申
専門学校で職業体験しませんか●

7月1日号（毎月1日と15日に掲載）

熱中症に注意しましょう
ここ数年、夏の猛暑により、熱中症で救急搬送される方が増えています。熱中症は、急に気温
や湿度が高くなった日など、身体が暑さに慣れていないときにもなりやすく、注意が必要です。
これから野外での活動やイベントに参加する方は、下記のポイントに注意しましょう。
熱中症にならないための予防策
・涼しい服装をする
・汗をかいたら、塩分を補給する
・こまめに水分を補給する ・こまめに休憩をとる
・外出時は帽子を被るなど、直射日光に当たらないようにする
少しでも体調不良を感じたときには…
・風通しのよい日陰や冷房の効いたところに移動する ・水分と塩分を補給する
・衣類をゆるめ、氷のうなどを脇の下や足の付け根に当てて、体を冷やす
検索
早めに医療機関を受診しましょう！ 詳しくは 福井県 熱中症
問保健予防課 TEL：0776（20）0350 FAX：0776（20）0643

申
東京2020オリンピック聖火ランナーを募集しています●
2020年5月30日（土）、31日（日）に県内で行われる聖火リレーの
聖火ランナーを募集しています。県内では、全市町を走りますので、
応募の際は、好きな市町を選ぶことができます。聖火ランナーとなっ
て、福井県から東京2020オリンピックを盛り上げましょう。
対象／福井県にゆかりのある人
1964年 東京オリンピックのときの
（2020年4月時点で中学1年生以上）
福井県 聖火ランナー
走行距離／1人あたり約200ｍ 公募人数／約40人
応募方法／・県庁1階に設置してある応募用紙に必要事項を記入し郵送
・県ホームページからも応募可能 ※応募回数は、1人1回です。
検索
応募締切／8月31日（土）必着 詳しくは 聖火リレー 福井県
問福井県実行委員会 TEL：0776（37）3710 FAX：0776（25）4567
特設サイトはこちらから

デザイン・ファッション・調理・医療福祉・理美容・
トリマーなどの職業を体験できます。
日程／ 7月27日
（土）
～8月17日
（土）
対象／県内の小学4年生～中学生
場所／県内の専修学校
申込締切／ 7月開催の講座…7月15日
（月・祝）
8月開催の講座…7月31日
（水）
検索
詳しくは 福井県専修学校
問県専修学校各種学校連合会
TEL：0776（27）2024 FAX：0776（27）4752
大学私学課 TEL：0776（20）0248 FAX：0776（20）1171
働く

家族で考えよう！自動車運転免許証の自主返納
今年に入り、高齢ドライバーによる重大な交通事故が全国各地で発生しています。急ブレーキ
を踏む回数が増えたなど、運転に不安を感じている方は、運転免許証の自主返納を考えて
みませんか。返納手続は、運転者教育センターまたは最寄りの警察署で行うことができます。
所要時間／20～30分程度（運転経歴証明書の交付も行う場合は、合計で1時間程度）
問運転者教育センターまたは最寄りの警察署
〈高齢免許返納者サポート制度〉
運転経歴証明書を提示することで様々な支援が受けられます。
内容／・制度に協力しているタクシー会社の運賃1割引
・施設の利用料や買い物代金の割引、配送サービス など
詳しくは 福井県 返納者サポート 検索
問県民安全課 TEL：0776（20）0296 FAX：0776（20）0633

申
保護者向け企業見学バスツアー●

県内のものづくりを中心とする企業を訪問し、働く
現場の見学などができます。
日程／ ※各地区2～4社を訪問
福井地区 7月5日
（金）、
13日
（土）、19日
（金）
嶺南地区 7月27日
（土）
対象／大学などに通う学生の保護者 ※学生本人も参加できます
定員／各地区先着30人 詳細・申込は 働くなら、福井！ 検索
問定住交流課 TEL：0776（20）0638 FAX：0776（20）0644

申○
￥
介護支援専門員実務研修受講試験●

皆様の声を県政に

日時／ 10月13日
（日）
10：00～12：00
会場／福井大学文京キャンパス（福井市文京）
試験案内配布場所／各市町役場など
受験手数料／ 6,700円
申込期間／ 7月5日
（金）
～18日
（木）
問（福）
福井県社会福祉協議会
TEL：0776（21）2294 FAX：0776（24）4187

計画案へのご意見を募集しています。
行財政改革アクションプラン
（案）
募集期間／ 7月4日
（木）
～18日
（木）
※資料は県HPや県庁、各合同庁舎などでご覧いただけます。
詳しくは 福井県 県民パブリック 検索
問人事課 TEL：0776（20）0240 FAX：0776（20）0626

