○ 海上保安大学校
受験資格
昭和61年４月２日以降に生まれた
方で、高等学校・中等教育学校を
来春卒業見込みまたは卒業者
高等専門学校の第3学年を来春修
了見込みまたは修了者
高等学校卒業程度認定試験合格者

○ 一般曹候補学生
受験資格 18歳以上24歳未満
受付期間 ８月１日〜９月８日
一次試験 ９月16日
○ 曹候補士
受験資格 18歳以上27歳未満
受付期間 ８月１日〜９月８日
一次試験 ９月16日

受付期間 ８月24日〜９月５日
一次試験 10月28日
（土）
･29日
（日） ○ 航空学生
受験資格 高卒（見込含）24歳未満
試 験 地 全国39箇所
受付期間 ８月１日〜９月８日
（近隣は米子市）
一次試験 ９月23日
試験方法 学科試験（選択・記述式）
教養試験（選択式）
インターネット申し込み専用アドレス
http://www.jinji-shiken.jp/moushikomis38.html
○ 海上保安学校

○ 2等陸海空士
受験資格 18歳以上27歳未満
受付期間 ８月１日〜９月８日
女性の試験についてはお問い合わ
せください。
一次試験 18歳以上27歳未満

受験資格
昭和58年４月２日以降に生まれた
方で、高等学校・中等教育学校を
来春卒業見込みまたは卒業者
高等専門学校の第3学年を来春修
了見込みまたは修了者
高等学校卒業程度認定試験合格者
採用予定数

平成18年度各種自衛官説明会を
行います。自衛官について知りた
いこと、興味がある方はお気軽に
お越しください。
○天萬庁舎
日時 平成18年８月１日（火）
午前10時〜11時30分

情報システム課程（約40名）
海洋科学課程（約10名）

ご連絡先
南部町役場 企画政策課
℡ 66−3113
FAX 66−4426
E-mail kikaku@town.nanbu.tottori.jp

平成19年春に大学等を卒業予定
の方や、既に卒業して未就職の方、
一般の求職者などを対象に、企業が
業務や求人内容を説明し、希望者と

船舶運行システム課程（約70名）
航空課程（約10名）

南部町では町内の空き家情報を
集めています。
住居として使用できる空き家を
ご存知の方は、ご連絡をお願いし
ます。
連絡の内容
・ 所有者の住所、氏名、連絡先
・ 家屋の所在地
・ 構造（例：木造２階建）
・ 延床面積（㎡、坪）
・ 建築年
・ 賃貸希望または売買希望

○プラザ西伯
日時 平成18年８月１日（火）
午後１時〜３時

の面談を行います。予約・履歴書
は不要で、参加料は無料です。
日時 平成18年８月11日（金）
午後１時〜４時30分

受付期間 ７月18日〜８月１日

会場 米子コンベンションセンター

一次試験 ９月24日（日）

（財）ふるさと鳥取県定住機構のホ

試 験 地 全国39箇所

ームページに参加企業一覧を掲

（近隣は米子市）

載しています。
http://www.z-tic.or.jp/˜furusato/

インターネット申し込み専用アドレス
http://www.jinji-shiken.jp/moushikomis33.html

お問い合わせ先
お申し込み・お問い合わせ先
境海上保安部管理課
℡ 0859−42−2532
〒684-0034
鳥取県境港市昭和町9-1

お問い合わせ先
自衛隊米子募集事務所
℡ 0859−33−2440
〒683-0805
鳥取県米子市西福原3−3−1

財団法人ふるさと鳥取県定住機構
℡ 0857−24−4740
〒680-0011
鳥取市東町1丁目271

鳥取県金融広報委員会と金融広
報中央委員会では、「くらしに身近
な金融講座」通信講座の受講生を
募集しています。最新の金融情報
を提供しながら幅広い疑問にお答
えします。
期 間 平成18年10月から19年１月
受講料 添削課題回答送付郵送料
以外は無料です。
定 員 全国5,000人（受講経験者、
金融広報アドバイザーは
対象外）
申込期限 ７月31日（月）
（必着）
お申し込み
ハガキで、〒103-8691 日本橋
郵便局私書箱111号「くらしに
身近な金融講座」係まで、氏名
・年齢・職業・郵便番号・住所
・電話番号をご連絡ください。
お問い合わせ先
鳥取県金融広報委員会事務局
℡ 0857−26−7160

