞台挨拶もあります。
詳しくは

福井先行公開！ 映画「えちてつ物語」

「永平寺参ろーど」において、自動走行車両を運行し、車両の信頼性
や安全性の確認、実用化に向けてのニーズ調査などを行います。
えちぜん鉄道永平寺口駅から大本山永平寺までの全長6ｋｍを住民
や観光客を乗せて走行。平日は住民予約優先ですが、土日祝は一般
開放していますので、ぜひ試乗してみてください。
期間／ 11月30日（金）まで　運行時間／ 9：00～16：00
詳しくはえい坊くんのまちづくり株式会社HPをご覧ください。
□問 交通まちづくり課 TEL：0776（20）0291  FAX：0776（20）0729

ワクワク体験！ 自動走行車に乗ってみよう

ふる さと

AIロボット・ロボホン

えん

働くなら、福井！ 検索

ふるさと福井応援サイト 検索

えちてつ物語 検索


