企業の皆様へ
企業の皆様へ
申
従業員のキャリアアップを応援！●

2月1日号（毎月1日と15日に掲載）

福井ふるさと教育フェスタに行こう！
県内の小・中学校、高校では、
ふるさと福井への
“誇り”
と
“愛着”
をはぐくむため、
自分たちの住む地域を学ぶ
「ふるさと教育」
に取り組んでいます。
「ふるさとの日」
に合わせて、
子どもたちがふるさと教育の活動成果や伝統
芸能などを発表する
「福井ふるさと教育フェスタ」
を初めて開催します。
この機会に、
ふるさと福井への愛着を深めましょう。
2月7日は
日時／ 2月8日
（土）
13：00～16：40
「ふるさとの日」
はぴっ！
場所／アオッサ8階（福井市手寄）
検索
詳しくは 福井ふるさと教育フェスタ
問教育政策課 TEL：0776（20）
0295 FAX：0776
（20）
0668

申
ワールドマスターズゲームズ2021関西 エントリー開始！●
令和3年5月、福井県を含む関西圏を舞台に、
アジア圏で初めて
開催される
「ワールドマスターズゲームズ」
の大会エントリーを
本日から開始します。国内外の参加者と一緒に競技を楽しめる
チャンスですので、
ぜひご参加ください！

ワールドマスターズゲームズ2021関西とは

申込方法／参加申込専用の公式ウェブサイトから申し込み
申込期間／令和3年2月28日
（日）
まで
※募集上限に達した時点で締め切ります。
問スポーツ課 TEL：0776（20）
0747 FAX：0776
（20）
0664

エントリーは
右のQR
コードから！

問県民安全課
TEL：0776（20）0296 FAX：0776（20）0633

社会復帰を目指す方の雇用について、実例を交え
て理解を深めることができます。
日時／ 2月21日
（金）
13：45～15：45
場所／福井商工会議所（福井市西木田）
定員／先着150人 申込締切／ 2月14日
（金）
問地域福祉課
TEL：0776（20）0328 FAX：0776（20）0637

飲食物の移動販売車を出店しませんか。
期間／ 4月～8月の土日・祝日 10：00～16：00
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／ 2月17日
（月）
検索
詳しくは 福井運動公園事務所
問福井運動公園事務所 TEL・FAX：0776（36）1542

子育て・教育

ふくい産業教育フェア

気をつけよう
夕暮れ時・夜間の交通事故に注意しましょう。
歩行者の方へ
・外出時は、明るい服装と反射材を身につける
ドライバーの方へ
・早めにライトを点灯。夜間はハイビームが基本
・ゆとりある速度での運転を常に心がける

申
再犯防止に関する雇用促進セミナー●

申
移動販売事業者を募集●

おおむね30歳以上のスポーツ愛好家であれば誰でも参加できる生涯スポーツの国際総合競技大会。
開催は4年に一度。県内では、公式競技のライフセービング
（5/22、23 高浜町）、
オープン競技の
ディスクゴルフ
（5/15～21 坂井市）
の2競技を開催します。

交通死亡事故が多発しています！

従業員のキャリアアップ
（学位や資格取得など）
を
支援する制度を新たに導入しませんか。
制度の活用実績に対して、奨励金を支給します。
対象／県内に事業所を有する中小企業
支給額／20万円 ※1社1回限り 申込締切／3月6日
（金）
検索
詳しくは 福井県 キャリアアップ応援奨励金
問労働政策課
TEL：0776（20）0388 FAX：0776（20）0648

新型コロナウイルスの感染予防
新型コロナウイルス感染症は、
ヒトからヒトへの感
染が確認されています。
マスクの着用や手洗いなど、
インフルエンザと同じ
ような感染対策を行いましょう。
中国武漢市に滞在歴があり、発熱やせきの症状が
ある場合は、医療機関を受診
する前に、電話で最寄りの保
健所または医療機関に相談し
てください。
詳しくは
福井県 新型肺炎

問県内の保健所

検索

最新の情報はコチラから

職業系高校15校の代表が学習成果を発表するほ
か、生産物の販売会などを行います。
日時／ 2月15日
（土）
12：00～16：20
場所／アオッサ8階（福井市手寄）
問高校教育課
TEL：0776（20）0569 FAX：0776（20）0669
朝だよ！ハピネスふくい
FBCテレビ／日曜7：00～7：30
テ
レ
ビ

福井市の高柳高架橋工区を皮切りに、
レールの溶接作業が
進められています。
同工区では、
長さ25mのレールを福井港
から基地へ運搬し、
レール溶接を行い、
長さ200mにします。
溶接には、高温の炎でレールの端を熱し、短時間でつなぐ
ガス圧接法を採用。
レール同士を直接つなぐため、高い
強度を維持することができます。
4月頃から順次レールを敷き始め、令和4年3月末までに県内区間全てで敷設作業を終える
予定です。
11：45～11：50（福井テレビ）
テレビ番組
「GO！ゴー！ふくい」
でレール溶接作業の様子を紹介！2月2日
（日）
16：55～17：00（FBCテレビ）

問新幹線建設推進課

TEL：0776（20）0298 FAX：0776（20）
0729

保健・福祉

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

障がい者を対象とした
申
県職員採用試験（パートタイム）●

申○
￥
ひな祭り休日レディースがん検診●

募集職種／事務補助など 採用予定人数／31人程度
任用期間／4月1日（水）から1年間 ※更新あり
試験日／2月23日（日・祝）
会場／中小企業産業大学校（福井市下六条町）
申込締切／2月17日（月）
問人事課
TEL：0776（20）0241 FAX：0776（20）0626

平日は忙しい女性のために、休日がん
（子宮頸が
ん、乳がん）検診を実施します。
日時／ 3月1日
（日）10：00～10：30
場所／エルパ1階東出入口（福井市大和田）
対象／子宮頸がん20歳以上、
乳がん40歳以上
費用／各無料～1,000円
※お住まいの市町・年齢によって異なります。
定員／各40人 申込締切／ 2月20日
（木）
問（公財）福井県健康管理協会
TEL：0776（98）8000 FAX：0776（98）3502

働く

申
認知症キャラバン・メイト交流会●

申
看護職就業相談会●

講演やワークショップなどを通して、
キャラバン・
メイト同士の交流を深めることができます。
日時／ 2月8日
（土）
13：30～16：30
場所／県生活学習館（福井市下六条町）
対象／認知症キャラバン・メイト、
認知症サポーター
定員／先着300人
問長寿福祉課
TEL：0776（20）0330 FAX：0776（20）0642

看護職の方を対象に、
ナースセンターの相談員による
就業相談会を行います。
日時／ 2月12日
（水）
～28日
（金）
のうち6日間
※いずれも13：30～16：30
場所／県内のハローワーク 申込締切／開催日前日
検索
詳しくは 福井県ナースセンター
問福井県ナースセンター
TEL：0776（52）1857 FAX：0776（52）1858

2/2 オンリーワンのまちづくり ～眞鍋かをりが池田町を巡る！～
2/9 ふるさとの味を丸かじり！⑤～高浜町～

輝け！ふくいチャレンジャー 2/1 美味しい料理でおもてなし♪
福井テレビ／第１・３土曜17：00～17：15
GO!ゴー！ふくい

ラ
ジ
オ

レールの溶接作業が進んでいます！

2/2

北陸新幹線NOW⑤新しいレールのかがやき～前編～

2/9

北陸新幹線NOW⑤新しいレールのかがやき～後編～

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□

広報誌

NEWSふくい
フェイスブック

ほやほや福井
おいでよ！ふくい
新聞

福井県からの
お知らせ

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！

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