申
ふくい教員志望者セミナー●

企業の皆様へ

企業の皆様へ

若手教員が教職の魅力などを語るほか、福井の教
育の特色や教員採用試験の説明を行います。
・嶺北会場
日時／ 8月10日
（土）
13：30～16：00
場所／アオッサ（福井市手寄）
・嶺南会場
日時／ 8月17日
（土）
13：30～16：00
場所／プラザ萬象（敦賀市東洋町）
対象／大学生（大学院生を含む）、高校生、保護者
申込締切／ 7月19日
（金）
問教育総合研究所 TEL：0776（58）2160 FAX：0776（58）2161

申○
￥
実習で学ぶIoT入門●

簡易的なIoTシステム構築の実機研修を通して、
自社への活用イメージをつかむことができます。
日時／ 7月26日
（金）
9：30～17：00
受講料／ 16,416円
（テキスト料込）
定員／ 12人 申込締切／ 7月19日
（金）
場所・問県産業情報センター（坂井市丸岡町熊堂）
TEL：0776（67）7411 FAX：0776（67）7439
ご案内

申
福井県警察インターンシップ●

保健・福祉

子育て・教育

愛の血液助け合い運動にご協力を

県立大学オープンキャンパス

7月1日
（月）
～31日
（水）
は
「愛の血液助け合い運動」期
間。
400ml全血献血・成分献血にご協力をお願いします。
検索
献血スケジュールは 福井県 赤十字
問福井県赤十字血液センター TEL：0776（36）0221 FAX：0776（33）7189
医薬食品・衛生課
TEL：0776（20）0347 FAX：0776（20）0640

①永平寺キャンパス（永平寺町松岡兼定島）
日時／ 8月4日
（日）10：00～15：30
学部・学科紹介のほか、模擬講義や研究室の
見学などを行います。
申
②小浜キャンパス（小浜市学園町）●
日時／ 8月4日
（日）11：00～15：30
学部・学科紹介のほか、
海洋生物資源臨海研究
センターの見学などを行います。
対象／高校生、
保護者など 申込締切／ 8月2日
（金）
検索
詳しくは 福井県立大学
問福井県立大学
TEL：0776（61）6000 FAX：0776（61）6012

まちなかがんサロン
参加者同士のフリートークなどで交流を深めましょう。
日時／ 7月9日
（火）13：00～15：00
対象／ 15歳～39歳のがん患者
場所・問（公社）県看護協会（福井市北四ツ居町）
TEL：0776（54）8620 FAX：0776（54）8474

刑事部門・交通部門の警察官の業務を1日体験できます。
日時／ 8月8日
（木）
8：30～16：00
場所／県警察本部（福井市大手）ほか
定員／犯罪捜査コース
5人
交通事故抑止コース 5人
申込締切／ 7月18日
（木）
問警察採用フリーダイヤル TEL：0120（207）110

申
結婚をご希望の方へ●

地域の縁結びさんによる結婚相談会を行います。
日時／ 7月7日
（日）13：30～15：00
場所／パレア若狭（若狭町市場） 定員／ 8人程度
問県民活躍課 TEL：0776（20）0362 FAX：0776（20）0632
おはよう
ふくいセブン

申
お子さんの就労を応援します●

お子さんの就労意欲を高めるため、接し方や家族
関係の築き方を学べます。
日時／ 7月20日
（土）
セミナー 10：00～12：00
出張相談会 12：00～16：00
場所／結とぴあ（大野市天神町）
問ふくい若者サポートステーション
TEL：0776（21）0311 FAX：0776（21）0313

FBCテレビ／日曜7：00～7：30

テ ほっとふくい
レ 福井テレビ／第１・３土曜17：00～17：15
ビ

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

ラ
ジ
オ

ワンパークフェスティバル2019
地域の活性化に向けた県内初の本格的な屋外音
楽フェス
（有料）
を行います。福井の食やクラフトな
どの販売イベントも同 時 開催。街 全 体が一 つの
テーマパークとして楽しめます。
日時／ 7月６日
（土）、
7日
（日）10：00～21：30
場所／福井駅周辺
検索
チケットなどについては ワンパークフェス
問ワンパークフェスティバル実行委員会
TEL：0776（30）0330 FAX：0776（30）0505

自動走行車両に乗ってみよう
「永平寺参ろーど」
（永平寺町）
において、
自動走行
車両の乗車体験を実施中。予約不要、無料で乗車
できます。
まで※毎週水、木曜日は運休日
期間／ 12月20日（金）
運行時間／ 9：00～16：00
経路／えちぜん鉄道永平寺口駅～永平寺門前（全長6㎞）
運行内容は えい坊くんのまちづくり株式会社 検索
問えい坊くんのまちづくり株式会社
TEL：0776（63）
3900
広報誌

NEWS
ふくい

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

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

を！

ご意見は 〒910-8580（住所不要）

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 福井県からの 「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 検索
お知らせ
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□

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

