申
キャラバン・メイト養成研修●

11月15日号（毎月1日と15日に掲載）
とも

か

じ

夫婦の絆を深める「共家事」、始めませんか？
福井県は、共働き率が全国1位（58.6％）
である一方、女性の家事・
育児時間は全国3位の長さで、
ゆとりの時間が短い状況です。県で
は、家事を夫婦で一緒に楽しむ
「共家事」
を提唱し、
男性の家事参加
を後押ししています。今年度から
「共家事Weeks」
（11/11～25）
を
新たに設定。
共家事を実践して夫婦の絆を深めましょう！
昨年の共家事イベントの様子
共家事Weeksキャンペーン
県内の量販店などで、
「共家事」
に関するイベントを続々開催。ぜひお越しください。
検索
内容／夫婦での来店者への特典サービスや片付け講座、料理教室など 詳しくは ふくい 共家事
問
□女性活躍推進課 TEL：0776（20）
0319 FAX：0776
（20）0632

申
おいしいふくい食べきり実践企業を募集●
福井のおいしいものを残さず食べる
「おいしいふくい食べきり運動」
を展開し、食品ロスの削減に努めて
います。登録企業や団体を、県のホームページやイベントでPRしますので、ぜひお申し込みください。
対象／県内に本社または事業所を置くすべての企業、
団体
登録要件／
「おいしいふくい食べきり運動」
に賛同し、以下の2項目に取り組む企業、団体
①宴会5箇条
（以下の5つ）
の実践。
・適量を注文 ・幹事さんから
「おいしく食べきろう」
のかけ声を
・開始30分、
終了10分は席を立たずにしっかり食べる ・食べきれない料理はみんなで分け合う
・それでも食べきれない料理はお店の人に確認し、
持ち帰る
おいしいふくい
②「おいしい食べきりオーダーシート」
を用いた適量注文。
食べきり運動
検索
福井県
食べきり
キャラクター
詳しくは
問 循環社会推進課 TEL：0776
□
（20）
0317 FAX：0776
（20）0679 「のっこさん」
企業の皆様へ

保健・福祉

申
IC・クレジット決済端末機導入支援●

エイズ検査を行います

電子マネー・クレジットカードなどの決済端末機の購入費を補助します。
対象業種／小売業者や宿泊業者、飲食店、タクシー業など
※常時雇用従業員50人以下
補助額／ 1事業者最大8万円
問 産業政策課 TEL：0776
（20）0369 FAX：0776（20）0645
□

12月1日
（土）
は世界エイズデー。
エイズ検査を受けましょう。 エイズ予防の
シンボルマーク
日時・場所／
「レッドリボン」
11月30日
（金）
17：00～20：00 福井健康福祉センター（福井市西木田）
12月3日
（月）
17：00～19：00 坂井健康福祉センター（あわら市春宮）
17：30～19：30 若狭健康福祉センター（小浜市四谷町）
12月4日
（火）
17：00～19：00 奥越健康福祉センター（大野市天神町）
17：00～20：00 丹南健康福祉センター（鯖江市水落町）
17：30～19：30 二州健康福祉センター（敦賀市開町）
問 健康増進課
□
TEL：0776（20）0351 FAX：0776（20）0643
各健康福祉センター

申○
￥
平成30年度屋外広告物等講習会●

屋外広告物の表示・設置方法や関係法令について
の講習会を行います。
日時／平成31年1月10日（木）、11日（金）10：00～17：00
場所／県庁（福井市大手） 定員／ 50人
対象／屋外広告物の業者、管理者など
受講料／ 3,500円
（テキスト代7,000円が別途必要）
申込締切／ 12月21日
（金）
問 都市計画課 TEL：0776
（20）0497 FAX：0776（20）0693
□

認知症サポーター養成講座の講師役であるキャラバン・メイ
トとなり、認知症に対する正しい知識をさらに普及しましょう。
日時・場所／いずれも10：00～17：00
11月23日（金・祝）県生活学習館（福井市下六条町）
11月24日（土）県立大学小浜キャンパス（小浜市学園町）
定員／各回100人
問 長寿福祉課 TEL：0776
（20）0332 FAX：0776（20）0642
□

がんピアサポートについて学びませんか？
がん患者やその家族を、
自らのがん経験を生かし
てサポートするための勉強会を開催します。
日時／ 11月17日
（土）13：30～16：00
12月1日
（土）
9：30～16：00
対象／がん経験者やその家族、遺族の方 など
問（公財）
県看護協会（福井市北四ツ居町）
場所・□
TEL：0776（54）8620 FAX：0776（54）8474
働く
申
●
福井県職員採用試験
（選考）

職種・採用人数／学芸員（任期付）歴史学、陶芸 各１人
1次試験日／ 12月2日（日） 申込締切／ 11月26日（月）
場所／県立大学（永平寺町松岡兼定島）
検索
詳しくは 福井県職員採用
問 地域産業・技術振興課 TEL：0776（20）0368 FAX：0776（20）0646
□

