はたちの献血キャンペーン

お正月は恐竜博物館へ出かけよう！
毎年恒例！ダイノ新年会
恐竜博物館は1月2日
（水）
に特別開館します。8日
（火）
までは恐竜門松が皆さんをお出迎えし
ますので、
ぜひご家族、
ご友人とお越しください。
先着100組
「越前水仙」
と
「いちほまれ」
をプレゼント！
日時／ 1月2日
（水）9：00～ 配布場所／恐竜博物館正面玄関入口
「DINO STORE」
の新春フェア
厳選した恐竜アイテムを袋詰めしたお得な福袋を販売します。
2019年を
期間／ 1月2日
（水）
～8日
（火）
記念して!
内容／ 10,000円（10個）
、
5,000円（20個）
、3,000円（30個）
、2,019円（40個）
新春恐竜ビンゴ大会 各回先着200人
平成31年にちなみ、
ビンゴ完成順に31人の方に素敵な商品をプレゼントします。
日時／ 1月3日
（木）午前、
午後に1回ずつ 会場／恐竜博物館3階 講堂（レストラン前）

冬季限定開催！恐竜博士になろう
恐竜の全身骨格を展示している
「恐竜の世界」
ゾーンと、
「生命の歴史」
ゾーンの見どころを、展示解説員と一緒に巡ることができます。
期間／ 3月24日までの土日祝日 定員／ 1回あたり先着10人
時間／
「恐竜の世界」
ゾーン 10：30～11：00、
13：30～14：00
「生命の歴史」
ゾーン 11：15～11：45、
14：15～14：45

スキーと一緒に恐竜も楽しもう！

3月31日まで！

①スキージャム勝山は、
法恩寺山有料道路でお渡しする割引券
②福井和泉・九頭竜・雁が原・六呂師のスキー場はリフト券
①②どちらかを恐竜博物館の窓口に提示すると、入館料が半額！
※①②ともに、
今シーズンの券に限ります。
問 県立恐竜博物館
（勝山市村岡町）TEL：0779
場所・□
（88）0001 FAX：0779
（88）8700

県立施設はイベント目白押し！
越前古窯博物館を特別開館します！ 1月2日（水）
初詣などにあわせてお寄りいただき、越前焼の歴史や魅力
に触れてみませんか。当日は入館料無料ですので、お正月
に帰省しているご家族の皆さんとぜひお越しください。
先着30人に
「いちほまれ300ｇ」
をプレゼント！

1月5日
（土）
から通常営業します。
問 越前古窯博物館
（越前町小曽原）
場所・□
越前焼
TEL：0778
（32）3262 FAX：0778
（32）
3263

県立図書館は1月4日
（金）
から開館します
「漢字の風景」
～白川静文字学への扉～展
漢字の成り立ちを影絵的な手法で表現したパネル展示など
で、白川文字学を紹介します。県立図書館でしか手に入らな
い
「白川静のことば」全シリーズを配布。
ぜひお越しください。
期間／ 1月4日
（金）
～14日
（月・祝）
本の特集
「豪雪を振り返る」
白川文字学の室（へや）
昨年2月に発生した記録的な大雪をはじめ、
過去に起こった
豪雪災害については多くの記録集や調査報告などがまとめられています。
当時を振り返り、
降
雪対策の参考となるよう、
本県の豪雪災害に関する本を紹介します。
期間／ 1月9日
（水）
～2月6日
（水）
問 県立図書館
（福井市下馬町）TEL：0776
（33）8860 FAX：0776（33）8861
場所・□

海浜自然センターでお正月イベント
う

み

1月5日
（土）
、6日
（日）

若狭の海湖の魅力に触れることができるお魚福笑いゲームや館内すごろくを開催します。
館内すごろくでは参加賞も進呈しますので、
ぜひお越しください。
時間／各日9：00～16：00 対象／どなたでも
（小学生以下は保護者同伴）
※事前予約はできませんので、
当日お申し込みください。
問 海浜自然センター
（若狭町世久見）TEL：0770
場所・□
（46）
1101 FAX：0770（46）
9000

