
看護職への就職・再就職を支援●申
看護に関する講演会・1日看護体験

県内の高校生や社会人を対象に、県内看護学校

や病院などで講演会や1日看護体験を行います。

期間／ 7月21日（金）～8月3日（木）

申込締切／ 6月16日（金）

□問（公社）県看護協会 0776（52）1857

看護職再就業講習会

採血や吸引などの実技演習を行います。

日時／ 6月16日（金）、22日（木）、27日（火）、

　　　 7月5日（水）　いずれも10：00～15：00

場所・□問（公社）県看護協会（福井市北四ツ居町）

　　　  0776（52）1857

警察官を目指す方へ●申
警察官（大学卒）採用試験（平成30年度採用）

１次試験日／男性7月8日（土）、9日（日）

 女性7月9日（日）

会場／県立大学（永平寺町）

採用予定人数／男性 40人 女性4人

申込締切／ 6月15日（木）

□問 人事委員会事務局 0776（20）0593

県警察オープンキャンパス

警察官とのフリートーク、警察学校見学などを行います。

日時／ 6月10日（土）13：00～16：20

場所／県警察学校（福井市荒木新保町）

定員／ 100人程度　申込締切／ 6月8日（木）

□問 警察採用フリーダイヤル 0120（207）110

県職員を募集（平成30年度採用文化財調査員）●申
1次試験日／7月9日（日）　会場／県立大学（永平寺町）

採用予定人数／1人　申込締切／6月20日（火）

□問 生涯学習・文化財課 0776（20）0556

工業統計調査にご協力を
出荷額や従業者数など、製造業の実態を明らか

にするために行う工業統計調査。

インターネットでの回答は6月7日（水）まで。

□問 政策統計・情報課 0776（20）0272

中国浙江省の中学生と交流しよう●申○￥
中国浙江省に行き、ホームステイやスポーツなど

を通して現地の中学生と交流できます。

滞在期間／ 8月3日（木）～7日（月）

対象／県内の中学生

参加費／ 6万円程度（渡航費用の半額）

　　　　※パスポートの申請手数料を除く

申込締切／ 6月16日（金）

□問 国際経済課 0776（20）0752

毒物劇物取扱者試験●申
日時／ 8月9日（水）13：00～15：00

会場／県立大学（永平寺町）

申込期間／ 6月5日（月）～9日（金）

□問 医薬食品・衛生課 0776（20）0347 各健康福祉センター

登録販売者試験●申
日時／ 8月20日（日）10：00～15：00

会場／福井大学（永平寺町）

申込期間／ 6月5日（月）～16日（金）

□問 医薬食品・衛生課 0776（20）0347 各健康福祉センター

福祉就職フェア
社会福祉施設などの求人担当者に、福祉の仕事

や資格について相談ができます。嶺北会場では

就職活動に役立つ面接対策講座（要予約）も行

います。

日時・場所／

①6月3日（土）12：30～15：30

　県生活学習館（福井市下六条町）

　※面接対策講座は11：00～12：00

②6月10日（土）13：00～15：30

　敦賀市福祉総合センター（敦賀市東洋町）

□問 ①（福）県社会福祉協議会 0776（21）2294

　②（福）敦賀市社会福祉協議会 0770（22）3133

地域の縁結びさんになりませんか●申
ボランティアで縁結び活動を行う「地域の縁結びさん」

の登録を希望される方を対象に説明会を行います。

日時／ 6月17日（土）13：30～15：30

場所／県生活学習館（福井市下六条町）

申込締切／ 6月16日（金）

□問 女性活躍推進課 0776（20）0362

結婚を希望される方へ●申
地域の縁結びさんによる結婚相談会を開催します。

日時／ 6月24日（土）13：30～15：00

場所／勝山市福祉健康センター（勝山市郡町）

定員／ 10人程度　申込締切／ 6月22日（木）

□問 女性活躍推進課 0776（20）0362

不法投棄や野焼きは重大な犯罪です
6月5日（月）までは「全 国ごみ 不 法 投 棄 監 視

ウィーク」。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（☎0776-20-0584）または各健康福祉