申
「大河ドラマと福井の先人たち」
トークイベント●
松平春嶽や橋本左内、由利公正など幕末明治期に活躍した先人を紹介す
る講演を行います。
また、大河ドラマで松平春嶽役を演じた俳優の津田寛
治さんによるトークショーも開催。ぜひお越しください。
日時／ 12月15日
（土）13：30～15：30 場所／県繊協ビル（福井市大手）
定員／先着350人 申込締切／ 12月12日
（水）
問 ブランド営業課 TEL：0776
□
（20）0762 FAX：0776（20）0513
うめ

シリーズ

だ

うん

提供：福井市立郷土歴史博物館

ぴん

福井の先人⑭ 梅田 雲浜

小浜藩士。学問や武芸に熱心だった雲浜は、若くして学問所の講主に就
任。
「常に世の中を治め、人民の難儀を救うこと」
を目的とした学問指導に
尽力します。
ただ書物を読むだけでなく、実際の生活の問題を取り上げて
熱弁する姿に感動しない者はいませんでした。
外国船が次々に訪れて世の中に不安が広まる中、雲浜は尊皇攘夷の考え
を広めていきます。その後、安政の大獄により捕らえられますが、最後まで
自分の信念を貫き続け、獄中で45年の生涯を閉じます。雲浜の死後、彼の
考えに賛同した同志や教え子が新時代・明治を築き上げていきました。

提供：国立国会図書館

県立若狭図書学習センターで企画展「幕末・明治を生きた若狭小浜の偉人たち」を
11月23日（金・祝）
～29日（木）
まで開催します ※26日（月）は休館日
※シリーズ福井の先人は今回で最終回。
ご愛読ありがとうございました。

申
業界・企業研究ナビ 就活☆ふくい●

申
職場での悩みごと夜間相談会●

平成30年住生活総合調査にご協力を

県内の業界・企業の魅力を知ることができます。
県外にいるご家族やご友人にお知らせください。
日時・場所／※いずれも14：00～16：30
11月24日
（土）梅田スカイビル（大阪市北区）
12月16日
（日）
ビジョンセンター東京有楽町（東京都中央区）
12月22日
（土）TKP京都四条烏丸カンファレンスセンター（京都市下京区）
12月23日
（日・祝）
ウインクあいち（名古屋市中村区）
対象／ 2020年3月に大学などを卒業予定の学生
検索
詳しくは 働くなら、福井！
問
□若者・定住支援課 TEL：0776（20）0387 FAX：0776（20）0644

労働委員会委員
（弁護士など）
が、解雇や賃金など
の労使関係の悩みごと相談をお受けします。
日時／ 11月27日
（火）18：30～20：00
場所／県庁内会議室（福井市大手）
対象／県内の労働者および使用者の方など
申込締切／ 11月26日
（月）
17：00
問 労働委員会事務局 TEL：0776（20）0597 FAX：0776（20）0599
□

住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進す
る上で必要な調査です。調査対象世帯には、11月
下旬から調査票を配布しますので、郵送またはイン
ターネットでご回答ください。
問 平成30年住生活総合調査事務局 TEL：0120
（467）060
□

ご案内
申○
￥
●
ふくいのわ
（移住希望者交流会）

福井に関するクイズなどで交流を深めましょう。
県外にいるご家族やご友人にお知らせください。
日時／ 11月24日
（土）
18：00～20：00
場所／ Pumpkin Rocks（大阪市北区）
定員／先着50人 参加費／ 1,000円
問 若者・定住支援課 TEL：0776（20）0387 FAX：0776（20）0644
□
申
雪に備えて、農業共済に加入しよう●

自然災害などにより農作物や農業用ハウスなどに損
害が生じた場合に、
共済金が支払われる制度です。
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

申
地域の縁結びさん出張相談会●

結婚についてのアドバイスやお相手紹介を行う
「地域の縁結びさん」
による結婚相談会を開催。
日時／ 11月25日
（日）13：30～15：00
場所／パレア若狭（三方上中郡若狭町市場）
対象／県内で結婚を希望する独身の方
定員／先着8人程度
申込締切／ 11月21日
（水）
問 女性活躍推進課 TEL：0776
（20）0362 FAX：0776（20）0632
□

土砂の有効活用にご協力ください
県の工事で発生する土砂の受け入れ先を募集して
います。
田んぼのかさ上げや盛土にご活用ください。
問 各土木事務所、
各農林総合事務所
□
アニサキスによる食中毒にご注意を！

アニサキスは、海で獲れる魚に寄生しています。火を通さ
ず食べる場合はできるだけ新鮮なものを選びましょう。
また、食酢やわさびでアニサキスは死ぬこと
はありませんので、気をつけてください。

おはようふくいセブン
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