保健・福祉

ノロウイルスに注意

11月15日号（毎月1日と15日に掲載）

開館20周年！エンゼルランドふくい
エンゼルランドふくい
（県児童科学館）
の開館20周年を記念し
て、
記念講演・式典などを開催します。
日時・場所／ 11月23日（土・祝）エンゼルランドふくい（坂井市春江町東太郎丸）

見 守りや 認 知 症カフェで の ボランティアなど、
地域で活動するサポーターを養成します。
日時／ 11月30日
（土）
13：30～16：00
場所／フェニックス・プラザ（福井市田原）
対象／認知症サポーター講座を受講済みの方
定員／ 100人程度 申込締切／ 11月25日
（月）
問長寿福祉課
TEL：0776（20）0330 FAX：0776（20）0642

申
毛利衛名誉館長による記念講演「宇宙から見る地球と未来」●

対象／県内の小中学生
（小学3年生以下は保護者同伴） 定員／先着100人

新たな展示アイテム「毛利宇宙飛行士の部屋」同時オープン！
検索
詳しくは エンゼルランドふくい
問エンゼルランドふくい TEL：0776
（51）
8000 FAX：0776
（51）6666

毛利衛名誉館長

ふくい農林水産 まるごとフェスタ
「ふくい 味の週間（11/10～17）
」
に合わせて、福井の食を
味わい、
体験できるイベントを開催します。
日時／ 11月16日
（土）
、
17日
（日）
10：00～16：00
場所／県産業会館（福井市下六条町）
内容／〇ふくいの農林水産まるごと体感ブース
〇美と健康の秘訣に迫るトークショー ※16日
（土）
のみ

問流通販売課 TEL：0776
（20）
0417 FAX：0776
（20）0649

詳しくは
福井 まるごとフェスタ

検索

エイズ検査を行います
12月１日
（日）
は世界エイズデー。
エイズ検査を受けましょう。 エイズ予防の
シンボルマーク
日時・場所／
「レッドリボン」
11月29日
（金）
18：00～20：00 福井健康福祉センター
12月2日
（月）
17：00～19：00 坂井健康福祉センター
17：30～19：30 若狭健康福祉センター
12月3日
（火）
17：00～19：00 奥越健康福祉センター
17：00～19：00 丹南健康福祉センター
（武生）
申
17：30～19：30 二州健康福祉センター●
12月5日
（木）
17：00～19：00 丹南健康福祉センター
（鯖江）
問保健予防課
TEL：0776（20）0351 FAX：0776（20）0643
各健康福祉センター

ダイヤモンド・プリンセス寄港！
海外のクルーズ客船ダイヤモンド・プリンセスが寄港し
ます。岸壁やその周辺では、
ステージイベントのほか、
物産ブースや体験ブースを設けます。
日時／ 11月16日
（土）
8：00～18：00
場所／敦賀港鞠山北地区（敦賀市泉）
敦賀港120周年記念ポートカードも配布（限定2,000枚）

10月7日、全長約5.4kmの加賀トンネル（加賀市細坪町～
あわら市樋山）
が貫通し、両県の新幹線ルートが初めてつ
ながりました。来年末までに工事を終え、
レール敷設など
に取りかかる予定です。
さらに、10月24日には柿原トンネル（あわら市柿原～同市
高塚）
が貫通。
これにより県内12トンネルのうち10本が貫
10月29日
通しました。
問新幹線建設推進課 TEL：0776（20）0298 FAX：0776
（20）0729

申
認知症サポーターステップアップ講座●

10：15～11：45 毛利衛名誉館長による記念講演
13：00～13：40 開館20周年記念式典
14：00～15：00 第3回福井県小・中学生
宇宙絵画コンクール表彰式

〇産地直送！フレッシュマーケット など
ふくいポークや三ツ星若狭牛の振る舞いも！※17日
（日）のみ

福井と東京・金沢をつなぐ
「加賀トンネル」
が貫通！

ノロウイルスが流行期に入ります。
以下の対策を行い、
感染を防ぎましょう。
〇流水・石けんによる正しい手洗い
〇調理の際は、中まで十分加熱
〇おう吐物などの処理は、
塩素系薬剤を使用
問各健康福祉センター

無料シャトルバスも運行！
問企業誘致課 TEL：0776
（20）
0376 FAX：0776
（20）0678 詳しくは 敦賀みなと振興会 検索

朝だよ！ハピネスふくい
FBCテレビ／日曜7：00～7：30
テ
レ
ビ

企業の皆様へ
企業の皆様へ

申
福井の未来を一緒に考えるセミナー●

キャッシュレスセミナー

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／ 11月20日
（水）
14：00～15：30
場所／県国際交流会館（福井市宝永）
テーマ／ AI技術で語る福井の未来 人材育成編
講師／メディアスケッチ㈱ 代表取締役 伊本 貴士氏
申込締切／ 11月19日
（火）
問未来戦略課
TEL：0776（20）0759 FAX：0776（20）0623

集客と売上増につながるキャッシュレス決済の利用
方法をわかりやすく学べます。
日時・場所／ 11月28日
（木）14：00～16：00
県国際交流会館（福井市宝永）
11月29日
（金）
14：00～16：00
サンドーム福井（越前市瓜生町）
詳しくは 福井県 キャッシュレスセミナー 検索
問産業政策課
TEL：0776（20）0369 FAX：0776（20）0645

ご案内

介護「まるかじり！」
フェスタ2019
介護相談や介護食体験のほか、介護に関する寸劇
や予防体操を楽しめます。
日時／ 11月17日
（日）
10：30～16：00
（福井市中央）
場所／ハピテラス
「ちょこっと就労」就職説明会も開催！
（10：30～12：00）
問長寿福祉課
TEL：0776（20）0331 FAX：0776（20）0642

福井テレビ／第１
・
３土曜17：00～17：15

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

不動産合同公売
県内市町と合同で、
不動産の公売を行います。
日時／ 11月20日
（水）
10：00～11：00
場所／県立図書館多目的ホール（福井市下馬町）
公売物件／ 6市町14物件
検索
詳しくは 福井県 不動産合同公売
問税務課納税推進室
TEL：0776（20）0515 FAX：0776（20）0516

広報誌

女性パワーで町おこし～三倉佳奈も感動！福井の人間力～

NEWSふくい

輝け！ふくいチャレンジャー 11/16 広げよう！スポーツの輪②「福井国体のレガシーを生かす」
GO!ゴー！ふくい

ラ
ジ
オ

長期ビジョン
長期ビジョン

11/17 福井をもっとおもしろく
！文化×エンターテイメント
11/24

フェイスブック

ほやほや福井
11/17 北陸新幹線NOW②
「越前市に根づく匠の技法
（わざ）
～後編～」
おいでよ！ふくい
11/24

貫通式典の様子

11月24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

福井の情報がまる分かり
いますぐページに
を！

宇宙にはばたけ！県民衛星
「すいせん」
新聞

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

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□

福井県からの
お知らせ

ご意見は

〒910-8580（住所不要）

「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

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

