申○
￥
休日レディースがん検診●

2月1日号（毎月1日と15日に掲載）

インフルエンザ警報発令中！
県内のインフルエンザ患者数は1,989人（1月27日時点）
に上り、昨年の
ピークよりも多く、今後も感染が拡大する恐れがあります。県内では、
インフ
ルエンザＡ型が流行中。
Ａ型は38℃を超える高熱や悪寒、関節・筋肉痛と
いう症状があらわれます。放置すると肺炎などを引き起こす恐れがありま
す。
インフルエンザと疑われる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
感染予防対策の徹底
①帰宅時のうがい、
せっけんを使った手洗いをしましょう
②人ごみを避けましょう
（マスクの着用も予防に有効です）
③室内は加湿器などで適度な湿度を保ちましょう
④栄養と休養を十分にとり、
健康管理に注意しましょう

インフルエンザＡ型ウイルス

もしかかってしまったら…
①ほかの人にうつさないために、
外出を避ける
②バランスのとれた消化のよい食事と、
水分を十分補給する
③睡眠を十分とり安静にする

申
看護職就職支援相談会●

看護職の方を対象に、
ナースセンターの相談員に
よる就業相談会を行います。
日時・場所／ ※いずれも13：30～16：00
2月14日
（木）ハローワーク三国（坂井市三国町）
2月18日
（月）ハローワーク武生（越前市中央）
2月19日
（火）ハローワーク敦賀（敦賀市鉄輪町）
2月22日
（金）ハローワーク小浜（小浜市後瀬町）
2月25日
（月）ハローワーク福井（福井市開発）
3月 4日
（月）ハローワーク大野（大野市城町）
申込締切／各会場開催日の前日まで
問（公社）
□
県看護協会
TEL：0776（52）1857 FAX：0776（52）1858

皆様の声を県政に

申
結婚を希望される方へ●

職業系高校13校の代表が学習成果を発表するほ
か、生徒が作った商品などの販売会を行います。
日時／ 2月17日
（日）
12：00～16：00
場所／アオッサ8階（福井市手寄）
問 高校教育課 TEL：0776
□
（20）0569 FAX：0776（20）0669

条例の改正、制定へのご意見を募集しています。
①主要農作物の品種の開発および種子の生産に
関する条例
（仮称）
の骨子案
②青少年愛護条例の一部改正（案）
募集期限／①2月4日
（月） ②2月12日
（火）
※資料は県HPや県庁、各合同庁舎などでご覧いただけます。
詳しくは 福井県 県民パブリック 検索
問 ①福井米戦略課 TEL：0776（20）0425 FAX：0776（20）0649
□
②県民安全課 TEL：0776（20）0745 FAX：0776（20）0633

地域の縁結びさんによる結婚相談会を開催します。
日時／ 2月10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／先着10人程度 申込締切／ 2月7日
（木）
問 女性活躍推進課 TEL：0776
（20）0319 FAX：0776（20）0632
□

県内各地の高校生がふるさと福井の課題や未来につい
て、
ポスターセッションやパネルディスカッションを行います。
日時／ 2月11日
（月・祝）
10：00～16：00
問 県教育総合研究所
（坂井市春江町）
場所・□
TEL：0776（58）2170 FAX：0776（58）2171

認知症キャラバン・メイトの交流会
手作り教材の紹介や認知症カフェ体験を通して、
キャラバン・メイト
（認知症サポーター養成講座の
講師役）同士の交流を深めましょう。
日時／ 2月9日
（土）
13：00～17：00
（福井市下六条町）定員／ 300人
場所／県生活学習館
問 長寿福祉課 TEL：0776
（20）0332 FAX：0776（20）0642
□

ご案内
申○
￥
図柄入りナンバープレートで福井をPR●

シカの集中捕獲を行います
ニホンジカによる農林業の被害を防止するため、
3月
15日
（金）
まで猟銃などによる集中捕獲を行います。
山の中では次のことを守って行動してください。
・目立つ格好をしたり、
ラジオや鈴など音の鳴る
ものを身につける
・見通しの良い場所で行動する
・朝夕の薄暗い時間帯の活動を避ける
問 地域農業課 TEL：0776
（20）0414 FAX：0776（20）0651
□

確定申告と納税はお早めに
フクイラプトルの骨格化石が描かれたナンバー
プレートを交付しています。
手数料は7,400円から。
（フルカラー版は、
1,000円以上の寄付金が必要）
※ウェブサイトから申込、
もしくは、
お近くの
ディーラー・整備工場にご相談ください。
問 ブランド営業課 TEL：0776
（20）0762 FAX：0776（20）0513
□
おはよう
ふくいセブン

申
人権啓発セミナー●

拉致問題の解決に向け、拉致被害者の地村保志氏
による講演を行うほか、横田めぐみさんのドキュメ
ンタリー映画を上映します。
日時／ 3月8日
（金）13：30～16：40
場所／県生活学習館（福井市下六条町）
定員／先着250人 申込締切／ 2月15日
（金）
問 地域福祉課 TEL：0776
（20）0328 FAX：0776（20）0637
□

