申
住まいをお探しの方へ●

12月1日号（毎月1日と15日に掲載）

今年も開催！はぴりゅうフェスタ2019 入場無料
約30種類のスポーツ体験など、楽しいイベントが盛り
だくさん！皆さんのご来場、お待ちしております。
「はぴりゅう」も待ってるよ！
日時／12月14日（土）、15日（日）10：00～17：00
場所／サンドーム福井（越前市瓜生町）
内容／〇スポーツ体験 〇ダンスなどのステージ発表
〇ふるさとPR＆グルメ祭り
〇ご当地キャラリンピック2019
（15日
（日）
のみ）
など
両日先着300人に、はぴフェス2019限定グッズをプレゼント！

県営住宅への入居者を募集しています。
〇清水グリーンハイツ（福井市グリーンハイツ）
〇下荒井団地（福井市下荒井町）
〇杉の木台団地（福井市三十八社町）
〇北日野団地（越前市矢放町）
問福井県営住宅南部地域管理センター
TEL：0776（33）2500 FAX：0776（34）3602

問スポーツ課 TEL：0776（20）0746 FAX：0776（20）0664

企業の皆様へ
企業の皆様へ

就活応援！県内企業の若手社員と交流しよう
県内企業の若手社員と交流できるイベントを開催します。
様々な業界・職種を知ることができます。
申
縁job2019FINAL●

日時／ 12月27日
（金）
13：00～17：30
場所／県生活学習館（福井市下六条町）
対象／県内外の大学院生・大学生・短大生・高専生・専門学校生など 申込締切／ 12月22日
（日）※当日参加可

申
働き方改革に取り組む企業を支援●

社員を大切にする職場環境改善のための社内研修
やコンサルタントにかかる費用を補助します。
補助額／ 2分の1（上限15万円）
申請期限／令和2年2月28日
（金）
詳しくは 社員ファースト企業補助金 検索
問労働政策課 TEL：0776（20）0389 FAX：0776（20）0648

申
●
県外での交流イベント
「就活☆ふくい」

働く

日時／大阪：12月7日
（土）京都：12月8日
（日）東京：12月14日
（土）名古屋：12月15日
（日）
※いずれも14：00～16：30
対象／大学院生・大学生・短大生・高専生・専門学校生、
その保護者など

申
ふくい園芸カレッジ研修生募集●

申
県内で就職を希望する方の交通費をサポート●

対象／県外の大学などに在籍している方、
県外在住で大学などを卒業後3年以内の方
補助金額／お住まいの都道府県からの定額
（同一年度内に1人2回まで）
検索
詳しくは 働くなら、福井！
問定住交流課 TEL：0776（20）
0638 FAX：0776
（20）
0644

暮らし

野菜の種まきから収穫、販売までを実践し、就農に
必要な栽培技術を学べます。
研修期間／令和2年1月から2年間
※研修開始時期については相談に応じます
研修場所／ふくい園芸カレッジ（あわら市井江葭）
定員／ 30人 申込締切／ 12月10日
（火）
問園芸振興課 TEL：0776（20）0433 FAX：0776（20）0650

忘新年会はおいしく残さず食べきろう！
「食品ロス」
を減らすため、
おいしい料理の食べきり
や食材の使いきりを心がけましょう。
忘新年会では、適量注文や食べきりの声かけ、料理
を分け合うなど、残さず食べきりましょう。
問循環社会推進課 TEL：0776（20）0317 FAX：0776（20）0679

FBCテレビ／日曜7：00～7：30

年末の交通安全県民運動（12/11～20）
〇子どもと高齢者を見かけたら、速度を落とす
〇早めのライト点灯。夜間はハイビームが基本
〇シートベルトは必ず全席着用
〇急ブレーキ・急発進をしない
〇飲酒運転は絶対にしない
問県民安全課
TEL：0776（20）0745 FAX：0776（20）0633

テ
レ
ビ

不法投棄は重大な犯罪です
12月は
「不法投棄等防
止啓発強調月間」。廃棄
物の不法投棄や野焼き
は法律で禁止されてい
ます。
発見した場合は、
不 法 投 棄110番
（TEL：
0776
（20）
0584）
または、
各 健 康 福 祉 センター、
各市町、
最寄りの警察署まで通報を。
問循環社会推進課
TEL：0776（20）0318 FAX：0776（20）0679

保健・福祉

ふくい福祉就職フェア（保育・児童福祉の部）
保育所などとの個別面談や保育の仕事・資格相談
のほか、
現役保育士と交流できます。
日時／ 12月14日
（土）
10：00～12：00
場所／県産業会館（福井市下六条町）
問県保育人材センター
TEL：0776（21）2294 FAX：0776（24）4187

新しい道路・岡山松陵線が開通します！

開通日時／ 12月14日
（土）14：00
開通区間／敦賀市金山～同市若葉町1丁目
問敦賀土木事務所
TEL：0770（22）4662 FAX：0770（22）6516

12/1

冬の危険に備えよう

12/8

福井を元気に！活躍する若手経営者

広報誌

NEWSふくい

福井テレビ／第１
・
３土曜17：00～17：15

フェイスブック

GO!ゴー！ふくい

ほやほや福井
おいでよ！ふくい

12/1 あなたも発信！福井の魅力

国
道
8
号

敦賀市役所

敦賀駅

ようになるとともに、舞鶴若狭自動車道の敦賀南スマー
トインターチェンジへのアクセスが便利になります。

輝け！ふくいチャレンジャー 12/7 “食育”で暮らしを豊かに

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

（越前市安養寺町）

講師／ワインジャーナリスト 石井もと子氏
詳しくは ふくいワインカレッジ 検索
問中山間農業・畜産課
TEL：0776（20）0446 FAX：0776（20）0651

〇毎日の介護で、
肉体的、
精神的に疲れている
〇老々介護や多重介護で悩みを抱えている
無理をせず、介護保険サービスを上手に利
用することが大切です。
悩んだら、
まずは市町の
地域包括支援センターに
ご相談ください。
詳しくは 福井県 介護者の負担軽減 検索
問長寿福祉課
TEL：0776（20）0330 FAX：0776（20）0642

敦賀市中心市街地と敦賀市南部を結ぶ都市計画道路
「岡山松陵線」
が開通します。安全で快適に通行できる

朝だよ！ハピネスふくい
暮らし

ふくいワインカレッジ公開講座
日本のワイン産地とワイナリーに
ついて学ぶことができます。
日時／ 12月3日
（火）
13：00～15：00
場所／ふくい農業ビジネスセンター

申
勤労者の生活資金を低金利で融資●

〇勤労者生活安定資金（上限150万円）
対象／医療、
教育、冠婚葬祭などの資金
利率／ 3年まで…年1.3％ 3～5年…年1.6％
〇育児・介護休業生活資金（上限100万円）
対象／育児または介護休業中の生活に要する資金
利率／年1.1％
申込先／北陸労働金庫各支店
問労働政策課 TEL：0776（20）0389 FAX：0776（20）0648

介護を一人で
頑張りすぎていませんか

ご案内

国道27号

敦賀警察署

敦賀工業高校
舞鶴若狭
自動車道

敦賀南SIC

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」
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！

12/8 おいしく残さず食べきろう！
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 福井県広報広聴課

のマークがあるものは、事前申込みが必要です

検索

のマークがあるものは有料、
それ以外は無料です

