
看護職再就業講習会●申
採血・吸引などの実技演習を行います。

日時／ 1月24日（水）10：00～15：00

場所・□問（公社）県看護協会（福井市北四ツ居）

　　　  TEL：0776（52）1857  FAX：0776（52）1858

企業の皆様へ

中小企業向け人権啓発セミナー●申
人権と多様性を尊重し、生産性の向上など成果

をあげた企業の事例を紹介します。

日時／ 1月30日（火）14：00～16：10 ※受付13：30～

場所／県生活学習館（福井市下六条町）

定員／ 60人 ※先着

□問 産業政策課 TEL：0776（20）0367  FAX：0776（20）0645

ご案内

県観光アカデミー公開講座●申
星の村として、長野県阿智村の観光まちづくりを

手掛ける白澤裕次さんが講演します。

日時／ 1月30日（火）13:30～15:00

場所／県国際交流会館（福井市宝永）　定員／ 150人

申込締切／ 1月25日（木）

□問 観光振興課 TEL：0776（20）0380  FAX：0776（20）0381

狩猟免許試験●申
試験日／ 3月4日（日）9：30～16：30

場所／県立大学（永平寺町） 申込締切／ 1月31日（水）

□問 自然環境課 TEL：0776（20）0306  FAX：0776（20）0635

　各農林総合事務所、嶺南振興局

生活資金を低利で融資●申
勤労者の生活の安定と福祉の向上のため、生活

資金を低金利でお貸しします。

勤労者生活安定資金

対象／医療、教育、冠婚葬祭などの資金

利率／～3年…1.3％　3～5年…1.6％

貸付限度額／ 150万円

育児・介護休業生活資金

対象／育児または介護中の生活に要する資金

利率／年1.1％　貸付限度額／ 100万円

申込先／北陸労働金庫各支店

詳しくは

□問 労働政策課 TEL：0776（20）0389  FAX：0776（20）0648

皆様の声を県政に
暴力団排除条例の改正案へのご意見を募集します。

募集締切／ 1月25日（木）

※資料は県ホームページや県庁、各合同庁舎でご覧いただけます

□問 県警察本部組織犯罪対策課

　TEL：0776（22）2880  FAX：0776（21）4618

1月15日号 （毎月1日と15日に掲載）

保健・福祉

人権啓発セミナー●申
全国で人権啓発活動を行う中倉茂樹さんが、自

ら体験した部落差別などについて講演します。

日時／ 2月1日（木）14：00～15：30

場所／県生活学習館（福井市下六条町）

定員／ 200人　申込締切／ 1月24日（水）

□問 地域福祉課 TEL：0776（20）0328  FAX：0776（20）0637

休日レディースがん検診●申○￥
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／ 2月4日（日）9：00～10：00　

場所／ワイプラザ福井（福井市新保北）

対象／子宮頸がん20歳以上、乳がん40歳以上

定員／ 40人　料金／ 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／ 1月29日（月）

□問 福井健康福祉センター

　TEL：0776（36）3429  FAX：0776（34）7215

働く

お子さんの就労に関するセミナー●申
お子さんの就労意欲を高めるため、お子さんへの

接し方や家族関係の築き方などを学びませんか。

日時／ 1月20日（土）13：30～16：00

場所／県社会福祉センター（福井市光陽）

対象／無職の若者（15～39歳）のご家族

□問 ふくい若者サポートステーション

　TEL：0776（21）0311  FAX：0776（21）0313

ちょこっと働く！？相談会
ファイナンシャルプランナーなどによるライフプ

ランに関するセミナーや、働き方について県内企

業と直接話ができる相談会を開催します。

日時／ 1月31日（水）13：30～15：30

場所／あいあいプラザ敦賀（敦賀市東洋町）

□問 ふくいジョブカフェ TEL：0776（32）4510  FAX：0776（32）4555

県職員・警察官説明会●申
①県職員志望者向け

日時／ 3月2日（金）、7日（水）13：00～16：00

定員／各日120人

②警察官・警察事務職員志望者向け

日時／ 3月2日（金）9：00～11：00　定員／ 120人

③保護者向け（県職員のみ）

日時／ 3月10日（土）14：00～15：30　定員／ 100人

場所／①②県庁 ③県生活学習館（福井市下六条町）

申込締切／①②2月16日（金） ③2月28日（水）※いずれも先着

詳しくは

□問 人事委員会事務局 TEL：0776（20）0593  FAX：0776（20）0673
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

