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蓮沼ウォーターガーデン
夏季アルバイト募集

第23回県民が集う
「看護の日」
日時 ５月 12 日
（日）
午前 10 時〜午後０時半
場所 東金サンピア１階センター
コート
内容 無料です。
お気軽にお立ち
寄りください。
①健康チェック ②健康相談
③うつ等のポスター掲示 等
問合せ 千葉県看護協会
事業第一課 ☎043（245）0025

５月１日から７日までは「憲法
週間」です
千葉地方裁判所では、
憲法週間
広報行事として、次の行事を実施
します。
皆さまご参加ください。
日時 ５月 31 日（金）
午後２時〜４時
内容 「ご存じですか？裁判員制
度」 裁判員制度についての説
明、裁判官による講演、法廷や
選任手続室の見学を行います。
申込み・問合せ 千葉地方裁判所
総務課広報係
☎043（222）0165 内線 5114

平成25年度の自動車税の納税
自動車税納税通知書は、
５月上
旬に千葉県自動車税事務所から
送付されます。
納期限は５月 31 日
（金）です。最寄りの金融機関やコ
ンビニエンスストア（一部を除く）
から納期限内までに納めてくださ
い。
問合せ
自動車税事務所☎043（243）2721
東金県税事務所☎（54）0223

子供将棋教室生徒募集
本教室では、
昨年、
千葉県南部・
北東部で 25 年ぶりとなるプロ棋士
を輩出しました。
ぜひ皆さんもこの
教室で将棋をしてみませんか。
日時 毎月第２土曜日
午前９時〜正午
場所 成東中央公民館
会費 無料
申込み・問合せ 成東支部長 和田
☎
（82）
5037

ぐるっと大網30㎞ウォーク参加
者募集
豊 か な 自 然 と 文 化 に 触 れ、
ウォーキングを楽しみませんか？
期日 ６月８日
（土） 小雨決行
スタート午前７時
集合場所 大網白里市役所駐車
場
（砂利）
コース 市役所〜季 美の森〜小
中池〜永田〜市役所
参 加 費 一 般 2,000 円、18 歳 未
満 1,000 円
締切り ５月 15 日
（水）
申込み・問合せ ぐるっと大網 30 ㎞
ウォーク実行委員会 横田
☎（72）3393

小学生〜高校生のための夏休み
海外派遣事業 参加者募集
事前説明会 ５月 19 日
（日）
・26 日
（日） 午前 10 時〜 国立オリ
ンピック記念 青少 年総合セン
ター
問合せ ㈶国際青少年研修協会
☎03（6459）4661

募 集 職 種 売店・レストラン・水
着販売・監視員・駐車場 等
資格 高校生以上 65 歳位迄
給与 時給 高校生 760 円〜
大学生・専門生・一般 800 円〜
勤 務期 間・勤 務 時 間
７月 13 日〜９月８日
午前８時半〜午後５時半の間
面 接 日 時 ６月１日（土）
・２日
（日）
・８日（土）
・９日（日）午 前
９時半〜正午、午後１時〜３時
必要書類 履歴書（写真添付）
申込み・問合せ 蓮沼海浜公園管
理事務所 ☎
（86）
3171

東金高等技術専門校
左官技術科（７月入校生）募集
学歴不問・授業料は無料です。
訓練科目 左官技術科（6 ヶ月）
募集定員 ９人
募集期間 ５月 21 日（火）まで
選考日 ５月 30 日（木）
選考方法 職業適性検査、面接
問合せ 東金高等技術専門校
☎（52）314 8

東金青年の家５月のイベント
◇石窯料理のつどい②
石窯でパンを焼こう！
日 時 ５ 月 26 日（日）
午前９時 15 分〜午後２時
対象 小学生と保護者
定員 25 人
参加費 １人 800 円
※申込みは電話による先着順。
申込み・問合せ 東金青年の家
☎（54）1301
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東金特別支援学校
前期学校公開のお知らせ
特別支援学校での生活・学習
の様子を公開します。児童・生徒
の笑顔や精一杯取り組む姿をご
覧になってください。
期日 ５月 29 日
（水）
、
30 日
（木）
時間 午前９時 20 分〜正午
※事前にお電話にてお申し込みく
ださい
（５月 22 日締切）
問合せ 東金特別支援学校
☎
（52）
2542 教頭まで