センター、各市町、最寄りの警察署に通報を。

□問 循環社会推進課 0776（20）0318

ふるさと福井景観広告賞●申
まちなみや自然景観に調和・配慮した屋外広告

物の事例を募集してします。

申込締切／ 7月31日（月）

□問 都市計画課 0776（20）0497

スポゴミ大会参加者募集●申
国体・障スポに向け、環境美化活動を県民運動

として進めるために開催中の「スポーツGOMI拾

い大会」。家族や友だちなどとチームを組み、制

限時間内に拾ったゴミの種類や量を競います。

上位3チームは来年度に開催するスポーツ

GOMI拾い大会の決勝戦に参加できます。

日時／ 6月17日（土）9：30～12：00

場所／若宮海水浴場（高浜町若宮）

申込締切／ 6月9日（金）

今後も県内各地で開催予定。

日程など詳しくは

□問 環境政策課 0776（20）0301

6月1日号 （毎月1日と15日に掲載）

日ごろからの準備が大切
・危険箇所などを記した地図「ハザードマップ」で避難場所、避難経路な

どを確認。※ハザードマップは各市町ホームページから入手できます。

・大雨のときは最新の気象情報をチェック。

防災情報について

災害発生のおそれがあるときは
・がけに亀裂が入る、川が濁るなどの異常を発見したり、避難勧

告や避難指示（緊急）が発令されるなど、災害発生のおそれがあるときは速やかに避難。

※避難準備・高齢者等避難開始が発令されたら、お年寄りや避難に時間がかかる人などは避難しましょう

大雨などの際に水害や土砂災害の危険情報を携帯サイトやメルマガで配信　登録は

水害や土砂災害に備えよう～土砂災害防止月間～

男女ともに活躍できる社会を目指そう～男女共同参画月間～
漁業分野で活躍する福井県出身の起業家、坪内知佳さんによる講演や仕事と家庭の両立に関する

ワークショップ、心と身体のリフレッシュ講座などを行う「ふくいきらめきフェスティバル」を開催します。

日時／ 6月11日（日）10：00～15：30　場所／県生活学習館（福井市下六条町）

□問（公財）ふくい女性財団 0776（41）4254

作詞家のなかにし礼さんが講演します
がんを克服したなかにし礼さんが、先進医療である陽子線がん治療の体験談を語ります。

日時／ 6月18日（日）13：00～16：00　場所／フェニックスプラザ（福井市田原）　

定員／ 500人　□問 県立病院 0776（54）5151

頑張る若者の活動を応援

福井国体まで あと 日485はぴりゅう

30歳の成人式を開催する団体を募集●申

若者同士のつながりや地域活動への積極的な参加、県内

へのＵターンを進めるため、30歳の若者を対象とした交

流会を開催する団体を募集します。

応募資格／

18～40歳程度の若者が中心のグループであること

（30歳の県内出身者が5人以上所属していること）

30歳の若者が30人以上参加する交流会を主催すること　など

補助対象経費／参加者募集のための経費、会場設営費　など

補助額／ 1件当たり最大100万円　※交流会の参加者数などによって変わります

募集数／ 4団体　募集締切／ 6月30日（金）

若者による地域活性化プランを募集●申

18～40歳程度の若者が中心のグループなどが行うまちなかの空きスペースを活用したイベ

ントや、県産品を使用した商品開発など、地域の活性化につながるプランをお待ちしています。

支援金／ 1件当たり最大20万円　採択予定件数／ 7件　募集締切／ 6月20日（火）

　　　　　　　　　 □問 若者・定住支援課 0776（20）0638

交流会のイメージ

・飲料水…1人当たり1日3リットルを目安に最低3日分以上

・非常食…お米や乾麺などの主食と缶詰やレトルト食品などを最低3日分以上

※リュックサックには非常食、携帯トイレ、懐中電灯、ラジオなどを入れておく

緊急時に備えましょう

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

福井の情報がまる分かり

いますぐページに　　　　　 を！

6/4   大雨・台風がやってくる！～水害への備えは万全ですか？～

6/11 「スポーツGOMI拾い」でまちをキレイに！

6/4   始めませんか？ スニーカービズ

6/3   ジューンブライド！ 素敵な出会い

6/11 6月は食育月間！ 福井の地のもの食べてますか？
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