8月1日号（毎月1日と15日に掲載）

敦賀港は開港120周年を迎えました！
7月13日、1899年（明治 32 年）の開港から120 周年を迎えました。
敦賀港周辺では、
さまざまな催しを開催しますので、ぜひお越しください。
申
港を知ろう！敦賀港見学会●
港湾業務艇「まつかぜ」の体験航海や埋立工事の現場見学会を行います。
日時／①8月25日（日）10：00～16：10 ②8月26日（月）10：00～14：30
③8月29日（木）10：00～15：30 ④8月30日（金）10：00～15：30
集合場所／敦賀港 川崎・松栄駐車場（敦賀市川崎町） 対象／小学生の親子
定員／各回20 人 申込締切／ 8月14日（水）必着
問港湾空港課 TEL：0776（20）0488 FAX：0776（20）0660
北陸三県初！記念ポートカードの配布
本日から記念ポートカードを配布します。
裏面には、開港当時の写真が印刷されています。
配布時間／平日9：00～16：00
配布場所／敦賀港湾事務所（敦賀市桜町）※配布は一人1枚です。
問敦賀港湾事務所
TEL：0770（22）0369 FAX：0770（22）7067
申
クルーズ・シンポジウムin 敦賀●
クルーズ船の紹介や、テレビでもおなじみの上田寿美子氏のトークショーを行います。
日時／ 8月25日（日）14：00～16：30 場所／きらめきみなと館（敦賀市桜町） 定員／先着200人
問企業誘致課 TEL：0776（20）0365 FAX：0776（20）0678

働く

お盆休みを満喫！夜の博物館に行こう

夏の学生就職・UIターンイベント情報

県年縞博物館
（三方上中郡若狭町鳥浜）
と若狭三方縄文博物館
（同）
が共同し、
「夜の博物館」
を
開催します。
期間中は両館とも入館料が無料になります。
お盆で帰省したご家族、
ご友人などと
お越しください。
日時／ 8月10日
（土）
～12日
（月・休）
17：00～20：00（最終入館は19：30）
内容／専門家による両博物館のガイドツアー 8月10日
（土）
特別企画展にちなんだダンスショー
8月11日
（日・祝）
縄文博物館での肝試し
8月12日
（月・休）
このほか、縄文体験やレイクサイドビアガーデンなど、イベントが盛りだくさん。
検索
詳しくは 年縞博物館

お盆の期間に学生就職・UIターンイベントを開催します。
帰省されるお子さんやご友人にお知らせください。
ＵＩターンお盆相談会
日時・場所／
8月13日（火）11：00～15：00 敦賀オルパーク（敦賀市鉄輪町）
8月14日（水）10：00～17：00 アオッサ7階（福井市手寄）
対象／県外に住む社会人や学生
（既卒の方を含む）
検索
詳細は ふくい移住ナビ
問定住交流課
TEL：0776（20）0387 FAX：0776（20）0644

里帰りキャンペーン

申
●
学生×先輩社会人交流イベント
「縁job2019夏」
日時／ 8月14日
（水）
12：00～14：30
場所／アオッサ7階（福井市手寄）
対象／県内外の学生 定員／ 50人
検索
詳細・申込は 働くなら福井
問キャリアナビセンター
TEL：0776（97）6820 FAX：0776（97）6819

県内在住の方を含む個人またはグループ（5人まで）の観覧が
無料になります。受付時に運転免許証などの提示が必要です。
実施期間／8月10日（土）
～17日（土）
問県年縞博物館 TEL：0770（45）0456 FAX：0770（45）3680
申
共生社会タウンミーティング●

申
県立病院の職員募集●

①産休・育休代替看護職員
採用人数／ 4人
②看護師（アルバイト）
採用人数／ 14人
③看護補助職員
（アルバイト） 採用人数／ 25人
面接場所／県立病院（福井市四ツ井）
検索
詳しくは 県立病院
問県立病院
TEL：0776（54）5151 FAX：0776（57）2945
保健・福祉