検察審査会制度は検察官が被疑

毎日の食生活の中の「この食べ
物は安全など？」などといった疑
問にお答えするため、農政事務所
ではご希望の日時・場所に無料で
職員を派遣する「食の知っ得講座」
を実施しています。
お申し込み方法
10人以上のグループを作り、当
日の会場を確保して、お名前、
希望の日時、講座名、参加人数
をお知らせください。（都合によ
りご希望に添えない場合もあり
ます）
講座名
「食品安全」「農薬に関する安全
性の確保」「食品のトレーサビリ
ティ」「食品表示」「気をつけて
ますか？毎日の食事」「家庭でで
きる食中毒予防」
お申し込み先
中国四国農政局鳥取農政事務所
℡ 0857−22−3131
http://www.chushi.maff.go.jp

試験日程

日時 平成18年９月17日（日）

日時 平成18年８月29日（火）

○ 県職員及び公立学校栄養職員
受付期間 ８月10日〜８月25日
第１次試験 ９月24日（日）
○ 警察官
受付期間 ８月10日〜８月25日
第１次試験 ９月17日（日）
○ 県職員（身体障害者対象）
受付期間 ８月23日〜９月６日
第１次試験 ９月17日（日）
くわしくは、鳥取県庁窓口、県民
局、警察署（警察官のみ）で配布し
てある募集案内をご覧ください。

お問い合わせ先
鳥取県人事委員会事務局任用課
℡ 0857-26-7553
〒680-8570
鳥取市東町１丁目271
http://www.pref.tottori.jp/jinji

者（犯人と思われる人）を裁判に

応募期限 平成18年８月24日
（必着）

男性 午前10時から12時

かけなかったこと（不起訴処分）

応募要領

女性 午後１時から３時

の良し悪しを、国民の中からくじ

・ ハガキ1枚につき2人までお申し

で選ばれた11人の検察審査員が審

込みできます。

会場 ふれあいの里
対象 鳥取県西部地域在住の方
内容

高齢者の関節痛の緩和ケア

査する制度です。国民の一般的な

・ 応募資格は小学生以上です。小

良識を検察官の仕事に反映させ、

学生の場合は、子どもと保護者

について〜加齢に伴う痛み

よりよい刑事司法を実現するため、

の２人でお申し込みください。

をテーピングで和らげてみ
よう〜

検察審査会法により設けられたも

記入要領

のです。あなたもいつか検察審査

・ ハガキに搭乗者全員の住所、氏

員に選ばれることがあるかもしれ

名、年齢、電話番号を記入して

定員 男性女性とも先着30名

ません。ぜひご協力ください。

お申し込みください。（小学生

受講料 1,000円（材料費）

は学年も記入）

お問い合わせ先

講師

キネシオテーピング協会指導員

半そで・短パンになれる
服装でお越しください。

米子検察審査会事務局

搭乗者は抽選により９月８日頃ま

℡ 0859−22−2205

でに搭乗券の発送をもってお知ら

お申し込み

せします。

事前に電話・ファックスで、郵

広報6月号記事訂正

４頁13.14行

（誤） 高校生7.7冊、中学生3.3冊、
小学生1.8冊
（正） 高校生1.8冊、中学生3.3冊、
小学生7.7冊

ご応募・お問い合わせ先
航空自衛隊美保基地渉外室
℡ 45−0211（内線211）
〒684-0053
鳥取県境港市小篠津町2258

便番号・住所・氏名・性別・年
齢・電話番号をご連絡ください。
お問い合わせ先
米子市社会福祉協議会
℡ 23−5470
FAX 23−5018

