申
ふくい実践型（長期有給）インターンシップ●

7月15日号（毎月1日と15日に掲載）

7月21日
（日）は参議院議員通常選挙の投票日
「スマホ置き、投票紙持ち、
まず一票。
」
投票日当日は、忘れずに投票に行きましょう。選挙の主役は有権者一人ひとりです。
投票時間／7：00～20：00 ※投票所によって終了時間が異なる場合があります。
当日、投票に行けない人は、期日前投票を利用しましょう。
期日前投票期間／7月20日（土）
まで ※8：30～20：00
開設場所／・各市町の公共施設（市役所や町役場、公民館）
・量販店（西武福井店やエルパなど）
・大学（福井大学、福井工業大学、県立大学永平寺キャンパス）
検索
詳しくは 福井県選挙管理委員会
問福井県選挙管理委員会 TEL：0776（20）0357 FAX：0776（20）0358

夏季休暇中、
賃金をもらいながら就業体験を行うイ
ンターンシップの参加者を募集しています。
期間／ 8～9月の3週間
（原則、
週5日のフルタイム）
対象／大学3年生、大学院1年生
申込締切／ 7月25日
（木）
詳細・申込は ふくい実践型（長期有給）インターンシップ 検索
問県経営者協会 TEL：0776（63）6201 FAX：0776（63）6202

申
親子現場見学会に参加しませんか？●

令和5年春に敦賀まで開業予定の北陸新幹線。現在、高架
橋やトンネルなどの工事が最盛期を迎えています。今しか
見ることができない工事の状況を親子で見学しませんか。
日時／①8月24日（土）9：00～12：00
②9月 1日（日）9：00～12：00
見学場所／①福井市内（高柳高架橋ほか）
昨年の現場見学会の様子
②敦賀市内（敦賀駅高架橋ほか）
対象／県内の小学生とその保護者（保護者1人と小学生2人の合計3人まで申込可）
人数／各回20組（約40人）※応募多数の場合は抽選
検索
申込締切／8月7日（水） 詳しくは 福井県 新幹線 現場見学
問新幹線建設推進課 TEL：0776（20）0748 FAX：0776（20）0729

企業の皆様へ

企業の皆様へ

申
キャッシュレス導入説明会●

県内の中小企業を対象に、
キャッシュレス導入を支
援する制度について説明します。導入済みの方も
ご参加ください。
日時・場所／ ※いずれの日程も14：00～16：00
（福井市西木田）
嶺北会場：7月22日
（月）
福井商工会議所
（小浜市大手町）
嶺南会場：7月23日
（火）
小浜商工会議所
詳しくは 福井県 キャッシュレス説明会 検索
問産業政策課 TEL：0776（20）0369 FAX：0776（20）0645

夏の交通安全県民運動（7/21～30）
○子どもと高齢者を見かけたら、
速度を落とす
○全ての座席でシートベルトを着用
○チャイルドシートは正しく着用
○飲酒運転は絶対にしない
○夜間は反射材を使用
問県民安全課 TEL：0776（20）0296 FAX：0776（20）0633

保健・福祉

全線開通5周年！舞鶴若狭自動車道を利用しよう
今月20日
（土）
、舞鶴若狭自動車道（若狭さとうみハイウェ
イ）
が全線開通5周年を迎えます。夏休みには、舞鶴若狭自
動車道を利用し、
嶺南・嶺北地域に遊びに行きましょう。
申○
￥
若狭路お買物券付ドライブプラン●
周遊エリアの高速道路乗り放題とお得なお買物券（5,000
円分）
をセットにして販売しています
（事前申込が必要）
。
実施期間／ 12月1日
（日）
まで
料金／普通車 8,500円
軽自動車など 7,400円
※お買物券は協賛店舗でのみ使用できます。
周遊エリア／名神（小牧IC～湖東三山SIC）、東海北陸道（一宮JCT～一宮木曽川IC）、北陸道（米原JCT～敦賀IC）、
舞鶴若狭道（大飯高浜IC～敦賀JCT）、東海環状道（大垣西IC～養老IC）
検索
申込方法／旅行日前日までにNEXCO中日本のHPから申し込み 詳しくは 速旅 旅行ドライブ
問「海湖と歴史の若狭路」発信事業実行委員会 TEL：0770（56）2212 FAX：0770（56）2296

県広報番組「ほっとふくい」で嶺南特集！
レインボーラインや道の駅グルメなど、
この夏のおすすめスポットを特集しま
した。
福井テレビＨＰで公開していますので、
ぜひご覧ください。
詳しくは ほっとふくい 検索 右のＱＲコードからも視聴できます。