申
福井の未来を一緒に考えませんか？●
2040年を目標とした新たな
「長期ビジョン」
の策定に向け、福井の
未来について考えるワークショップを開催します。
日時・場所／①8月10日
（土）
13：30～16：00 県生活学習館（福井市下六条町）
②8月31日
（土）
14：30～
アオッサ（福井市手寄）
対象／県内在住または通勤・通学し、両日参加できる方
定員／学生・若者・子育て世代 各20～30人程度
検索
詳しくは 福井 長期ビジョン
問未来戦略課 TEL：0776（20）
0759 FAX：0776
（20）
0623

がん患者への出張相談・交流サロン
参加者やご家族が気軽に相談できる窓口と交流で
きるサロンを開催します。
日時／ 8月9日
（金） 相談 10：00～12：00
サロン 13：00～15：00
場所／坂井地域交流センター
「いねす」

幼児教育・保育の無償化が始まります

外国人雇用についての相談窓口を開設
本日、福井県人材確保支援センター内に、外国人労働者の雇用に
ついての企業向け相談窓口をオープンしました。
「技能実習生」
や
新たな在留資格の
「特定技能」
など、外国人労働者の受け入れを
お考えの企業は、
ぜひご利用ください。
開所時間／月～金曜日
（祝日休み）9：00～17：00
場所・問福井県人材確保支援センター（福井市西木田 福井商工会議所ビル1階）
TEL：0776（32）
4560 FAX：0776
（32）4555

10月から、幼稚園・保育所・認定こども園の利用料
が無料になります。
対象／ 3～5歳児クラスのお子さん
0～2歳児クラスのお子さん（住民税非課税世帯のみ）
※市町の「保育の必要性の認
定」
を受けた場合は、上限額の
範囲内で認可外保育施設など
を利用するお子さんも対象に
なります。
問市町の子育て支援窓口

子育て・教育

申
環境フェアへの出展者募集●

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 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
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企業の皆様へ

高濃度PCB（ポリ塩化ビフェニル）
が使用された変
圧 器・コン デン サ ーなど の 処 分 期 限まで、
あと
1,000日になりました
（令和元年7月5日時点）
。期
限までに処理委託を行わない場合には、
命令・罰則
の対象になりますので、早急に処分してください。
検索
処分に関する情報は PCB 処理
問循環社会推進課
TEL：0776（20）0318 FAX：0776（20）0679

試験日／ 11月9日
（土）、10日
（日）
試験会場／県生活学習館（福井市下六条町）
対象／令和2年3月末までに満16歳以上になる方
試験科目／国語、数学、
英語など8～10科目
受験料／ 4,500円～8,500円
出願締切／ 9月12日
（木）
問生涯学習・文化財課 TEL：0776（20）0558 FAX：0776（20）0672

（坂井市坂井町蔵垣内）

企業の皆様へ

共生社会の実現に向け、
みなさんと意見交換を行います。
日時・場所／※いずれの日程も14：30～16：00
①8月24日
（土）
小浜市総合福祉センター サンサンホーム（小浜市遠敷）
②8月25日
（日）
敦賀市総合福祉センター あいあいプラザ（敦賀市東洋町）
③8月31日
（土） サンドーム福井（越前市瓜生町）
④9月7日
（土） 県社会福祉センター（福井市光陽）
⑤9月8日
（日） 結とぴあ（大野市天神）
定員／①先着40人、②③⑤先着80人、④先着100人
問障がい福祉課 TEL：0776（20）0338 FAX：0776（20）0639

申○
￥
高等学校卒業程度認定試験●

問（公社）福井県看護協会
TEL：0776（54）8620 FAX：0776（54）8474

年縞博物館特別企画展開催中！
「古代エジプト文明－気候変動と水辺の民－」
写真提供：東日本国際大学

PCBの処分期限にご注意を

福井の環境を守り育てる県民運動の拡大を目的と
した
「環境フェア」
を開催します。
このフェアへの出
展者を募集しています。
開催日／ 11月23日
（土・祝）
開催場所／県産業会館（福井市下六条町）
対象／環境保全活動・環境普及啓発を行う企業・団体など
※個人の方も出展できます。
募集数／ 30団体程度 申込締切／ 8月9日
（金）
問環境政策課
TEL：0776（20）0301 FAX：0776（20）0734
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
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福井の情報がまる分かり

ほやほや
福井
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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