申
業界・企業研究ナビ
「就活☆ふくい」●

ふくい職業教育フェア

高校生が地域の課題や未来を語ります

全長300メートルのコンパクトなコースやそり専用ゲレンデを完備した
六呂師高原スキーパーク。初心者の方や子ども連れのファミリーも安
全・安心に楽しむことができます。
スキーセットやそりの貸出も行ってい
ますので、
ぜひご利用ください。
※スノーボードは利用不可
営業時間／ 8：30～17：30 ※リフトの運行は16：30まで
利用料金／ 1日券：中学生以上…1,500円 小学生以下…1,000円 1回券（共通）
：100円
問 六呂師高原スキーパーク
（大野市南六呂師）TEL・FAX：0779
場所・□
（67）
1066

福井に住もう

子育て・教育

インフルエンザＢ型ウイルス

冬の六呂師高原を満喫しよう

福井で働こう

県外の進学地で福井県内の業界・企業の魅力を知るチャンス！企
業の採用担当者が、企業の概要や事業内容について説明します。
県外にお住まいのお子さんにお伝えください。
日時・場所／ ※時間はいずれも14：00～16：30
2月3日
（日）梅田スカイビル（大阪市北区）
2月9日
（土）武生郷友会（東京都新宿区）
対象／ 2020年3月に大学・短大・高専・専修学校を卒業予定の学生
参加企業・申込は
問 若者・定住支援課 TEL：0776
（20）0387 FAX：0776（20）
0644
□
上のコードから

写真提供元：国立感染症研究所

問 健康増進課 TEL：0776
□
（20）
0351 FAX：0776
（20）0643

保健・福祉

仕事などで忙しい女性のために、休日がん検診を
実施しています。
受付日時／ 3月3日
（日）
10：15～11：00
場所／エルパ1階（福井市大和田）
対象／子宮頸がん20歳以上、
乳がん40歳以上
定員／各40人 料金／各無料～1,000円
※料金はお住まいの市町や年齢によって異なります
申込締切／ 2月22日
（金）
問（公財）
福井県健康管理協会
□
TEL：0776（98）8000 FAX：0776（98）3502

就活・移住応援シリーズ企画

テ
レ
ビ

ラ
ジ
オ

確定申告の際はマイナンバー
（12桁）
の記載と本
人確認書類の提出または写しの添付が必要です。
申告・納期限／
所得税・贈与税・個人事業税・個人住民税・
・
・3月15日（金）
消費税、地方消費税（個人事業者）・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・4月1日（月）
※各税務署における確定申告会場は2月18日（月）から開設します。
問 各税務署、
□
福井県税事務所、嶺南振興局税務部、
各市町住民税担当課

2/3 未来を拓く！福井の新産業

広報誌

FBCテレビ／日曜7：00～7：30

2/10 美味しいふくい食紀行③
「あわら・北潟の味」

ほっとふくい

2/2

県政広報
ふくい

波打つ水面！三方五湖の伝統漁法

江戸時代から400年以上続く
「たたき網漁」。
福井テレビ／
第１
・３土曜17：00～17：15 漁で獲れた新鮮なフナやコイの刺身に舌鼓♪

まちかど県政

2/3

福井テレビ／ 日曜11：45～11：50
FBCテレビ／ 日曜16：55～17：00

2/10 国際交流員が行く！FUKUIの魅力発信

ふくい元気通信
FM県政スポット

子どもの創作活動の補助やおもちゃの洗浄・お手
入れなどが体験できます。
日時／ 2月23日
（土）
9：10～14：30
場所／エンゼルランドふくい（坂井市春江町）
対象／おおむね60歳以上の方 定員／先着15人
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
働く

お子さんの就労に関するセミナー
お子さんとの接し方や家族関係の築き方などを学びませんか。
日時／ 2月16日
（土）10：00～12：00
場所／県社会福祉センター（福井市光陽）
問 ふくい若者サポートステーション TEL：0776（21）0311 FAX：0776（21）0313
□
気をつけよう

冬は暖房器具への給油が増える時期です
・灯油などの給油中はその場を離れない
・灯油タンクなどの開閉にご注意を
・側溝や河川などに廃油を捨てない

フェイスブック

ほやほや！
ふくい

ふくい四季のしあわせ綴り 冬編

FBCラジオ 月・水・金曜 10：20ごろ 第3・5土曜 10：35ごろ

申
シニアボランティア体験バスを運行●

ほっとふくいの
番組感想を送って素敵な
プレゼントを当てよう！

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□

新聞

福井県からの
お知らせ

毎月第4日曜発行予定
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

福井の情報がまる分かり
いますぐページに
を！

ご意見は

〒910-8580（住所不要）

「広報課 福井県からのお知らせ」
係
ホームページでも閲覧できます

のマークがあるものは、事前申込みが必要です

福井県広報課

検索

のマークがあるものは有料、
それ以外は無料です