いちご摘み＆ジャム作り
新 鮮ないちごを収穫体験！
おいしいジャムを作ってみませんか？
日時 ５月 15 日（水） 午前９時
〜正午 ※ＪＡ山武郡市本所前集合
募集人員 先着 20 人
締切り ５月 10 日
（金）
負担金 1,000 円
用意するもの エプロン・三角巾
※汚れても良い服装で
主催 食育ソムリエ倶楽部
申込み・問合せ ＪＡ山武郡市産直課
☎（82）3271 「緑の風」各店舗

成東・東金食虫植物群落
春の観察会
日時 ５月 26 日
（日）
午前 10 時〜11 時半 雨天中止
場所 成東・東金食虫植物群落
定員 当日先着 20 人
※受付 群落地管理棟 9 時半〜
問合せ 成東・東金食虫植物群落
管理棟 ☎（82）4871
（午前９時〜午後４時）
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東金労働基準協会
資格取得のための各種講習会

山武蘭友会えびね・山野草
展示会

場所 成東文化会館のぎくプラザ
申込期限 ５月 24 日
（金）
申込み・問合せ 東金労働基 準
協会 ☎（52）1061
◇玉掛け技能講習（学科）
日時 ６月 13 日（木）
・14 日（金）
午前９時〜
◇職 長 等監督 者 安 全衛生 教育
講習
日時 ６月 19 日（水）
・20 日（木）
午前９時〜

日時 ５月３日（金）
〜４日（土）
午前９時〜午後４時
場所 さんぶの森中央会館ホール
問合せ 佐藤 ☎
（88）0147

東金法人会設立記念特別講演会
どうなる日本！日本経済の動きを読む
講師 経済ジャーナリスト
須田 慎一郎 氏
日時 ５月 23 日
（木）
午後３時半〜５時
場所 東金文化会館小ホール
定員 300 人（定員になり次第締
切り・無料）
東金法人会
申込み・問合せ （公社）
☎（52）0022
（52）4397

平成25年度調理師試験
試 験 期日 ７月 23 日
（火）
試験場所 幕張メッセ国際展示
場展示ホール８
受験願書受付 ５月 21 日
（火）
〜
23日
（木） 午 前 10 時〜午 後４
時 山武健康福祉センター
（山武
保健所）
※住所地を管轄する保健所で受付
問合せ 山武健康福祉センター
（山武保健所） ☎（54）0611

Ensemble Wizard
第７回定期演奏会
日 時 ５月４日（土）
午後２時開演 （１時半開場）
場所 成東文化会館のぎくプラザホール
入場料 無料
曲目 Brass Symphony 他
ゲスト 山武南中学校吹奏楽部
客演 嶋田慎
（トロンボーン）
問合せ 勝又 ☎090
（7008）
5990

航空科学博物館イベント情報
場所・問合せ 航空科学博物館
☎0479
（78）
0557
◇集まれ！空港車両
空港の特殊車両を屋外展示場
に集めご覧いただく企画です。
日時 ５月 19 日
（日）
午後１時〜
◇客室乗務員のおはなし
客室乗務員の経験者から仕事
の魅力や体験談など生の声を聞く
ことができる講演会です。
日時 ５月 26 日
（日）
午後１時〜

青い鳥郵便葉書
無償配布のお知らせ
重度の身体障がい者
（1級・2級）
か重度の知的障がい者
（Ａ・1度・2
度）
で身体障がい者手帳か療育手
帳をお持ちの方に、通常郵便葉書
を20枚差し上げます。
受付期限 ５月31日
（金）
問合せ 東金郵便局☎（52）3946

