
環境水族館　
アクアマリンふくしま

アクアマリンの七夕まつり

いわき市小名浜字辰巳町50
☎0246（73）2525

オリジナルの七夕飾り

か　  ろう　 さん

　ゴマフアザラシやクラゲな
ど、水族館で展示している生
き物などをモチーフにした七
夕飾りを展示します。飾りは
スタッフの手作りです。水族
館らしいユニークな七夕まつ
りをお楽しみください。

開催期間　7月4日（土）～ 8月25日（火）
入 館 料　一般・大学生1,850円、高校生・
　　　　　小中学生900円、未就学児無料
休 館 日　年中無休

受付時間　月～金曜日　午前9時～午後6時30分
　　　　　第4日曜日　午前9時～午後4時30分

案　内 「ふくしま健民カード」
プレゼントキャンペーン

　市町村の健康づくりポイント
（マイレージ）事業に参加して、特
典盛りだくさんの「ふくしま健民
カード」を手に入れよう！
　令和2年6月1日から令和3年3月1日までの間に「ふ
くしま健民カード」を手に入れると、プレゼントキャン
ペーンに応募することができます。お得に楽しく健康
づくりを続けましょう！
※ポイント事業の内容や開始日は、市町村によって異なります。詳し
くは、お住まいの市町村にご確認ください。

福島県立美術館

近現代版画の名作2020　もうひとつの日本美術史

福島市森合字西養山1
☎024（531）5511

　地方の美術館が調査収集活
動を続けてきた、近現代版画の
コレクションをもとに、日本の
近現代美術を新たに見直そうと
するものです。山本鼎、恩地孝
四郎、齋藤清、横尾忠則ら約300
点の名作をご堪能ください。

開催期間　7月11日(土)～8月30日(日)
観 覧 料　一般・大学生1,000円、高校生500円、
　　　　　小・中学生300円
休 館 日　毎週月曜日（8月10日を除く）、8月11日（火）

福島県文化財センター白河館　
まほろん

企画展「ふくしま発掘
最前線―十三遺跡記―」

白河市白坂一里段86
☎0248（21）0700

郡山市南二丁目　☎024(947)8010

●6月7日（日)
　マイナビインターンシップフェア
　郡山会場

　平成23年の東日本大震災発
生以降、福島県内では、復興関
連事業などに伴う多くの発掘調
査が実施されてきました。その
中から13カ所の遺跡を中心に展
示します。

開催期間　6月6日(土) ～ 8月30日（日）
入 館 料　無料
休 館 日　毎週月曜日および祝日の翌日
　　　　　（7月25日、8月10日、8月11日を除く）

福島県立博物館

夏の企画展「会津のSAMURAI文化」

会津若松市城東町1-25
☎0242（28）6000

日新館教授の図（部分・当館蔵）

　中世にはじまり幕末に
いたる武家社会の中で、会
津の地に育まれ、積み上げ
られてきたSAMURAI文
化の伝統をじっくりとご
覧ください。

開催期間　7月18日（土）～ 9月13日（日）
入 館 料　一般・大学生・専門学校生1,200（1,000）円、
　　　　　高校生以下無料　※(　)内は20名以上の団体料金
休 館 日　毎週月曜日（8月10日を除く）検 索県庁人事課

お願い 架空請求のハガキに
ご注意ください！

　債権回収会社を名乗るところから、身に覚えのない
利用料金を請求するハガキが届いたという相談が、県
内でも多く寄せられています。ハガキに記載の連絡先
に連絡をすると、個人情報が聞き出され、最終的に金銭
を要求されます。
　不安をあおるようなことが書かれていても、身に覚
えがなければ無視するようにしましょう。
　一人で悩まず、県消費生活センターにご相談ください。

募　集 任期付職員の募集

　県では、東日本大震災および原子力災害からの復旧・
復興により増加する業務に対応する任期付職員を募集
しています。採用試験に関する詳細は、下記のホーム
ページをご覧ください。

　 県庁人事課　☎024(521)7033

検 索ふくしま健民カード

　 県庁健康づくり推進課　☎024(521)7640
検 索福島県消費生活センター

　 県消費生活センター　☎024(521)0999

募　集 エネルギーを「つくる・ためる・つかう」
暮らしを始めてみませんか？ 

　県内の住宅に太陽光発電設備等を設置する方（自家消
費の場合を含む）を対象に補助金を交付します。要件や
必要書類など詳しくは、下記までお問い合わせください。

※5月1日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響で中止や延期となる場合があります。開催に関する最新情報はホームページ等でご確認ください。

