
　「東北の震災・津波」「近代の地
震」がテーマで、古代から近・現
代までの歴史上の震災を文書・写
真・絵などで展観します。
開催期間　５月６日㈫まで
休館日　月曜日（４月 28 日と５

月５日は開館）
開館時間　９時 30 分～ 17 時
料金　一般 830 円、高校生・大学

生 450 円、小・中学生無料
問　国立歴史民俗博物館

☎043(486)0123

日時　４月 26 日㈯・27 日㈰
　13 ～ 14 時 15 分
場所　航空科学博物館１階多目的

ホール
※無料・先着 40 人（小学生以上）
問　航空科学博物館

　☎0479(78)0557

　仏像や仏面・建築物の見方につ
いての講座です。
日時　毎月第１金曜日　10 ～ 12 時
場所　農村環境改善センター
　２階研修室
費用　一回 1,000 円
講師　山武市文化財審議委員
　山武仏教文化研究会会長
　宝聚寺住職　濱名徳順　氏
※見学会　年三回程度（費用別途）
■申・■問　小林　☎(82)4101
　　　　佐瀬　☎0479(86)3712

　小品盆栽を中心に自然盆景を心
がけ、花物・草物などの寄せ植え、
苔玉等を作成します。
日時　毎月第 3 土曜日　13 時 30

分～ 15 時 30 分
場所　松尾ふれあい館（農村環境

改善センター）
材料費　実費（2,000 円程度）
問　鈴木康仁　☎0479(82)0215

日時　毎週土曜日　15 ～ 17 時
場所　成東中央公民館
費用　１学期 1,000 円
問　飛澤（トビサワ）　☎(89)2105

　日本語を母語としない子供のた
めのクラス
日時　金曜日　19 ～ 21 時
　　　土曜日　10 ～ 12 時
場所　東金中央公民館
費用　１学期 1,500 円
問　中山　☎(52)1442

　人事院・法務省では、矯正心理
専門職・法務教官・保護観察官を
募集しています。
受付期間　４月１日㈫～ 14 日㈪
※詳しくはホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください
問　法務省東京矯正管区
　☎048(600)1500
　八街少年院　☎043(445)3787

日時　毎月第２土曜日　９～ 12 時
場所　成東中央公民館（研修室）
問　和田　☎(82)5037　

日時　６月７日㈯　７～ 16 時
集合場所　大里総合管理㈱
参加費　一般 2,000 円、18 歳未満
　1,000 円
申込期限　５月 15 日㈭
問　ぐるっと大網 30 ㎞ウォーク
　実行委員会　☎(72)3393

日時　４月 13 日㈰　９時 30 分～
　14 時
場所　東金青年の家
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 800 円
問　東金青年の家　☎(54)1301

　受験案内等は人事院ホームペー
ジで確認できます。詳しくはお問
い合わせください。
◆総合職試験（院卒者・大卒程度
　試験）
　受付期間　４月１日㈫～８日㈫
◆一般職試験（大卒程度試験）
　受付期間　４月９日㈬～21日㈪
◆一般職試験（高卒者試験、社会
　人試験 < 係員級 >）
　受付期間　6月23日㈪～7月2日㈬
問　人事院関東事務局

　☎048(740)2006
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　19 品種 99 本の優美な桜。その
趣をご堪能ください。

◆オープニングセレモニー
日時　4 月 5 日㈯　17 時
◆ライトアップ
日時　4 月 6 日㈰～ 10 日㈭
　　　17 時 30 分～ 19 時 30 分
場所　千葉県立成東高等学校
　百周年記念館前庭
問　成東高校　☎(82)3171

腸内細菌検査（検便）〈有料〉
　毎週火曜日　９～ 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
　　13 ～ 14 時【予約制】
　夜間即日検査　偶数月１回
　　17 ～ 18 時 30 分【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　14 時～
　第４水曜日　　　14 時 30 分～
ＤＶ相談（ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸﾊﾞｲｵﾚﾝｽ相談）
　電話相談☎(54)2388〈９～ 17 時〉
　来所相談　毎週月曜日【予約制】
問　山武健康福祉センター
　（山武保健所）　☎(54)0611

山武健康福祉センター（山武保
健所）検査・相談年間予定

東金労働基準協会　
新規採用者安全衛生教育講習

消費生活コンサルタント養成講座
　（6月開講　東京昼間コース）

旭中央病院　～初診の患者様
は紹介状をお持ちください～

青年海外協力隊・シニア海外
ボランティア「体験談＆説明会」

国立歴史民俗博物館　企画展示
「歴史にみる震災」

航空科学博物館イベント
飛行機工作教室

松尾盆栽サークル　会員募集 子供将棋教室　会員募集

　国では、病院の機能分化の推進
を進めており、当院のような 500
床以上の病院は、紹介患者を中心
に診療することを求められていま
す。このため、当院においても初
診で受診される患者様へ紹介状の
持参をお願いしています。
　紹介状がある方には、診療を優
先的に行う運用を一部の診療科で
開始しています。さらに、紹介状
をお持ち頂くと、お持ちでない方
にご負担頂く選定療養費が不要と
なりますので、経済的負担が軽減
されます。
　当院を受診される際は、かかり
つけ医または、お近くの病院・診
療所からの紹介状をお持ち頂くよ
うお願いします。
問　総合病院 国保旭中央病院
　☎0479(63)8111( 代 )

日時　５月９日㈮　９時～
場所　成東文化会館のぎくプラザ
申込期限　４月 25 日㈮
■申・■問　東金労働基準協会
　☎(52)1061

職種（51 職種 81 作業）　園芸装飾、
造園、金属熱処理、粉末冶金、
機械加工　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
受付期間　４月７日㈪～ 18 日㈮
問　千葉県職業能力開発協会
　技能検定課　☎043(296)1150

平成26年度前期技能検定試験

平成27年歌会始

仏教文化勉強会　参加者募集

法務省専門職員（人間科学）募集

成東日本語教室

東金青年の家　
石窯料理のつどい

ぐるっと大網 30㎞ウォーク
参加者募集

国家公務員採用試験

東金ＩＶＣ日本語教室

　青年海外協力隊・シニア海外ボ
ランティアの制度や内容について
説明会を行います。ボランティア
には技術系・医療系・教育系・農
業系・スポーツ系など様々な職種
が。皆さんも参加してみませんか。
場所　JICA 市ヶ谷ビル 2 階国際

会議場
参加費　無料（入退場自由）
申し込み　当日直接会場へお越し

ください
【青年海外協力隊】
日時　４月６日㈰・12 日㈯・20

日㈰　14 ～ 16 時 30 分
【シニア海外ボランティア】
日時　４月６日㈰・12 日㈯・20

日㈰　10 時 30 分～ 12 時 30 分
問　JICA 青年海外協力隊事務局

募集課　☎03(5226)9813

　消費生活の専門家として活動す
るための基礎を学ぶ講座です。
養成期間　６～７月（隔週ごとに

スクーリングと自宅学習）
受講料　88,000 円（消費税別）
会場　国立オリンピック記念青少

年総合センター
応募期間　５月９日㈮まで
問　一般財団法人日本消費者協会
　☎03(5282)5311　 03(5282)5315

お題　「本」
詠進の期間　９月 30 日㈫まで
※詳しくは、宮内庁ホームページ
をご参照ください
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