今日から2月28日
（木）
までは
「はたちの献血」
キャンペーン期間。
冬は献血者が減少しがち
です。
安全な血液製剤を安定的に確保するた
め、
献血にご協力ください。
臨時献血ホールを開設
期日／ 1月26日
（土）
、
27日
（日）
2月2日
（土）
、
3日
（日）
場所／エルパ（福井市大和田）
けんけつちゃん
問 医薬食品・衛生課
□
TEL：0776（20）0347 FAX：0776（20）0640
申
看護職就職相談会●

看護学生・看護職の方を対象に、
就職に関す
る個別相談を行います。
日時／ 1月15日
（火）
～25日
（金）
10：00～16：00
※土・日を除く
申込期限／ 1月14日
（月・祝）
問（公社）
場所・□
県看護協会（福井市北四ツ居町）
TEL：0776（52）1857 FAX：0776（52）1858

野鳥への接し方には気をつけよう
野鳥に触った場合、手洗いうがいを忘れず
に。
また、死亡した野鳥には素手で触れない
でください。
野生の鳥は環境の変化に耐えられず死んで
しまうこともありますので、鳥インフルエンザ
を直ちに疑う必要はありません。
日常生活において過度に心配する必要はあ
りませんが、
たくさんの死亡した鳥を発見した
ら、県やお近くの市町役場にご連絡ください。
問 自然環境課 TEL：0776（20）0306 FAX：0776（20）0635
□

申
結婚を希望される方へ●

地域の縁結びさんによる結婚相談会を開催します。
日時／ 1月13日
（日）
13：30～15：00
場所／県生活学習館ふくい縁結び交流室（福井市下六条町）
定員／ 10人程度 申込締切／ 1月10日
（木）
問 女性活躍推進課 TEL：0776（20）0319 FAX：0776（20）0632
□
申
住宅をお探しの方へ●

県営住宅の入居者を募集しています。
○清水グリーンハイツ（福井市グリーンハイツ）
○下荒井団地（福井市下荒井町）
○北日野団地（越前市矢放町）
◯杉の木台団地（福井市三十八社町）
※入居には、
一定の基準があります。
問
□福井県営住宅南部地域管理センター
TEL：0776（33）2500 FAX：0776（34）3602

就活・移住応援シリーズ企画

福井で働こう

福井に住もう

申
県内企業を見学しませんか？●

1day企業見学会の流れ

インターネットから申込み
県内企業162社を対象に、
オフィス・工場などの見学や就業体験、先
1月17日木締切
輩社員との交流ができる
「1day企業見学会」
の参加者を募集中。就
職を考える際、大きな参考になるので、ぜひお申し込みください。
受入企業から連絡
1月下旬
ひとり何社でも見学することができます。
企業から受け入れの可否、
実施期間／ 2月1日
（金）
～28日
（木）
集合場所・集合時間などの
メールが届きます
企業見学実施
対象／大学1・2年生、短大1年生
2月中
申込方法／インターネットでエントリー 申込締切／ 1月17日（木）
現地集合・現地解散

申
「1day企業見学会」説明会●

申込はこちら

申込方法や企業見学した学生の体験談を聞くことができます。
保護者のみの参加もできま
すので、
ぜひお申し込みください。
※説明会に参加しなくても、
見学会への申し込み可能。
日時／ 1月12日
（土）14：00～15：30 場所／アオッサ6階 601号室（福井市手寄）
対象／大学1・2年生、
短大1年生、
保護者 詳細・申込は 福井県 1day企業見学会
問 県経営者協会
□

