AYA世代がんサロン

今月は
「障害者雇用支援月間」です
9月1日号（毎月1日と15日に掲載）
申
皆さんの“夢”の実現を応援します●
地域活動や社会貢献などを通して福井を盛り上げるため、皆さんの夢に
向けたチャレンジを募集します。公開プレゼンテーションによる審査で採
択されたプランには、最大100万円を支援します。
対象者／
①若者（18～39歳）
グループ
②県内在住の女性（個人・グループ）
支援上限額／100万円（クラウドファンディングを活用する場合は15万円上乗せ）
募集締切／10月25日（金）
審査会 日程／11月17日
（日）、24日
（日） 場所／福井県国際交流会館（福井市宝永）
検索
詳しくは ふくい 県民ワクワクチャレンジ
問県民活躍課 TEL：0776（20）0237 FAX：0776（20）0632

申
●
入門者募集！
「越前若狭 田んぼ道場」
農業の後継者などを育成するため、
「越前若狭 田んぼ道場」
を
開講します。
水稲・麦などの栽培研修や、
農場での機械操作実習
などを通して、農業に必要な知識と技術を学べます（研修・実習
は30回程度）
。
研修期間／ 12月～令和2年10月
（原則、
土日・祝日開催）
研修場所／農業試験場
（福井市寮町）
、
嶺南牧場
（若狭町安賀里）
、
坂井・丹南・嶺南の農場
対象／集落営農組織などの就業者・オペレーター従事者で、就業して間もない方 など
定員／ 20人 受講料／無料
（傷害保険料は研修生が負担）
検索
申込締切／ 11月20日
（水） 詳しくは 福井県 田んぼ道場
問園芸振興課 TEL：0776
（20）
0433 FAX：0776
（20）
0650

長期ビジョン
長期ビジョン

働く

申
第3回 福井の未来を一緒に考えるセミナー●

申
●
福井県職員採用試験
（獣医師）

県民の皆さんと一緒に福井県
の将来像を考えるため、特別
セミナーを開催します。
日時／ 9月5日
（木）
10：00～11：30
場所／福井県国際交流会館

採用人数／ 6人 1次試験日／ 10月20日
（日）
試験会場／福井県庁、砂防会館（東京都千代田区）
申込締切／ 10月4日（金） 詳しくは 福井県職員採用 検索
問中山間農業・畜産課 TEL：0776（20）0439 FAX：0776（20）0651

（福井市宝永）

テーマ／創造基盤
（ソフトインフラ）
で未来をつくる
講師／（株）応用芸術研究所 所長 片木 孝治氏
※河和田アートキャンプや竹田Tキャンプを主導
申込締切／ 9月4日（水） 詳しくは 福井県 長期ビジョン 検索
問未来戦略課 TEL：0776（20）0759 FAX：0776（20）0623

ちょこっと働く！？ シニア相談会
県内企業と具体的な働き方について直接相談でき
ます。
ライフプランに関するセミナーも開催します。
日時／ 9月2日
（月）
セミナー 13：30～14：30
相談会 14：30～16：30
場所／越前市福祉健康センター（越前市府中）
問労働政策課 TEL：0776（20）0390 FAX：0776（20）0648

ふくい障害者ワークフェア
障害者雇用のパネル展や特別支援学校の生徒が作った作品の展示・販売を行います。
日時／ 9月7日
（土）10：00～20：00 9月8日
（日）10：00～17：00
場所／ラブリーパートナー エルパ（福井市大和田） 詳しくは ふくい障害者ワークフェア 検索
問労働政策課 TEL：0776（20）0390 FAX：0776（20）0648
申
セルプ商談会2019●

申○
￥
屋外広告物等講習会●

高齢者ドライバーの「限定運転」を推進！

申
悩みごと総合相談会●

運 転 する
“時 間 帯”や“場 所”
などを限定する
「限定運転」
を
始めませんか。県内のカー用
品店などで限定運転宣言書
を作成できます。
自動車に安全装置を
申
設置しましょう●
ペダルの踏み間違いによる事故を防止するため、
後付け安全装置の購入費用などを補助します。
補助対象者／
以下のすべての要件を満たす方
・県内に居住する満65歳以上の方
（年度内に65歳に達する方を含む）
・自動車検査証に記載された所有者または使用者
・限定運転宣言書を保有している方
補助額／装置の購入や設置費の2分の1
（上限3万円）
詳しくは 福井県 高齢運転者補助金 検索
問県民安全課
TEL：0776（20）0745 FAX：0776（20）0633