福島市春日町　☎024(534)9191 

●6月20日（土)～ 7月26日（日)
　東京2020応援プログラム
　「学ぼう、感動を！」パネル展

福島市三河南町　☎ 024(525)4098

●6月20日（土)～ 6月21日（日)
　第11回　街の記憶写真展

●7月1日（水)～ 8月31日（月)
　震災復興パネル展

ビッグパレットふくしま とうほう・みんなの
文化センター コラッセふくしま

施設インフォメーション県からのお知らせ

広報ガイド

※番組は一部、放送曜日・
　時間が変更となることが
　あります。

テレビ ラジオ
FTV KFB rfc

ふくしま FM

FCT TUF

キビタンGO！
～ふくしまからチャレンジ
はじめよう。～

ふくしまスーパー
Jチャンネル
「ふくしまここが知りたいデス！
～チャレンジはじめよう～」

ふくしま
チャレンジ通信

キビタンスマイル
～ふくしまからチャレンジ
はじめよう。～

ふくしま
チャレンジ情報館

ウィークリー
県政ニュース

サタふく
「ふくしま調査隊」

ウィークリー
県政トピックス

毎週水曜

20:54～
20:58

毎週土曜

20:54～
20:57

毎週土曜

18:55～
19:00

毎週土曜

17:55～
18:00

月1～2回
土曜

12:00～
14:00内

毎月最終
水曜

18:15～
18:55内

毎月最終
火曜

12:30～
12:45

毎週月曜
～金曜

17:30～
17:35

（再放送）毎週日曜　24:50～24:55

広報誌のバックナンバーや番組
の詳細などをご覧いただけます。

  福島県　広報ガイド  検索

県の情報を
テレビやラジオで
チェック！
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検 索福島県 住宅用太陽光発電補助

　 福島県再生可能エネルギー推進センター　
　  ☎024(526)0070
問

問 問

令和3年3月19日（金）まで 
※申請の総額が予算額に達した場合、期間内でも募集
を締め切ります。（先着順）
太陽光発電設備　1kWあたり40,000円 
※最大160,000円（4kW分まで）
蓄電池　1kWhあたり40,000円 
※最大200,000円（5kWh分まで）
電気自動車充給電設備（V2H）定額100,000円

申請期限

（県配属　任期3年）行政事務：31名程度、化学：
2名程度、農業土木：14名程度、土木A：21名程度、
建築：1名程度、電気：2名程度
（市町村派遣　任期1年）土木B：6名程度、保健師：
4名程度 　　　※最長5年まで延長する場合があります。
6月29日（月）まで

募集職種

応募期間

補助金額

14“ゆめだより”のタイトル通り、福島のゆめのある未来に希望が持てるような記事や情報をお願いします。（福島市 50代）
【編集担当より】これからも“ゆめ”のある広報誌を発行していきます！

2020年
　6月号読者からのお便り



環境水族館　
アクアマリンふくしま

アクアマリンの七夕まつり

いわき市小名浜字辰巳町50
☎0246（73）2525

オリジナルの七夕飾り

か　  ろう　 さん

　ゴマフアザラシやクラゲな
ど、水族館で展示している生
き物などをモチーフにした七
夕飾りを展示します。飾りは
スタッフの手作りです。水族
館らしいユニークな七夕まつ
りをお楽しみください。

開催期間　7月4日（土）～ 8月25日（火）
入 館 料　一般・大学生1,850円、高校生・
　　　　　小中学生900円、未就学児無料
休 館 日　年中無休

受付時間　月～金曜日　午前9時～午後6時30分
　　　　　第4日曜日　午前9時～午後4時30分

案　内 「ふくしま健民カード」
プレゼントキャンペーン

　市町村の健康づくりポイント
（マイレージ）事業に参加して、特
典盛りだくさんの「ふくしま健民
カード」を手に入れよう！
　令和2年6月1日から令和3年3月1日までの間に「ふ
くしま健民カード」を手に入れると、プレゼントキャン
ペーンに応募することができます。お得に楽しく健康
づくりを続けましょう！
※ポイント事業の内容や開始日は、市町村によって異なります。詳し
くは、お住まいの市町村にご確認ください。

福島県立美術館

近現代版画の名作2020　もうひとつの日本美術史

福島市森合字西養山1
☎024（531）5511

　地方の美術館が調査収集活
動を続けてきた、近現代版画の
コレクションをもとに、日本の
近現代美術を新たに見直そうと
するものです。山本鼎、恩地孝
四郎、齋藤清、横尾忠則ら約300
点の名作をご堪能ください。

開催期間　7月11日(土)～8月30日(日)
観 覧 料　一般・大学生1,000円、高校生500円、
　　　　　小・中学生300円
休 館 日　毎週月曜日（8月10日を除く）、8月11日（火）

