
日本語ボランティア入門講座●申○￥

外国籍の方に日本語を教えるための基礎的な文法

や指導法を学べます。

開講期間／ 5月19日（土）～7月28日（土）のうち

　　　　　 8日間 ※時間13：00～16：00

場所／県国際交流会館（福井市宝永）

対象／講座終了後、日本語ボランティア団体で

　　　活動できる18歳以上の方

定員／ 30人　参加費／ 3,500円 ※別途テキスト代が必要

□問（公財）県国際交流協会

　TEL：0776（28）8800  FAX：0776（28）8818

意見募集の結果を公表中
①国土強靭化地域計画（案）

②若狭湾エリア地域構想（案）

③県民社会貢献活動推進計画（案）

④環境基本計画（案）

⑤老人福祉・介護保険事業支援計画（案）

⑥医療費適正化計画（案） ⑦障害者福祉計画（案）

⑧ひとり親家庭自立支援計画（案）

⑨医療計画（案）

⑩元気な福井の健康づくり応援計画（案）

⑪がん対策推進計画（案）

※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

パスポートの申請はお早めに●申

大型連休中（4/28～5/6）の窓口開設日／

5月1日（火）、2日（水）…県国際交流会館、各合同

庁舎の窓口で申請・交付が可能

※連休前・連休中の申請は交付までに日数を要します

詳しくは

□問 国際経済課

　TEL：0776（28）8820  FAX：0776（28）8828

子育て・教育

高等学校卒業程度認定試験●申○￥

試験日／ 8月2日（木）、8月3日（金）

試験会場／国際交流会館（福井市宝永）

対象／平成31年3月末までに満16歳以上になる方

試験科目／国語、数学、英語など8～10科目

受験料／ 4,500円～8,500円

出願期間／ 4月20日（金）～5月9日（水）

□問 生涯学習・文化財課 TEL：0776（20）0558

4月15日号 （毎月1日と15日に掲載）

働く

奨学生を募集（看護学生向け）●申

県内の医療機関などへ就職を希望する看護学生

に修学資金をお貸しします。

貸与額／月2～6万円　申込締切／ 5月21日（月）

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

福井県警初 女性限定の就職説明会●申

職務内容のほか、女性警察官等とのフリートーク、

制服や装備品の試着体験もできます。

日時／４月２８日（土）１３：3０～１６：００

場所／ Fスクエア（アオッサ７階）

対象・定員／高校生以上の女性３０名（保護者可）

申込締切／４月２７日（金）

□問 警察採用フリーダイヤル TEL：0120（207）110

ご案内

観光に携わる方へ●申○￥

福井県観光アカデミー

まちづくりや観光産業などをマネジメントできる人

材を育成します。

福井県認定観光ガイド養成講座

観光ルートを提案できる人材を育成します。

受講期間／ 5月18日（金）～平成31年1月

　　　　  （観光ガイド養成講座は平成31年3月まで）

場所／県国際交流会館（福井市宝永）

受講料／観光アカデミー…1万円

　　　　観光ガイド養成講座…7千円

定員／各30人　申込締切／ 5月2日（水）

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

県産材で家を建てよう
県産材を使って住宅や商業施設の新築・改築など

を行う場合、費用の一部を補助します。

補助上限額／

住宅…新築50万円　改築15万円

商業施設など…新築200万円　改築100万円

※住宅は今年度から補助要件が変更になります

　詳しくは

□問 県産材活用課 TEL：0776（20）0449  FAX：0776（20）0654

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

今月29日（日・祝）、北陸唯一となる人工ゲレンデがオープン
します。雪上に限りなく近い感覚で滑ることができ、1年を通
してスキーなどを楽しめます。
営業時間／8：30～17：30
　　　　  （29日は9：30～16：00、30日は10：00～16：00）
利用料金／大人2,000円、小人1,000円
　　　　　※ヘルメット、プロテクターの貸出無料

完成式典（4/29）・イベント（4/29、4/30）を開催
動物とのふれあいやミルク缶ボール投げなどの体験コーナー、六呂師高原クイズ大会などの
ステージアトラクション、地元特産品販売を行います。
□問 六呂師高原スキーパーク TEL・FAX：0779（67）1066

