ふくい合同就職面接会を行います

水害や土砂災害に備えよう～土砂災害防止月間～

日時／ 6月10日
（日）
①11：00～14：00 ②15：00～18：00
場所／県産業会館（福井市下六条町）
対象／平成31年3月に大学などを卒業予定の方や
卒業後3年以内の方
※県外からの無料バス・交通費助成あり
（要申込）
問 若者・定住支援課
□
TEL：0776（20）0387 FAX：0776（20）0644

日ごろからの準備が大切

申
看護に関する講習会・看護体験●

・危険箇所などを記した地図「ハザードマップ」
で避難場所や避難経路を確認。
※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。
検索
防災情報については 福井県 河川・砂防総合情報

高校生や社会人を対象に、県内看護学校や病院な
どで講演会や一日看護体験を行います。
日時／ 7月23日
（月）
～8月3日
（金）
申込締切／ 6月15日
（金）
問（公社）
県看護協会（福井市北四ツ居町）
場所・□
TEL：0776（52）1857 FAX：0776（54）8474

6月1日号（毎月1日と15日に掲載）

災害発生のおそれがあるときは

土砂災害の状況

・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しましょう。
※お年寄りや避難に時間がかかる人は、避難準備・高齢者等避難開始が発令されたときに避難しましょう。
・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 i-ameメール 検索

緊急時に備えましょう
・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、
ラジオなどをいれておく
問 砂防防災課
□
TEL：0776（20）0494 FAX：0776（20）0676
危機対策・防災課 TEL：0776（20）0308 FAX：0776（22）7617

県内各地で啓発パネル展やキャンペーンを行うほか、
元NHKアナウンサーの松本
和也氏による記念講演などを行う
「ふくいきらめきフェスティバル」
を開催します。
日時／ 6月23日
（土）
10：00～16：00
場所／永平寺緑の村（吉田郡永平寺町山） 申込締切／ 6月13日
（水）

仕事などで忙しい女性のために、
休日がん検診を実
施しています
（要予約）
。
市町発行の受診券、
クーポ
ン券を利用すれば1,000円以内で受診が可能です。
日時／ 6月17日
（日）8：30～11：00
問 県立病院健康診断センター
（福井市四ツ井）
場所・□
TEL：0776（57）2920 FAX：0776（57）2921

認知症についての講演会を開催します。認知症の
方やその家族に寄り添える社会を考えましょう。
日時／ 6月3日
（日）
13：30～15：30 定員／ 195人
場所／福井市フェニックス・プラザ（福井市田原）
問 長寿福祉課 TEL：0776
□
（20）0332 FAX：0776（20）0642
企業の皆様へ

松本和也氏

働く

申
警察官（大学卒）採用試験（平成31年度採用）●

福祉就職フェア

採用予定人数／男性40人、女性11人
（永平寺町）
1次試験日／7月8日
（日）会場／県立大学
申込締切／ 6月15日
（金）
詳しくは 福井県職員採用 検索
問 人事委員会事務局 TEL：0776（20）0593 FAX：0776（20）0673
□

社会福祉施設の求人担当者との個別面談や、福祉
の資格などについての相談ができます。
問
日時・場所・□
①6月9日
（土）12：30～15：30
県産業会館（福井市下六条町）
（福）県社会福祉協議会
TEL：0776（21）2294 FAX：0776（24）8941
②6月9日
（土）13：00～16：00
敦賀市福祉総合センター（敦賀市東洋町）
（福）敦賀市社会福祉協議会
TEL：0770（22）3133 FAX：0770（22）3785

申○
￥
休日レディースがん検診を実施します●

認知症を地域で支えよう

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～
問（公財）
□
ふくい女性財団 TEL：0776（41）4254 FAX：0776（41）4260

保健・福祉

申
看護職再就業講習会●

看護実践のための基礎知識を学ぶ講義や、採血・
吸引などの実技演習を行います。
日時／ 6月15日
（金）、22日
（金）、28日
（木）、
7月5日
（木）いずれも10：00～15：00
申込締切／ 6月13日
（水）
問（公社）
県看護協会（福井市北四ツ居町）
場所・□
TEL：0776（52）1857 FAX：0776（54）8474

