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INFORMATION 問 …問い合わせ先　申 …申し込み先

■　国家公務員募集

人事院では、平成 29 年度に次の
国家公務員試験を行います。
一般職試験（大卒程度試験）
▶受付期間（インターネット）
　４月７日（金）～４月 19 日（水）
▶第一次試験日　６月 18 日（日）

一般職試験（高卒者試験、社会人試
験（係員級））
▶受付期間（インターネット）
　６月 19 日（月）～６月 28 日（水）
　（郵送・持参）
　６月 19 日（月）　～６月 21 日（水）
▶第一次試験日　9 月 3 日（日）
　※注意　お申し込みは、インター

ネットにより行ってください。（個
人の試験結果（成績）もインター
ネットで確認できます）

問 人事院関東事務局
　 ☎ 048-740-2006 ～ 8
　 HP  http//www.jinji.go.jp/saiyo/
  　saiyo.htm

■　自衛官募集

自衛隊幹部候補生
▶受付期間
　３月１日（水）～５月５日（金）

【一般】
▶受験資格　平成 30 年４月１日現

在で① 22 歳以上 26 歳未満の方②
20 歳以上 22 歳未満で、大学を卒
業（見込みの方含む）した方

　③修士課程修了者等（見込みの方
含む）で 28 歳未満の方

▶試験期日
　１次　５月 13 日（土）・14 日（日）
　２次　６月 13 日（火）～ 16 日（金）

のうち指定する日
【歯科・薬剤】
▶受験資格　【歯科】平成 30 年４月

１日現在 20 歳以上 30 歳未満でか
つ専門の大学を卒業（見込みの方
含む）した方

【薬剤】平成 30 年４月１日現在 20
歳以上 28 歳未満でかつ専門の大
学を卒業（見込みの方含む）した
方

▶試験期日　１次　５月 13 日（土）

　２次　６月 13 日（火）～ 16 日（金）
のうち指定する日

※試験場所については、別途各人に
通知します。

　詳しくは、お問い合わせください。
問 自衛隊茨城地方協力本部　
　 龍ヶ崎地域事務所
　 （〒 301-0836　龍ケ崎市寺後
　  3629-5）☎ 0297-64-3351
　 HP  http://www.mod.go.jp/pco/
　 ibaraki/

■　自分史と随筆の会
　　会員募集

あなたの思い出話、体験談、旅行
記、お知らせしたいことなどを書い
てみませんか。皆さま、ぜひ一緒に
活動しましょう。
▶活動内容　年 2 回文集発行、
　各月定例会、年１回親睦旅行
▶会費　月 1,000 円
申・問 自分史と随筆の会　長島
　 ☎ 080-1271-7755

■　第 33 回利根写楽会
　　写真展の開催について

写真好きの 36 名の会員が、心に
触れたシーンを思い思いに撮った、
72 点余りの作品をご覧いただく写
真展です。
▶日時
　5 月 6 日（土）～ 5 月 11 日（木）
　午前 9 時～午後 5 時まで
　（初日は午後 1 時から、最終日は

午後 3 時で終了）
▶場所　役場　１階多目的ホール
▶入場料　無料
▶後援　利根町教育委員会
問 写楽会代表　飯田　勲
　 ☎ 68-4467

■　春・歌謡コーラスバンド＆
地域ふれあい社交ダンス会
のお知らせ

CD ダンス音楽と生演奏で社交ダ
ンスを楽しみませんか。
▶日時　4 月 23 日（日）
　午後１時～ 4 時
▶場所　利根町生涯学習センター　

１階多目的室
▶見学　無料
▶その他　ダンスの参加の方は、参

加費 200 円
申・問 歌謡コーラスバンド　斉藤 
　 ☎ 68-3682

■　航空科学博物館
　　イベント案内

企画展示
｢成田空港飛来機展｣

毎年恒例の企画展示です。2016
年度１年間に成田空港に飛来した航
空機の中から特別な塗装のものや飛
行機のものなど興味深いものを写真
や模型でご紹介いたします。
▶会期　5 月 28 日（日）まで
▶場所　航空科学博物館
　２階展示室
▶費用　入館料のみ
問 航空科学博物館 （千葉県山武郡
　 芝山町岩山 111-3）
　 ☎ 0479-78-0557

■　利根町図書館イベント

映画会
　「イタリア旅行」
　（1953 年イタリア）
監督　ロベルト・ロッセリーニ
主演　イングリッド・バーグマン

倦怠期にあるイギリス人夫婦がイ
タリア旅行に出掛けた。古き良き風
景につつまれた 2 人に再び愛が…。
▶日時　4 月 22 日 （土）
　午後１時～
▶場所　利根町図書館
　２階多目的ホール
▶入場料　無料
問 利根町図書館　☎ 68-8868

図書館カレンダー
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消 防 団 員 募 集 中！
町では、消防団員を随時募集しています。

　消防団について、簡単に解説いたします。
○消防団って？
　 　消防団は、町民、または町内勤務の方により消防団員として組織され、普段は本来の職に

従事しながら、火災などの災害に出動し消防署と協力して消火活動や防災活動を行います。
○消防団の数はいくつあるの？
　町の消防団の組織構成は、消防団本部・15 個の分団、および女性消防団で編成されてお

ります。また、各分団の活動拠点として、消防機庫があり消防団活動関係資機材を整備しています。
○女性でも入れるの？

　町には、女性消防団の組織もありますので入団可能です。活動内容としては、火災予防の普及・啓発、およ
び防火意識の向上を図る活動です。

※入団対象者は、町内在住者、または町内勤務者で 18 才以上の健康な方であれば入団できますので、ぜひ利根町
消防団で一緒に活動してみませんか？
申・問 役場総務課　消防交通係　☎ 68 − 2211（内線 501）

成田空港パスポート（N.PASS）の申込み受け付けを開始いたします
成田空港㈱が発行する、成田空港パスポート（N.PASS）とは、成田空港をお得に利用することができるものです。

５月８日（月）より利根町民の皆さまも申し込み可能となります。
〔対象者〕利根町在住で 15 歳以上の方（中学生を除く）
〔申し込み窓口〕利根町役場　環境対策課
〔必要書類〕

・N.PASS 申込書（環境対策課にご用意しております。申し込みの際ご記入いただきます）
・証明写真１枚（たて 45 ｍｍ×よこ 35 ｍｍ　パスポートサイズ）
・現住所、氏名が確認できる書類（運転免許証、健康保険証等）

〔発行〕
　申し込み受け付け後、成田空港㈱に必要書類を発送し、成田空港㈱において N.PASS を作成し、直接ご自宅
へ発送されます。（届くまでに１カ月程度お時間がかかります）

〔N.PASS の提示で受けられるサービス〕
・空港内店舗での商品の割引、記念品のサービスが受けられます。（取扱店のみ）
・空港内駐車場（Ｐ１またはＰ２）をご利用の際、空港内の店舗でご利用合計金額が 1,000 円以上のレシート（当

日利用分のみ）を出庫時に出口係員にご提示ください。N.PASS をお持ちの方が同乗している場合に限り、普
通乗用車１台につき３時間まで無料となります。ただし、日帰りのご利用のみに限ります。

・航空科学博物館への入館料が、２割引になります。
〔受付日時〕
　５月８日（月）より受付開始。平日のみ受け付け。（土・日曜日、祝日、年末年始は行いません）
　午前８時 30 分～正午、午後１時～午後５時まで。
※こちらは成田空港でサービスを受けるためのパスポートです。通常のパスポートとしては利用できませんので、

あらかじめご注意ください。
申・問 役場環境対策課　☎ 68 − 2211（内線 252・253）




