町の魅力たっぷりな情報を配信中！
しばっこくんFace bookはこちらから

広報しばやまがネットやスマホでも気軽に見られる
「マイ広報紙」のサイトはこちらから。バックナンバーも閲覧可能！

文芸

しばやま

お知らせ

日本郵便株式会社

７月の催し

トライト）に買い替える。③チラシ
の応募用紙に必要事項を記入した上

ため一部ご覧いただけない所がござ

ホームページから報告する。

実施期間

千葉県環境生活部

循環型社会推進課
4645

☎043-223-

FAX：043-221-3970

費用

７月15日㈷

入館料のみ

内容

午後１時～

航空機の運行において重要な役

割を果たしているパイロットの講演
会です。業務内容のみならず、パイ

国民平和大行進

ロットならではのさまざまな体験談

平和な世界を目指して歩きましょう

航空無線通信士受験直前対策セミナー

などを聞くことができます。

町を一歩でも二歩でも、ご一緒に歩き
ましょう。
開催日
内容

７月28日㈰

以下のとおり歩く予定です。

芝
 山町役場（午後２時）→商店街→

問合せ
代表

山武郡市平和行進実行委員会
久保

☎0475-76-2972

信術・英語・電波法規（21日）

※受験科目の選択も可能です。
内容

航空資格の中でも取得が難しい

とされている、航空無線通信士の受
験を間近に控えた方を対象に、無線
および航空専門家を講師に、予想問
題の紹介と解説を行うものです。合
格を切に願う方は、自信にもつなが