TEL：0776
（63）6201 FAX：0776
（63）6202
若者・定住支援課 TEL：0776
（20）0387 FAX：0776
（20）0644

申
ボランティア体験バスを運行●
自身の楽しみや健康づくりにもつながる社会貢献活動に参加していただこうと
「シニア限定
のボランティア体験バス」
を運行しています。
自分の体調に合わせて無理のない範囲で体験
することができます。ぜひご参加ください。
日時／ 1月22日
（火）
10：20～15：00 場所／県国際交流会館（福井市宝永）、
県立病院（福井市四ツ井）
体験内容／外国人の方に日本語を教えるボランティア
（外国語が話せない方でも参加できます）、
車椅子の送迎ボランティア
対象／おおむね60歳以上の方 定員／先着15人
参加費／無料（昼食付き） 申込締切／ 1月15日
（火）
問 ふくい県民活動・ボランティアセンター
□
TEL：0776（29）2522 FAX：0776
（29）2523

ふるさと納税で福井を元気に
ふるさと納税は、
「ふるさと福井を応援したい」
という気持ちを、
県や市町への寄付を通じて形にできる制度です。
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
住まいのご家族やご友人にもぜひお声かけください。
〈寄付金はこのような活動に使われています〉
県民衛星プロジェクト応援 画像提供：㈱アクセルスペース
○ふるさとの母校応援
○県民衛星プロジェクト応援
◯障害者アスリートの応援 ◯高校生の長期留学応援 など
詳しくは ふるさと福井応援サイト
または右のコードから
問 地域交流推進課 TEL：0776
□
（20）0665 FAX：0776（20）0644

2019年 新春知事対談番組

政治家の寄附は禁止

活躍する！福井の女性

福井で頑張る若手職人

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈るこ
とや、有権者が寄附を求めることは法律で禁
止されています。選挙期間中はもちろん、お
年賀などが多くなる年始は特にご注意を！
問 県選挙管理委員会 TEL：0776（20）0357 FAX：0776（20）0631
□

1/3（木）7：00～7：15 福井テレビ

～時代に合った伝統工芸品にチャレンジ～

働く女性の割合が日本
一の福井県。
農家カフェ
と酒造会社の女性経営
者を招 い て、働く女 性
カメハメハ大農場の農家カフェ
の元気をお届けします。 藤井 和代さん

1/3（木）16：55～17：10 FBCテレビ

警察官と交流しよう
し えつ

「福井県警察年頭視閲式」
にあわせて、
警察官と
交流できるイベントを開催。
パトカーなどの乗車
体験のほか、
特殊装備を展示します。
お子さんか
ら大人まで楽しめますので、
ぜひお越しください。
日時／ 1月17日
（木）13：30～
場所／サンドーム福井（越前市瓜生町）
問 県警察本部 TEL：0776（22）2880 FAX：0776（22）2759
□

吉田酒造㈲

吉田 由香里さん

新たな商品を開発して
いる越前和紙と若狭塗
の職人が、伝統工芸の
今について語ります。

㈱岩野平三郎製紙所
岩野 麻貴子さん

加福漆器店

加福 宗徳さん

感動をありがとう！未来につなぐ国体・障スポ 1/6（日）7：00～7：30

FBCテレビ

たくさんの応援とご協力により、
大成功を収めた福井国体・障スポ。
なぎなたの選手や障害者卓球の選手、
手話通訳士として両大会を
支えたボランティアをゲストに招き、
それぞれの活躍と次の目標な
どを語り合います。

なぎなた選手

卓球
（身）選手

手話通訳士

渡辺 啓乃さん

山田 哲也さん

森瀬 裕美子さん

毎月第4日曜発行
まちかど県政 1/6 発進！シニアボランティアバス
広報誌
福井テレビ／
公共施設、道の駅、コンビニなどで配布
県政広報
日曜日 11：45～11：50
広報誌のスマートフォン版アプリ「マチイロ」
FBCテレビ／
1/13 みんなで節電！ウォームシェアふくい
ふくい
登録は右のコードから
日曜日 16：55～17：00
ふくい元気通信 FBCラジオ 月・水・金曜日 10：20頃 第3・5土曜日 10：35頃
FM県政スポット FM福井 金曜日 8：45頃
問 へお問い合わせください
行事などの詳細は□

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