福井の情報がまる分かり

いますぐページに　　　　　 を！

1/21  みんなの力を1つに！国体・障スポ⑩

1/21  昔のくらしを訪ねて

1/28  若狭街道をたずねて

1/20  自然にあふれる福井⑧

　　　 親子で楽しめる！ 冬の自然

1/28  ふくい四季のしあわせ綴り

広報誌

県政広報
ふくい

おはようふくいセブン
 FBCテレビ／
 日曜7：00～7：30

ほっとふくい
 福井テレビ／第1・3土曜17：00～17：15

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 新聞

福井県
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次号は１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

〒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

ふくい元気通信

ＦＭ県政スポット

ラ
ジ
オ

FBCラジオ  月・水・金曜 10：20ごろ  第3・5土曜 10：35ごろ

FM福井  金曜 8：45ごろ

フェイスブック

ほやほや！
ふくい

福井県広報課 検索

ご意見は

親子でスキーを楽しもう
全長300ｍのコンパクトなコースやそり専用の広いゲレンデ

を完備した六呂師高原スキーパーク（大野市南六呂師）。

傾斜も緩やかで、初心者の方や小さなお子さん連れの家族

が安全・安心に楽しむことができます。

営業時間／ 8：30～17：30  ※リフトの運行時間は16：30まで

利用料金／中学生以上…1,500円、小学生以下…1,000円

　　　　　※1回100円の回数券もあります

□問 六呂師高原スキーパーク TEL：0779（67）1066  FAX：0779（67）1066

スキーの後は温泉で暖まろう
六呂師高原スキーパークに隣接するトロン温浴施設「うらら館」が昨年リニューアルオープン。

スキーパークの1日リフト券を提出すると、入浴料が半額になります。

営業時間／ 10：00～21：00  

利用料金／中学生以上…600円、小学生以下…300円※4歳未満は無料
□問うらら館 TEL：0779（67）7007  FAX：0779（67）7022

オリジナルスイーツを販売中
ミルク工房奥越前（スキーパーク隣接）の菓子工房では、県産食材

を使ったスイーツを開発し、今月から、県奥越高原牧場の乳牛から

搾った生乳や福井の新しい地鶏「福地鶏」たまごを使ったシフォン

ケーキ、プリンを販売しています。

六呂師高原の新たなスイーツをぜひ味わってみてください。

□問ミルク工房奥越前 TEL：0779（67）1166  FAX：0779（67）1176

冬の六呂師高原を楽しもう！

みんなで参加しよう！ 国体・障スポ
福井国体・障スポまで

あと 日257

来県される方のお買い物をサポート
多くの関係者や観光客の来県が期待される「福井しあわせ元気」国体・

障スポ。来県される方が手軽に買い物を楽しめるよう、クレジットカード

や電子マネーの決済端末器を導入する事業者に補助金を支給します。

対象／常時雇用する従業員が5人以下の小売業者・宿泊業者・飲食店など（宿泊業は20人以下）

補助額／ 1事業者につき最大8万円

□問 産業政策課 TEL：0776（20）0369  FAX：0776（20）0645

・外から帰ったら、流水・石けんを使って手洗いをする

・加湿器などで室内を適度な温度にする　・栄養と休養を十分にとり、健康管理に注意する

・せきやくしゃみなどの症状がある場合は、マスクを着用する

インフルエンザ注意報発令中！
幸福度日本一の福井県で生産される「香福茸（こうふくだけ）」。美味で香

り高く、食べた人が幸せになれるようにとの思いが込められています。県

産原木しいたけの最高級ブランドであり、3月末まで出荷される予定で

す。購入を希望される方は福井県しいたけ生産連絡協議会（TEL：

0776-38-0344、FAX：0776-38-0379）までお問い合わせください。

香福茸の特徴／

傘の大きさが8㎝、肉の厚みが3㎝、巻き込みが1㎝以上

□問 森づくり課 TEL：0776（20）0443  FAX：0776（20）0655

旬の食材でおもてなし
２月12日（月・祝）まで、県内12の飲食店で香福茸や大野市和泉地区の特産物「九頭竜まい

たけ」など、旬の食材を使ったメニューを提供しています。この機会にぜひご堪能ください。

提供店については

□問 食料産業振興課 TEL：0776（20）0421  FAX：0776（20）0649

今が旬！ 最高級しいたけ「香福茸」

香福茸

福井県  食料産業振興課 検索

福井県職員採用 検索

福井県  県民パブリック 検索

ライフプラン資金貸付金 検索

クレジットカードなどの決済端末器