敏子

芝山町役場（午後２時30分）

無線工学（20日）電気通

いきなりの魔女の一撃薄暑光
壽一

和で公正な世界を目指して、私たちの

講義 科目

ロープウェー夏鶯と潮風と

た国として、核兵器をなくすため、平

要事前電話予約

７，０００円

初燕来し方行く末思ふとき
百合子

費用

申込み方法

21日㈰

満

世界で唯一、原子爆弾の被害を受け

ての山武郡市平和行進です。

７月20日㈯

光政

開催日

踏切のボタンとカメラ春の雨
多美子

2019年原水爆禁止世界大会に向け

俳句

ります。

広報しばやま

吊革に三つの長さ春闌くる
真砂子

有効）

報告 ・問合せ

パイロットのおはなし（ANA）

開催日時

岩上に釣する人や風薫る

10月７日㈪までに報告（消印

います。

葦しげる川ゆつたりと流れけり
小夜子

期限

７月１日㈪～９月30日㈪

り、７月末までリニューアル工事の

髙橋 節子

もに、郵送、ファクシミリまたは県

十連休我は野菜の苗植うる

※８ 月に開館30周年を迎えるにあた

シートや納品書などのコピー）とと

松川 恭子

記載のある購入を照明する書類（レ

ネモフィラの青青青と空の青
京子

☎78-0557

池上 弘雄

航空科学博物館

冬木 節子

で、購入日と購入した製品の型版の

花冷えのはにわの里のすみれ草

（シーリングライトまたはペンダン

なぜかゆかしく指に触れみる

航空科学博物館

放つひと刻女童となる

ドできます）。②LEDの照明器具

☎0120-536-493（受付

午前９時～午後５時まで）

お手玉の重さしつとり感じつつ

か、県ホームページからダウンロー

事務局

庭に立つ槻や栴檀榎など

や市町村環境関係窓口で配布するほ

第52回手紙作文コンクール

芽吹きを競う青空の中

シは各地域振興事務所県政コーナー

ついては日本郵便㈱のHP参照）

問合 せ

盛りなるわが世過ぎしも今年また

①チラシを入手する（チラ

（応募方法・応募部門などの詳細に

ミニトマト植え「令和」となりぬ

参加方法

52回手紙作文コンクール」
事務局

八角 菊枝

2019」受賞品を差し上げます。

下目黒2-20-20第８千陽ビル２F「第

怒賀 春子

で50名様に「食のちばの逸品を発掘

東京都目黒区

斉藤 則子

ト）に買い換えた家庭を対象に抽選

応募先 〒153-0064

五木田治巳

（シーリングライトやペンダントライ

９月20日㈮まで（当日消

印有効）

戸を操れば緑雨に芽吹き蛙鳴き

ペーン実施期間中に、LEDの照明器具

応募 期間

ひと休みする軒端にすいーと来て

排出量の削減につながります。キャン

を踏まえた作品を募集します。

木々の営み遅れじと競う

地球温暖化の原因となる二酸化炭素の

「はがき」「絵手紙」の基本的な特徴

仲間の如くつばくらめ二羽

る照明器具をLEDに交換することで、

や考えなどを伝える」をテーマに、

今年また美しき桜を愛でながら

家庭の電気使用量の約13％を占め

「特定の相手に自分の体験したこと

五月詠草
姿の見えぬうぐいすの声

我が家の照明LED化キャンペーン

ひと夜明け元号令和と変りたり

千葉県環境生活部

短歌
歌詠むわれも心新たに

第52回手紙作文コンクール
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くらしの広場
募集
芝山町社会福祉協議会

平和を守り、未来を創る自衛官募集！
種 目

受付期間
（締切日必着）

応 募 資 格

空：18歳以上21歳未満の者（令和
２年４月１日現在）
航空学生
海：18歳以上23歳未満の者（令和
（パイロット）
２年４月１日現在）
※高卒者（見込含）または高専３年
次修了者（見込含）

職員募集のお知らせ

試験期日

１次

18歳以上33歳未満の者（令和２年
一般曹候補生 ４月１日現在）※32歳の者は下記
に連絡して確認してください。

７月１日㈪～
９月６日㈮

９月20日㈮～22日
㈰のうち指定する
１日

18歳以上33歳未満の者（令和２年
自衛官候補生 ４月１日現在）※32歳の者は下記
に連絡して確認してください。

年間を通じて
行っています。

受付時に
お知らせします。

９月16日㈪

※受験願書受付中

2019年度

成田地域事務所

６月12日㈬

６月12日㈬

郵送・持参
受付期間

７月16日㈫～18日㈭

８月22日㈭～26日㈪

インターネット
受付期間

７月16日㈫～25日㈭

８月22日㈭～９月２日㈪

第１次試験

９月22日㈰

ホームページアドレス人事院
「国家公務員試験採用情報NAVI」
https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html
海上保安庁ホームページ
http://www.kaiho.mlit.go.jp/

事任用資格を有する方または就職
後資格取得する意欲のある方。要
普通自動車免許（取得見込可）

受付期間

７月１日㈪～８月31日㈯

試験内容

一般教養・作文・面接

芝山町社会福祉協議会

☎78-0850

ティアの新規募集セミナーを実施い
たします。

あなたも赤十字防災ボランティア

になりませんか？
開催日

７月21日㈰

時間

午前９時30分～午後３時

内容

午前「赤十字について」・昼

会場

大学校
10月26日㈯、27日㈰
問い合わせ先
銚子海上保安部管理課
☎0479-21-0118

㈲エムアールサービスは陸・海・空

９月下旬

令和元年度の赤十字防災ボラン

受験案内
配布開始日

航空課程

で、社会福祉士または社会福祉主

新規募集セミナー開催

海上保安大学校

管制課程

校卒業以上または卒業見込みの方

赤十字防災ボランティア

海上保安学校

海洋科学
課程

昭和59年４月２日～平成

14年４月１日までに生まれた、高

応募・問合せ

2019年度採用試験の日程をお知らせします。

試験種別

応募資格

若干名

令和２年４月１日

試験日

海上保安大学校・海上保安学校学生採用試験

船舶運航
情報システム
システム課程
課程

一般事務職

採用日

７月１日㈪～
９月６日㈮

志願書類請求および詳しいお問い合わせは
成田地域事務所 ☎0476-22-6275
メールアドレス narita@rct.gsdf.mod.go.jp

募集人員

九十九里町つくも学遊館

食「赤十字の非常食炊き出し（ハ
イゼックス）」・午後「三角巾の活
用」

問合せ

赤十字防災ボランティア第

５ブロック連絡協議会代表
☎090-6164-8205

宇田
広告

輸送用冷凍空調機器の専門店です。

未来の
サービスエンジニア

募集中！

経験・資格・学歴・性別 問いません！ 資格取得も全額会社負担！責任をもって０から指導します！
機械が好き！車が好き！地元で働きたい！職業体験も受け付けておりますので、まずはご連絡を！
千葉県山武郡芝山町大台3100-36 TEL：0479-77-3641 URL:www.mrservice.co.jp MAIL：info@mrservice.co.jp
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