
肝炎検査を受けよう
7月24日（月）～7月30日（日）は肝臓週間。

肝炎を適切に治療しないと、肝硬変や肝がんに

なることがあります。県内の各医療機関と各健康

福祉センターで無料検査を実施しています。

医療費助成制度もあります。

　　　　　　　　 　□問 各健康福祉センター

介護の仕事に興味のある方へ
日本介護協会の左敬真（ひだり ひろまさ）理事長

が介護の仕事の魅力を語ります。

日時／ 7月31日（月）10：00～12：30

場所／県国際交流会館（福井市宝永） 定員／ 100人

□問（福）県社会福祉協議会 0776（21）2294

県内企業の首都圏での活動を支援●申○￥
県ビジネス支援センター「ふくい南青山291」

（東京都港区）にある貸しブース（約1坪）の入居

企業を募集中です。

利用期間／ 1年（3年まで更新可）  募集数／ 4社

料金／毎月26,000円  申込締切／ 7月20日（木）

□問 産業政策課 TEL：0776（20）0369 FAX：0776（20）0645

里山里海湖ビジネス研修受講生募集中●申
農家民宿や農家レストランなど、里山里海湖ビジ

ネスの経営者を育成します。

研修期間／ 8月～平成30年3月

研修場所／ふくい農業ビジネスセンター（越前市安養寺町）

申込締切／ 7月24日（月）

詳しくは

□問 地域農業課 TEL：0776（20）0446 FAX：0776（20）0651

幕末明治福井150年記念講演会●申
尊王を訴え明治の近代国家誕生の

先駆けとなった梅田雲浜を紹介。

日時／ 7月29日（土）13：30～15：00　

場所／福井商工会議所（福井市西木田）

定員／ 200人

申込／福井信用金庫 TEL：0776（25）8533 FAX：0776（25）7116

□問ブランド営業課 0776（20）0762

ふくい教員志望者セミナー●申
福井の教育の特色について説明を行うほか、若

手教員が仕事の楽しさや魅力を話します。

日時／ 8月14日（月）13：30～17：00

対象／高校3年生、保護者、大学生  申込締切／ 7月31日（月）

場所・□問 県教育総合研究所（坂井市春江町）

　　　 TEL：0776（58）2162 FAX：0776（58）2163

県立大学オープンキャンパス
日時／ 8月6日（日）　対象／高校生、保護者など

申込締切／ 8月2日（水）

・永平寺キャンパス10：00～15：30

学部・学科の紹介のほか、模擬講義・研究室の

見学（要申込）などを行います。

・小浜キャンパス●申11：00～15：30

研究室の見学、海洋生物資源臨海研究セン

ターへの見学ツアーを行います。

詳しくは

□問 県立大学 0776（61）6000

工事現場見学会を開催●申
北陸新幹線のトンネル（南越前町）や河内川ダム

（若狭町）の工事現場をバスで巡ります。

日時／ 8月27日（日） 8：00～17：45

集合場所／ JR福井駅、福井土木事務所（福井市）、

　　　　　南越合同庁舎（越前市）

対象／小学生以上の方※小学生は保護者同伴

定員／ 40人　申込締切／ 8月4日（金）

□問 砂防防災課 TEL：0776（20）0495 FAX：0776（20）0676

オープンデータで地域の課題を解決●申
嶺南地域の観光の課題解決に向け、オープン

データを活用しながらみんなでアイデアを出し合

いませんか。

日時／ 8月5日（土）11：00～16：00　

場所／敦賀駅オルパーク（敦賀市鉄輪町） 定員／ 30人

□問 政策統計・情報課 TEL：0776（20）0270 FAX：0776（20）0630

交通事故にご注意を
７月２１日（金）～7月30日（日）は「夏の交通安全

県民運動」の実施期間です。

安全のため、ゆとりある速度で運転を！

□問 県民安全課 0776（20）0296

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行います。

日時／ 7月30日（日）13：30～15：00

場所／県産業情報センター（坂井市丸岡町）

定員／ 10人程度　申込締切／７月27日（木）

□問 女性活躍推進課 TEL：0776（20）0362 FAX：0776（20）0632

7月15日号 （毎月1日と15日に掲載）

国体・障スポに向けて
国体・障スポのＰＲ展示を開催中
来年開催される「福井しあわせ元気」国体・障
スポをPRするパネルのほか、前回の福井国体

（昭和43年）の記念写真や当時のユニフォー
ムなどを展示します。
23日（日）には障スポの体験会
や、はぴりゅうも参加するじゃん
けん大会なども行います。
展示期日／ 7月31日（月）まで