六呂師高原スキーパークに人工ゲレンデが誕生

六呂師高原スキーパーク（大野市南六呂師）

みんなで踊ろう！はぴねすダンス・音頭コンテスト
はぴねすダンス・はぴねす音頭の練習成果をお披露目するコンテ
ストの予選会を開催中。入賞したチームは6月24日（日）に行われ
る決勝大会のほか、国体・障スポの開・閉会式にも参加できます。
みなさんも会場に足を運び、参加するチームを応援しましょう。
福井・丹南大会
日時／ 4月29日（日・祝）13：00～ ※受付は12：00～
場所／福井県営体育館（福井市福町）   申込締切／ 4月19日（木）
□問 大会推進課 TEL：0776（20）0769  FAX：0776（20）0664

福井国体・障スポまで

あと 日167

県内就職を応援します
インターンシップ希望の学生の方へ
福井でのインターンシップやＵターン就職支援、県内の産
業・企業に関する説明会を行います。
県外にいるお子さんや知人にもお知らせください。
日時・場所／
4月21日（土） 13：30～15：00 AP大阪駅前梅田1丁目
4月22日（日） 13：30～15：00 AP東京丸の内
4月28日（土） 13：00～16：00 福井商工会議所ビル
4月30日（月・休） 13：30～15：00 AP名古屋・名駅
5月6日（日） 13：30～15：00 メルパルク京都
5月12日（土） 13：30～17：00 石川県産業展示館4号館
対象／ 2020年に大学・短大などを卒業予定の方
申込など詳しくは
□問 若者・定住支援課 TEL：0776（20）0387  FAX：0776（20）0644

ふくいUターン就職相談会●申

U・Iターン就職や農業・林業・漁業の就業に関する個別相談に応じます。
日時／ 4月30日（月・休）、5月3日（木・祝）※いずれも10：00～16：00
場所／アオッサ7階（福井市手寄）　対象／福井県へのU・Iターンを希望される社会人
□問 福井Ｕターンセンター TEL：0776（43）6295 

昨年の説明会の様子

おはよう

ふくいセブン
 FBCテレビ／

 日曜7：00～7：30

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

ほっとふくい
 福井テレビ／第１・３土曜17：00～17：15 福井の情報がまる分かり

いますぐページに　　　  を！

フェイスブック

ほやほや！ふくい

4/29  幕末明治福井150年博  学ぼう！ 先人の英知

4/22  豊かな自然をいつまでも

4/22  ダンスで参加！ 国体・障スポ

4/29  福井に集結！ 最先端ロボット

4/21  幕末明治150年！ 松平春嶽の足跡を辿る

4/15  ふくい四季のしあわせ綴り　春編
福井ならではの伝統や風習などの「しあわせ祭事」を紹介する「ふくい四季のし
あわせ綴り」。今回は桜など春ならではのおすすめ行事やスポットを巡ります。

4/15  春のお出かけスポットを探せ！ 福井出身のお笑いコンビが行く
ゲストは福井県出身のお笑い芸人・武者武者！ 福井の自然を生かしたアウトドアや
新鮮な海の幸、福井が誇る伝統的工芸品の魅力を軽快なトークで紹介します。

広報誌

県政広報
ふくい

次号は4月29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テ
レ
ビ

ラ
ジ
オ

ふくい元気通信

FM県政スポット

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

新聞

福井県からの
お知らせ

「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 福井県広報課 検索

ご意見は　〒910-8580（住所不要）

開通！ 県道芦原丸岡線
あわら市と坂井市とを東西に結ぶ芦原丸岡線の一部（あ
わら市田中々～あわら市重義）が今月28日（土）16：00
に開通。これまでの道路（旧道）よりも道幅が広く、安全で
快適に通行することができ、あわら湯のまち駅や芦原温
泉駅までのアクセスがより便利になります。

□問 三国土木事務所 TEL：0776（82）1111  FAX：0776（82）1160
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全整備区間 L=2.5km

今回整備区間
L=1.0km

あわら市整備済区間
L=1.5km
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福井県インターンシップ 検索

福井県  県産材補助 検索

福井県  県民パブリック 検索

福井県  パスポート 検索

幕末明治  福井 検索

幕末明治福井150年博、開催中！
詳しくはホームページを

ご覧ください。