障がい者スポーツを観戦しよう

日

第8回福井県障がい者スポーツ大会
日程／ 6/10（日）
陸上競技や水泳などの個人6競技、卓球バレーなどのオープン競技4種目

第18回全国障害者スポーツ大会 北信越・東海ブロック予選会
日程／ 6/9（土）、10（日）、17
（日）バスケットボールなどの団体7競技
詳しくは 障スポ プレ大会 検索
問 障害福祉課
□
TEL：0776
（20）
0338 FAX：0776
（20）
0639
障害者スポーツ大会課 TEL：0776
（20）
0747 FAX：0776
（20）
2153

国体・障スポ 開・閉会式の観覧者募集！申込締切/6月11日（月）詳しくは

福井国体・障スポ

検索

卓球バレー

申
幕末ファン必見の講演会を開催●
“坂本龍馬が描いた新国家の
「盟主」
は春嶽公”
との説を唱える京都国立博物館上席
研究員の宮川禎一氏が
「龍馬の秘策と福井藩」
と題し、講演します。
日時／7月15日（日）14：00～15：30 会場／響のホール（福井市中央） 定員／200人 申込締切／7月13日（金）
問 ブランド営業課 TEL：0776
□
（20）
0762 FAX：0776
（20）
0513
ウィリアム

シリーズ

宮川禎一氏

エリオット

福井の先人③ W・E・グリフィス

明治時代初期のアメリカ人教師、著述家。幼い頃から東洋に憧れていたグリ
フィスは、大学で留学中の日下部太郎と出会い日本に興味を抱き、福井藩の
「お雇い外国人」
として来日。明新館（現在の藤島高校）
で化学や物理などを
教えたほか、幅広い知識・教養を学校内外に精力的に伝えました。帰国後、
『The Mikado’s Empire』
（皇国）
を出版。福井での出来事や美しい風景な
どを紹介しました。

福井市立郷土歴史博物館蔵

福井市グリフィス記念館で特別展「外国人がおどろいた！幕末維新の日本人」開催中
申
アビリンピック福井大会に参加しませんか●

ご案内
申
地域活性化プランを募集●

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にご協力ください。統計調査員が
お伺いするか、国から直接郵送で調査票が届きます。
インターネットでの回答は6月7日
（木）
まで。
問 政策統計・情報課 TEL：0776
（20）0272 FAX：0776（20）0630
□

若者中心のグループが実施する地域交流の拠点づくり
など、
福井を元気にする活動プランを募集しています。
支援金／上限20万円 採択予定件数／ 7件
応募締切／ 6月13日
（水）
詳しくは 若チャレ ふくいの！ 検索
問 若者・定住支援課 TEL：0776
（20）0638 FAX：0776（20）0644
□

学生などの心をつかむ職場見学会などの新たな採用
活動に取り組む県内企業グループや業界団体を募集
しています。
審査の上補助対象者を決定します。
対象／県内事業所2社以上で構成されたグループや業界団体
補助対象経費／採用活動にかかる謝金や旅費、
賃借料、委託料など
補助額／上限25万円
（補助率 2分の1）
募集数／ 10件 応募締切／ 6月15日
（金）
問 労働政策課 TEL：0776
（20）0390 FAX：0776（20）0648
□

120

障スポのプレ大会を下記2大会にあわせて県内各地で開催します。会場に足を運び、選手を応援しましょう。

工業統計調査にご協力を

申
ユニークな採用活動を支援●

福井国体・障スポまで

あと

おはようふくいセブン
FBCテレビ／日曜7：00～7：30

テ ほっとふくい
レ
ビ 福井テレビ／第1・第３土曜17：00～17：15
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

日ごろ培った技能を互いに競い合いましょう。
日時／ 7月8日
（日）
10：00～14：30
場所／福井産業技術専門学院（福井市林藤島町）
対象者／障害をお持ちの方 種目／木工、表計算など
申込方法／申請書をダウンロードし、
郵送あるいは持参
詳しくは アビリンピック 福井大会 検索
（月）
申込締切／ 6月11日
問（独）
高齢・障害・求職者雇用支援機構 福井支部
□
TEL：0778（23）1021 FAX：0778（23）1055
広報誌

毎月第４日曜発行予定

県政広報
ふくい

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

フェイスブック

福井の情報がまる分かり

ほやほや！
ふくい
新聞

いますぐページに

〒910-8580（住所不要）
ラ ふくい元気通信 FBCラジオ 月・水・金曜 10：20ごろ 第3・5土曜 10：35ごろ 福井県
「広報課 福井県からのお知らせ」係
からの
ジ
お知らせ ホームページでも閲覧できます 福井県広報課
オ 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□

を！

ご意見は

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