福島県文化財センター白河館　
まほろん

企画展「ふくしま発掘
最前線―十三遺跡記―」

白河市白坂一里段86
☎0248（21）0700

郡山市南二丁目　☎024(947)8010

●6月7日（日)
　マイナビインターンシップフェア
　郡山会場

　平成23年の東日本大震災発
生以降、福島県内では、復興関
連事業などに伴う多くの発掘調
査が実施されてきました。その
中から13カ所の遺跡を中心に展
示します。

開催期間　6月6日(土) ～ 8月30日（日）
入 館 料　無料
休 館 日　毎週月曜日および祝日の翌日
　　　　　（7月25日、8月10日、8月11日を除く）

福島県立博物館

夏の企画展「会津のSAMURAI文化」

会津若松市城東町1-25
☎0242（28）6000

日新館教授の図（部分・当館蔵）

　中世にはじまり幕末に
いたる武家社会の中で、会
津の地に育まれ、積み上げ
られてきたSAMURAI文
化の伝統をじっくりとご
覧ください。

開催期間　7月18日（土）～ 9月13日（日）
入 館 料　一般・大学生・専門学校生1,200（1,000）円、
　　　　　高校生以下無料　※(　)内は20名以上の団体料金
休 館 日　毎週月曜日（8月10日を除く）検 索県庁人事課

お願い 架空請求のハガキに
ご注意ください！

　債権回収会社を名乗るところから、身に覚えのない
利用料金を請求するハガキが届いたという相談が、県
内でも多く寄せられています。ハガキに記載の連絡先
に連絡をすると、個人情報が聞き出され、最終的に金銭
を要求されます。
　不安をあおるようなことが書かれていても、身に覚
えがなければ無視するようにしましょう。
　一人で悩まず、県消費生活センターにご相談ください。

募　集 任期付職員の募集

　県では、東日本大震災および原子力災害からの復旧・
復興により増加する業務に対応する任期付職員を募集
しています。採用試験に関する詳細は、下記のホーム
ページをご覧ください。

　 県庁人事課　☎024(521)7033

検 索ふくしま健民カード

　 県庁健康づくり推進課　☎024(521)7640
検 索福島県消費生活センター

　 県消費生活センター　☎024(521)0999

募　集 エネルギーを「つくる・ためる・つかう」
暮らしを始めてみませんか？ 

　県内の住宅に太陽光発電設備等を設置する方（自家消
費の場合を含む）を対象に補助金を交付します。要件や
必要書類など詳しくは、下記までお問い合わせください。

※5月1日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響で中止や延期となる場合があります。開催に関する最新情報はホームページ等でご確認ください。

福島市春日町　☎024(534)9191 

●6月20日（土)～ 7月26日（日)
　東京2020応援プログラム
　「学ぼう、感動を！」パネル展

福島市三河南町　☎ 024(525)4098

●6月20日（土)～ 6月21日（日)
　第11回　街の記憶写真展

●7月1日（水)～ 8月31日（月)
　震災復興パネル展

ビッグパレットふくしま とうほう・みんなの
文化センター コラッセふくしま

施設インフォメーション県からのお知らせ

広報ガイド

※番組は一部、放送曜日・
　時間が変更となることが
　あります。

テレビ ラジオ
FTV KFB rfc

ふくしま FM

FCT TUF

キビタンGO！
～ふくしまからチャレンジ
はじめよう。～

ふくしまスーパー
Jチャンネル
「ふくしまここが知りたいデス！
～チャレンジはじめよう～」

ふくしま
チャレンジ通信

キビタンスマイル
～ふくしまからチャレンジ
はじめよう。～

ふくしま
チャレンジ情報館

ウィークリー
県政ニュース

サタふく
「ふくしま調査隊」

ウィークリー
県政トピックス

毎週水曜

20:54～
20:58

毎週土曜

20:54～
20:57

毎週土曜

18:55～
19:00

毎週土曜

17:55～
18:00

月1～2回
土曜

12:00～
14:00内

毎月最終
水曜

18:15～
18:55内

毎月最終
火曜

12:30～
12:45

毎週月曜
～金曜

17:30～
17:35

（再放送）毎週日曜　24:50～24:55

広報誌のバックナンバーや番組
の詳細などをご覧いただけます。

  福島県　広報ガイド  検索

県の情報を
テレビやラジオで
チェック！
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問
検 索福島県 住宅用太陽光発電補助

　 福島県再生可能エネルギー推進センター　
　  ☎024(526)0070
問

問 問

令和3年3月19日（金）まで 
※申請の総額が予算額に達した場合、期間内でも募集
を締め切ります。（先着順）
太陽光発電設備　1kWあたり40,000円 
※最大160,000円（4kW分まで）
蓄電池　1kWhあたり40,000円 
※最大200,000円（5kWh分まで）
電気自動車充給電設備（V2H）定額100,000円

申請期限

（県配属　任期3年）行政事務：31名程度、化学：
2名程度、農業土木：14名程度、土木A：21名程度、
建築：1名程度、電気：2名程度
（市町村派遣　任期1年）土木B：6名程度、保健師：
4名程度 　　　※最長5年まで延長する場合があります。
6月29日（月）まで

募集職種

応募期間

補助金額

2020年
　6月号 読者からのお便り 昨年子どもが生まれて、さまざまな支援制度を受けるなかで、福島はとても手厚い子育て支援制度があり感謝しています。

子育てしながら仕事ができる場が、今まで以上に増えるとありがたいと思います。（福島市 30代）15