働く
申
「ちょこっと就労」就職説明会●

近隣の介護施設で短時間働いてみませんか。
日時・場所／ ※いずれの日程も14：30～16：00
7月17日
（水）県社会福祉センター（福井市光陽）
7月19日
（金）
アイアイ鯖江・健康福祉センター（鯖江市水落町）
対象／地域住民の方
問（福）福井県社会福祉協議会 TEL：0776（21）2294 FAX：0776（24）4184

申
フレイル予防キックオフセミナー●

健康な状態と介護状態の中間である
「フレイル」
。
自分でできるフレイルチェックや、今日からできる
予防方法などを聞くことができます。
日時／ 7月29日
（月）
13：30～16：00
場所／越前市文化センター（越前市高瀬）
講師／東京大学教授 飯島 勝矢氏
申込締切／ 7月26日
（金）
詳しくは 福井県 フレイル 検索
問長寿福祉課 TEL：0776（20）0330 FAX：0776（20）0642

申
職場での悩みごと夜間相談会●

労働委員会委員
（弁護士など）
が、解雇や賃金など
の労使関係の悩みごと相談をお受けします。
日時／ 7月23日
（火）
18：30～20：00
場所／県庁内会議室（福井市大手）
対象／県内の労働者および使用者の方
（家族や友人の方からの相談も受け付けます）
申込締切／ 7月22日
（月）
17：00
問労働委員会事務局 TEL：0776（20）0597 FAX：0776（20）0599

肝炎検査を受けよう
7月22日
（月）
～28日
（日）
は、肝炎についての正し
い知識の普及と予防意識を高める
「肝臓週間」
。県
内の各医療機関と各健康福祉センターでは無料検
査を実施しています。
また、初回精密検査や肝炎定期検査、肝炎治療の
費用を助成する制度などがあります。
無料検査ができる医療機関は 福井県 肝炎検査 検索
問各健康福祉センター

申
福井県庁土木・建築職の仕事見学ツアー●

申
親子介護体験バスツアー●

土木系現場の見学や若手職員との座談会を行います。
日時／①土木
（総合）
8月9日
（金）
9：00～17：00
②建築
8月13日
（火）
9：45～16：45
対象／大学生、大学院生、社会人など
集合場所／①福井県庁（福井市大手）
②福井駅東口
定員／各先着30人程度 申込締切／ 8月2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

高齢者福祉施設の見学や体験ができます。
日程／ 7月26日
（金）、27日
（土）
、8月1日
（木）、
3日
（土）
、5日
（月）
、7日
（水）、
9日
（金）
いずれの日程も9：45～15：00
場所／県内介護施設
（7コース 14事業所）
対象／小学校高学年とその保護者の方
申込締切／各コースの開催日1週間前まで
問（福）福井県社会福祉協議会
TEL：0776（21）2294 FAX：0776（24）4187

申
海外ボランティアへの支援物資を募集中●

ご案内

ふくいワインカレッジ公開講座
ワインの種類と歴史・文化について学べます。
どなたでもご参加ください。
日時／ 7月23日
（火）13：00～15：00
（越前市安養寺町）
場所／ふくい農業ビジネスセンター
講師／東京農業大学名誉教授 中西載慶氏
問中山間農業・畜産課 TEL：0776（20）0446 FAX：0776（20）0651
おはよう
ふくいセブン

農地の規模を拡大したい方などに、
農用地をお貸し
します。
募集対象／農地所有適格法人、
認定農業者など
応募方法／ホームページから申請書をダウン
ロードし、市町農政担当課へ提出
申込締切／ 8月6日
（火）
検索
詳しくは ふくい農林水産支援センター
問（公社）
ふくい農林水産支援センター
TEL：0776（21）8313 FAX：0776（23）0931
気をつけよう

マダニやダニの一種のツツガム
シなどは、
かまれると感染症を
引き起こすことがあります。
草むらに入るときは、肌の露出
の少ない格好をしましょう。

NEWS
ふくい
※放送時間は15：10～15：25

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

申
農用地の借受け希望者を募集中●

広報誌

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

アフリカで活動する福井県出身の海外ボランティア
の活動にご協力ください。
提供先／ベナン共和国、
マラウイ共和国
募集物資／①野球用品（グローブ、ボール、バットなど）
②絵本・紙芝居（日本語・フランス語）
③英語表記の書籍（PC、日本文化関連など）
④五線譜（子供用も可）
問（公財）県国際交流協会 TEL：0776（28）8800 FAX：0776（28）8818

7月28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

フェイスブック

福井の情報がまる分かり

ほやほや
福井
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

