
6月15日号 （毎月1日と15日に掲載）

子育て・教育

浙江省中学生とのホームステイ交流●申

浙江省の中学生を受け入れるホストファミリーを募

集します。

日程／ 8月4日（土）16：00～5日（日）17：00

対象／中学生などのいる家庭　募集数／ 6家庭

応募締切／ 6月20日（水）

応募方法／応募用紙をダウンロードし、持参もしくは郵送

□問 国際経済課

　TEL：0776（20）0752  FAX：0776（20）0652

働く

介護支援専門員実務研修受講試験●申○￥

日時／ 10月14日（日）10：00～12：00

場所／福井大学（福井市文京）受験料／ 6,700円

申込期間／ 7月2日（月）～13日（金）

□問（福）県社会福祉協議会

　TEL：0776（21）2294  FAX：0776（24）4187

看護職就職相談会
対象／看護学生・看護職の方

日時／ 6月18日（月）～29日（金）10：00～16：00

　　　※土・日曜除く

場所・□問（公社）県看護協会（福井市北四ツ居町）

　　　  TEL：0776（52）1857  FAX：0776（52）1858

看護学生インターンシップ●申

看護の仕事を実習生として体験してみませんか。

対象／県内外の看護学生　場所／県内17病院

日時／ 8月中（病院の各指定する1～3日間）

申込締切／ 6月22日（金）

□問（公社）県看護協会（福井市北四ツ居町）

　TEL：0776（52）1857  FAX：0776（52）1858

インターンシップフェス北陸●申

県内企業の担当者からインターンシップの説明を

直接聞くことができます。県外にいるお子さんや知

人にもお知らせください。

対象／ 2020年3月に大学・短大などを卒業予定の

学生（2021、2022年3月に卒業予定の学生も参加可）

日時／ 6月23日（土）13：00～16：30

場所／立命館いばらきフューチャープラザ（大阪府茨木市）

参加企業・申込は

□問 若者・定住支援課

　TEL：0776（20）0387  FAX：0776（20）0644

ふくいU・Iターン相談会●申

関西在住の方向けの相談会を開催します。

日時／ 6月30日（土）13：00～16：00

場所／大阪ふるさと暮らし情報センターセミナー室（大阪府大阪市）

□問 福井Uターンセンター福井オフィス

　TEL：0776（43）6295

ご案内

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／ 7月7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／ 7月6日（金）

□問 女性活躍推進課

　TEL：0776（20）0362  FAX：0776（20）0632

参加しよう！ 水の探検隊●申○￥

私たちが使った水をきれいにする仕組みを学びましょう。

日時／ 7月25日（水）9：00～16：00

場所／九頭竜川浄化センター、

　　　越前松島水族館（ともに坂井市三国町）

対象／小・中学生　参加費／ 500円

申込締切／ 7月5日（木）

詳しくは

□問（公財）県下水道公社

　TEL：0776（82）4660  FAX：0776（82）4592

保健・福祉

がん患者のアピアランスサポートをしています●申

がん治療に伴う外見の変化を補う補正具の購入費

を助成しています。

対象／県内在住のがんと診断を受けた方、

　　　本助成を利用したことがない方

助成対象／ 4月以降に購入した補正具（ウィッグなど）

助成額／上限1万円

申請方法／問い合わせ先に郵送

□問健康増進課

　TEL：0776（20）0349  FAX：0776（20）0643

まちなかがんサロンを開催します
患者同士のフリートークなどで楽しい時間を過ごしましょう。

日時／ 6月19日（火）13：00～15：00

対象／ 15歳～39歳のがん患者  ※予約不要

場所・□問（公社）県看護協会（福井市北四ツ居町）

専用TEL：0776（54）8620 FAX：0776（54）8474

ハンセン病について正しく知ろう
ハンセン病の歴史や療養所での生活についての

パネル展を開催しますので、ぜひご覧ください。

場所／県立図書館（福井市下馬）

期間／ 6月21日（木）～27日（水）

□問 健康増進課 TEL：0776（20）0350  FAX：0776（20）0643

不法投棄は重大な犯罪です
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、警察署まで通報を。

□問 循環社会推進課

　TEL：0776（20）0318  FAX：0776（20）0679

福井県ミニ・ノーベル賞を募集●申

物理、化学、生物、医学・生理学、経済の5分野で県

の発展に貢献した個人・グループを「福井県科学学

術大賞」として表彰します。

大賞受賞者には賞金100万円を贈呈します。

申込締切／ 6月29日（金）

□問 大学・私学振興課

　TEL：0776（20）0248  FAX：0776（26）1171

働くなら、福井！ 検索

福井県下水道公社 検索

盛り上げよう！ 国体・障スポ
国体・障スポ100日前をPRするイベント「はぴりゅうフェスタ2018」を開催します。
会場に足を運び、国体・障スポを一緒に盛り上げましょう。
日時／ 6月24日（日）11：00～16：00　場所／福井運動公園（福井市福町）