9月10日（火）～16日（月・祝）は「自殺予防週間」。つらい気持
ちやストレスを一人で抱え込まずに専門家に相談しましょう。
日時・場所／
9月7日
（土）13：00～16：00
坂井健康福祉センター（あわら市春宮）
丹南健康福祉センター（鯖江市水落町）
9月14日
（土）
9：00～12：00 二州健康福祉センター（敦賀市開町）
13：30～16：30 福井市保健所（福井市西木田）
9月29日
（日）
13：00～16：00
奥越健康福祉センター（大野市天神町）
若狭健康福祉センター（小浜市四谷町）
問福井市保健所、
各健康福祉センター
申
県立病院で休日乳がん検診●

平日忙しいあなたへ。日曜日に乳がん検診を受けませんか。
日時／ 10月 6日
（日）8：30～11：00
11月17日
（日）
8：30～11：00
対象／市町の受診券、
クーポン券をお持ちの方
※人数に限りがありますので、
早めにご予約ください。
場所・問県立病院健康診断センター（福井市四ツ井）
TEL：0776（57）
2920

消費者被害に遭わないよう電話機対策を！
日ごろ家にいることの多い高齢者が狙われます。
固定電話に対策をして、悪質業者と話をしないで
すむようにしましょう。
○在宅中でも留守番電話に設定する
○不審な番号の電話に出ない
○迷惑電話防止機器で「この通話内容を録音します」と警告
おかしいなと思ったときや困ったときはまず相談
県消費生活センター
TEL：0776
（22）
1102
県嶺南消費生活センター TEL：0770（52）
7830
県警安全相談ダイヤル #9110

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
テ 福井テレビ／第１・３土曜17：00～17：15
レ
ビ 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
ラ
ジ
オ

企業の皆様へ

9月1日
（日）
～10日
（火）
は屋外広告物適正化旬間です。
・屋外広告物を設置するときは、事前に市町の許可が必要です。
・設置場所や大きさ、高さなど、条例で定める基準を守りましょう。
問都市計画課
TEL：0776（20）0497 FAX：0776（20）0693

保健・福祉

暮らし

企業の皆様へ

屋外広告物のルールを守りましょう

人手の確保や業務の外注を検討している企業と障がいを持つ
方が働く就労支援事業所とのマッチング商談会を開催します。
日時／ 10月8日
（火）13：00～17：00
場所／福井県産業会館（福井市下六条町）
対象／県内に事業所のある企業など
検索
商品見本市も同時開催！ 詳しくは 福井県 セルプ商談会
問障がい福祉課 TEL：0776
（20）0339 FAX：0776
（20）0639

暮らし

参加者同士のフリートークなどで交流を深めましょう。
日時／ 9月10日
（火）
13：00～15：00
対象／ AYA世代（15～39歳）
のがん患者
場所・問
（公社）
福井県看護協会（福井市四ツ居）
TEL：0776（54）8620 FAX：0776（54）8474

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／ 9月24日
（火）
10：00～17：00
25日
（水） 9：30～15：30
場所／福井市研修センター（福井市文京）
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7,500円が別途必要）
定員／ 50人 申込締切／ 9月10日
（火）
問都市計画課
TEL：0776（20）0497 FAX：0776（20）0693
申
移動販売事業者を募集●

飲食物の移動販売車を出店しませんか。
期間／ 10月中旬～11月中旬の土日・祝日 10：00～15：00
場所／福井少年運動公園こどもの国（福井市福町）
募集台数／ジュース類
1台
クレープ・パン類 1台
申込締切／ 9月17日（火） 詳しくは 福井運動公園事務所 検索
問福井運動公園事務所 TEL・FAX：0776（36）1542
ご案内

意見募集の結果を公表しています
行財政改革アクションプラン
（案）
※資料は県HPや県庁、各合同庁舎などでご覧いただけます。
検索
詳しくは 福井県 県民パブリック
問人事課 TEL：0776（20）0240 FAX：0776（20）0626
広報誌

NEWS
ふくい

毎月第4日曜日発行予定
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」
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フェイスブック

福井の情報がまる分かり

ほやほや福井
おいでよ！ふくい
新聞

いますぐページに

を！

ご意見は 〒910-8580（住所不要）

ふくいチャレンジ通信 FBCラジオ 月・水・金曜 10：20ごろ 第3・5土曜 10：35ごろ 福井県からの 「広報広聴課 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 福井県広報広聴課 検索
お知らせ
ＦＭ県政スポット 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□

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