場所／西武福井店（福井市中央）

□問 大会推進課 0776（20）0726

休日レディースがん検診●申○￥
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。

受付日時／ 8月5日（土）13：00～14：00

対象／子宮頸がん20歳以上、乳がん40歳以上

定員／各30人

料金／ 1,000円

※料金はお住まいの市町や年齢によって異なります

申込締切／ 7月28日（金）

場所・□問 坂井健康福祉センター（あわら市春宮）

　　　 TEL：0776（73）0609 FAX：0776（73）0763

夏季合同企業面接会
県内企業80社が個別のブースで面談を行うほか、U・Iター

ン相談コーナーやジョブカフェ就職サポートコーナーなど

を設置します。

日時／ 7月23日（日）13：00～17：00※受付は12：30～

場所／県生活学習館（福井市下六条町）  対象／平成30年3月に大学を卒業する学生など

□問 労働政策課 0776（20）0390

若者の就労に関する相談会●申
15～39歳の無職の若者とその家族を対象に、相談会を行います。

日時／ 7月27日（木）11：00～16：00　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

保護者向け就職セミナー
県内の大学生・短大生などの保護者を対象に、子どもの就職に役立つ情報をお伝えします。

日時・場所／ 7月29日（土） 9：30～11：30 県生活学習館（福井市下六条町）

 7月30日（日） 9：30～11：30 武生商工会館（越前市塚町）

  14：30～16：30 敦賀市民文化センター（敦賀市桜町）

定員／各100人　□問 労働政策課 0776（20）0390

夏も充実！ 就職支援

福井国体まで あと 日441はぴりゅう

福井県立大学 検索

東京・名古屋・関西の各都市から無料Uターンバスを運行します。（各都市までの帰りの

バスは運行しません）

バスに乗車できない遠方の学生には、最大14,000円の交通費（片道分）を助成します。

対象者／福井県出身で県外の学校に通っている学生　申込締切／ 7月20日（木）

集合時間・場所など詳しくは　　　　　　　　　□問 若者・定住支援課 0776（20）0387

無料Uターンバスを運行●申

弾道ミサイルは発射されてから極めて短時間（約10分）で国内に到達するおそれがありま

す。ミサイルが落下する可能性がある場合は、国からの緊急情報を伝える「Jアラート（全国瞬

時警報システム）」を活用し、防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流すほ

か、緊急速報メールなどにより緊急情報をお知らせします。

※緊急速報メールは携帯電話・スマートフォンで自動受信されます。

なお、受信できない機種もありますので、受信可能であるかの確認や受信

できない場合の対策については

詳しくは　　　　　　　　　　  □問 危機対策・防災課 0776（20）0308

弾道ミサイル落下時に備えて

指示に従って、落ち着いて直ちに行動しましょう！（正確な情報の収集も忘れずに）

・屋外にいる場合…近くのできるだけ頑丈な建物や地下に避難する

 ※近くに適当な建物がない場合は、物陰に避難するか、地面に伏せて頭部を守る

・屋内にいる場合…窓のない部屋に移動する、できるだけ窓から離れる

防災行政無線などでメッセージが流れたら

福井の情報がまる分かり

いますぐページに　　　　　 を！

7/16  みんなの力の1つに！ 国体・障スポ④

7/23  恐竜誕生の謎に迫る！

7/16  開通！永平寺大野道路

7/15  お中元にいかが？企業自慢の商品

7/23  ものづくり王国福井の挑戦！

7/30  永平寺大野道路で巡る奥越の旅

7/30  おいしい福井 いただきます！④プレミアムそば
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