蓮沼ウォーターガーデン ウォー
タースライドの新規名称募集
この夏、日本初となる２基の
ウォータースライドを導入しま
す。１基はスタート時に垂直落
下し、そのままの勢いで一気に
滑走するスリル満点のウォータ
ースライドで、もう１基はヘビの
ように曲がりくねったチューブ
の中を専用の浮き具に乗って滑
走するウォータースライドです。
この２基のウォータースライ
ドを多くの方々に親しんでいた
だけるよう、名称を募集します。
募集期間 ４月５日
（金）〜30日
（火）
応募方法 ウォータースライド２
基それぞれの名称とその理由、
住所、氏名、年齢、職業または
学校名と学年、電話番号を書
いて郵送、FAX、メール。
申込み・問合せ
〒289-1803 山武市蓮沼ホ368-1
千葉県レクリエーション都市
開発㈱ 蓮沼ウォーターガー
デン「新ウォータースライド
名称募集担当」
☎（86）3171 （86）3174
yamazaki@hasunuma.co.jp

中国語学習会
のぎくアートクラブ【絵画（油絵・
水彩等）】生徒募集
日時

毎月第２・第４日曜日
午前９時〜正午
場所 成東中央公民館
問合せ 福岡 ☎090（4837）
4634
仏教文化勉強会

参加者募集

仏像の見方についての講座で
す。奈良や京都の仏教美術をわ
かりやすく解説します。
日時 毎月第１金曜日 午前10
時〜正午
場所 松尾ふれあい館研修室
（２階）
費用 １回1,000円
講師 山武市文化財審議委員
宝聚寺住職 濱名徳順氏
見学会 年３回程度、費用別途
申込み・問合せ 山武仏教文化
勉強会 小林 ☎（82）
4101
佐瀬 ☎0479（86）3712
成東日本語教室
日時 土曜日 午後３時〜５時
場所 成東中央公民館
費用 １学期1,000円
問合せ 飛澤 ☎（89）2105
とび さわ

東金IVCこども日本語教室

平成26年の歌会始のお題
お題 静
問合せ 宮内庁ホームページ
HP http://www.kunaicho.go.jp/

日本語を母語としない児童・
生徒のための日本語教室
日時 金曜日 午後７時〜９時
土曜日 午前10時〜正午
場所 東金中央公民館２階
費用 １学期1,500円
問合せ 中山 ☎（52）1442

４月開講

楽しく中国語を学びません
か！講師は留学中の女学生。
日時 毎月第１・２・４火曜日
午後６時半〜
場所 東金中央公民館
会費 月額2,000円
※申込随時受付
問合せ
小野崎 ☎090（3085）7100
東金青年の家

４月実施事業

問合せ 東金青年の家
☎（54）1301
◆石窯料理のつどい①
ナポリピザをつくろう！
日時 ４月21日（日）
午前９時45分〜午後２時
対象 小学生と保護者
定員 25人
（電話による先着順）
参加費 １人600円
持ち物 軍手・タオル・エプロン・
飲料・野外活動に適した服装
◆春の里山でタケノコ掘り
日時 ４月28日
（日）午前10時〜正午
※東金文化会館の臨時駐車場
に集合
定員 100人（４月15日必着）
参加費 １人300円
持ち物 長袖長ズボン、長靴、タ
オル、軍手、帽子、タケノコを
持ちかえる袋、大きいスコップ
申込方法 往復はがきに必要事
項（参加者全員の氏名、フリガ
ナ、年齢、性別、住所、郵便番
号）を記入し、郵送【〒283-0805
東金市松之郷270 県立東金青
年の家タケノコ掘り係】
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平成24年度成人学校学級生・
謹刻会仏像彫刻作品展
日時 ４月２日（火）〜７日（日）
午前９時〜午後５時
※２日は午後１時から
※７日は午後３時まで
場所 成東中央公民館
問合せ 大塚 ☎090（4007）
9048
山武健康福祉センター（山武保健
所）検査・相談年間予定
腸内細菌検査【有料】
毎週火曜日 午前９時〜11時
エイズ検査・B型C型肝炎検査
日中即日検査 毎月２回
午後１時〜２時【予約制】
夜間即日検査 偶数月１回
午後５時〜７時【予約制】
親と子の心の相談
月１回【予約制】
精神保健福祉相談（心の健康相談）
【予約制】
第１〜３水曜日 午後２時〜
第４水曜日
午後２時半〜
ＤＶ相談（ドメスティックバイオ
レンス相談）
電話相談 ☎（54）
2388
来所相談 毎週月曜日【予約制】
問合せ 山武健康福祉センター
（山武保健所）☎（54）0611
東金労働基準協会
新規採用者安全衛生教育講習
日時 ５月９日（木）午前９時〜
場所 成東文化会館のぎくプラ
ザ
申込期限 ４月25日（木）
申込み・問合せ 東金労働基準
協会 ☎（52）1061
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平成25年度前期危険物取扱者試験

平成25年度前期技能検定

試験日・試験会場
６月２日（日）
木更津市会場
（木更津総合高校・清和大学）
勝浦市会場（国際武道大学）
館山会場（県立館山総合高校）
６月９日（日）
習志野市会場（日本大学生産
工学部津田沼校舎）
銚子市会場（千葉科学大学）
願書受付期間
書面申請 ４月４日〜15日
※土日を除く
電子申請 ４月１日〜12日
※24時間対応
受付場所 ㈶消防試験研究セン
ター千葉県支部
☎043（268）0381
※試 験 願書は消防本 部、消防
署、分署に用意してあります。
問合せ 山武郡市広域行政組合
消防本部予防課 ☎（52）8753

等級 １級〜３級、単一等級
職種 園芸装飾、造園、金属熱
処理、粉末冶金 など
受検資格 原則として各職種と
も所定の実務経験が必要
受検手数料 実技16,500円
学科3,100円
受付期間 ４月８日〜19日
問合せ 千葉県職業能力開発協会
技能検定課 ☎043（296）1150

平成25年度前期危険物取扱者
試験受験者講習会案内
講習日時 ５月10日（金）
午前９時半〜午後４時45分
場所 茂原市東部台文化会館
申込方法 当日会場受付
受講料 3,500円
テキスト代 危険物取扱者必携
平成25年度版法令編・実務編
2,600円、危険物取扱者試験
例題集 乙種第４類1,400円
※事前に購入された方は必要あ
りません。
問合せ 山武郡市広域行政組合
消防本部予防課 ☎（52）8753

航空科学博物館イベント情報
問合せ 航空科学博物館
☎0479（78）0557
◆成田空港飛来機展
特別な塗装のものや初飛行の
ものなどを写真や模型で紹介。
期間 ４月２日
（火）〜５月26日
（日）
◆折り紙飛行機教室
日時 ４月27日・28日・29日、５月３日・
４日・５日 各日 午後１時〜、先着60人
◆和太鼓 風 演奏会
日時 ５月３日（祝）
１回目正午〜、２回目午後３時〜
◆マジックショー
日時 ５月４日（祝）
１回目正午〜、２回目午後３時〜
さんむ医療センター
整形外科診療に関するお知らせ
平成25年４月より、毎週水曜
日は、予約患者様のみの診療と
させていただきます。
患者様には大変ご迷惑をおか
けいたしますが、ご理解・ご協
力をお願いします。
問合せ 地方独立行政法人さん
む医療センター ☎（82）2521