そのほかにも、はぴねすキッチンカーマルシェやスポーツGOMI拾い大会を開催
しています。詳しくは
□問 大会推進課 TEL：0776（20）0769  FAX：0776（20）0539

山岳（はぴウォール）やスティックリング、フライングディスクなど国体・障

スポ約10競技の体験会を行います。体験スタンプを集めて、はぴりゅう

グッズをゲットしよう！Wチャンスで、はぴりゅうぬいぐるみが当たる！ かも？

「はぴねスポーツ」体験会　場所／県営体育館サブアリーナ

福井駅から福井運動公園までのサイクリングルートを楽しく走りましょう。

時間／ 9：30～10：30　走行距離／約9ｋｍ　申込締切／ 6月20日（水）17：00

※フェスタ会場では、おもしろ自転車試乗会とバスの乗り方教室も実施します。

□問交通まちづくり課 TEL：0776（20）0291  FAX：0776（20）0729

はぴねすサイクリング●申

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

マナーを守ろう！

福井国体・障スポまで

あと 日106

福井の情報がまる分かり

いますぐページに　　　　　 を！

広報誌

県政広報
ふくい

おはようふくいセブン
 FBCテレビ／日曜7：00～7：30

ほっとふくい
 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 新聞

福井県
からの
お知らせ

テ
レ
ビ

次号は6月24日（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

〒910-8580（住所不要）

「広報課  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

ふくい元気通信

ＦＭ県政スポット

ラ
ジ
オ

FBCラジオ  月・水・金曜 10：20ごろ  第3・5土曜 10：35ごろ

FM福井  金曜 8：45ごろ

フェイスブック

ほやほや！
ふくい

福井県広報課 検索

ご意見は

シリーズ 福井の先人④ G・A・エッセル
明治初期のオランダ人土木技術者。明治6年に来日し、日本各地で河川
改修などの技術指導や設計にあたりました。明治9年、毎年水害に悩まさ
れていた三国港の突堤設計に着手し、オランダで発達した工法を日本で
初めて導入しました。突堤は現在でもその機能を果たし続けており、国の
重要文化財に指定されています。
また、木造五層八角形の小学校校舎を設計したといわれています。現在
は外観を復元し、博物館（みくに龍翔館）として蘇っています。

みくに龍翔館で常設展「オランダ人  工師 エッセル」開催中

ジョージ

うえま つ み  ど  り

アルノルド

国土交通省淀川資料館蔵

植松三十里氏

幕末の福井藩を知ろう●申
リレー講演会第1回。『家康の子』などの著者、植松三十里氏（歴史小説
家）が「幕末諸藩の動きと福井藩」と題し、講演します。
日時／7月22日（日）14：00～　定員／300人
会場／みくに未来ホール（坂井市三国町）　申込締切／7月20日（金）
□問ブランド営業課 TEL：0776（20）0762  FAX：0776（20）0513

み ど り

ペットの散歩

ふん尿の始末は飼主の義務です。ビニー

ル袋や尿を流すための水などを持参し、

公園や道路を汚さないようにしましょう。

はぴりゅうフェスタ2018 検索

陸上教室を開催します。友達とリレーで盛り上がろう！

対象／年長～小学3年生　時間／ 13：30～15：00（受付開始13：00）

服装／動きやすい服装、シューズ　持ち物／飲み物、タオル

みんなで走ろう！9.98スタジアム　場所／県営陸上競技場

予選大会を勝ち抜いたチームによる決勝大会を行います。参加するチームを

応援しましょう。福井商高チアリーダー部「JETS」OGがオープニングとして

チアダンスを披露します。　時間／ 11：00～15：00

はぴねすダンス・音頭コンテスト決勝大会　場所／県営体育館メインアリーナ

さとりゅう

はなりゅう

すぽりゅう

たべりゅう

はぴりゅう

来てね！


