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POLICE 通信 　こんにちは！浦郷警察署です。
　今回は、平成 30年度警察官等採用試験についてです。
　下表の日程により、採用試験が実施されます。

◎採用試験パンフレットは、警察署、駐在所にありますので、お気軽にお立ち寄り下さい。
◎日程変更等は、島根県人事委員会事務局のホームページにおいて公表されます。
◎試験内容は、以下のとおりです。
　　＊一次試験～教養試験、身体検査、体力検査
　　＊二次試験～面接試験、作文試験、適性検査　　　

◎お問合せは、浦郷警察署　総務係（６－０１２１）までお願いします。

試験名 申込受付期間 第１次試験日 第１次試験
合格発表 第２次試験 最終合格発表

警察官（大卒）
第１回

３ 月 12 日（ 月 ）
～４月 20日（金）５月 13日（日） ５月 29日（火）６月中旬～下旬 ７月上旬

県職員（大卒程度）
【警察事務】

５月２日（水）
～５月 25日（金）６月 24日（日） ７月６日（金） ７月下旬～８月上旬 ８月上旬

警察官（大卒）
第２回

５ 月 14 日（ 月 ）
～６月 13日（水）７月８日（日） ７月 27日（金）８月下旬 ９月上旬

警察官（高卒程度）７ 月 23 日（ 月 ）
～８月 24日（金）９月 16日（日） 10月５日（金） 10月下旬 11月中旬

県職員（高卒程度）
【警察事務】

７ 月 23 日（ 月 ）
～８月 24日（金）９月 23日（日） 10月５日（金） 10月下旬 11月中旬

このコーナーでは、外国語指導助手（ALT）によるエッセイを英語と日本語で紹介します。

Hello everyone! The new school year is about to start, and with it comes Spring.  I love to see the cherry blossoms 
this time of year, but they’re very rare in America.  
If you want to see cherry blossoms in my home country, Washington D.C. is a great place to visit.  Every year in D.C., 
from late March to early April, you can see 桜 at the National Cherry Blossom Festival.  The over-3,000 trees were 
given to the United States by the Mayor of Tokyo in 1912, as a symbol of friendship.   Some of the original trees 
still stand today and remind visitors of the deep bond between our two countries!   

I hope you can see them someday!  Until then, let’s enjoy the beautiful Spring days coming our way! See you 
around!  -Erin

 Spring（春） cherry blossoms （桜） symbol of friendship（友情のシンボル）

original （元の～） deep bond（強い絆） See you around! （またそのうちに！）

今月の
英単語

　皆さんこんにちは！新学期が始まり、春がやってきましたね。私はお花見がとても好きなのですが、ア
メリカでは桜がとても珍しいです。
　もしアメリカでお花見をするなら、ワシントンＤＣがおすすめですね。ＤＣでは毎年３月下旬から４月
上旬まで全米桜祭りが行われます。１９２１年に友情のシンボルとして３，０００本以上の桜の木が当
時の東京都知事からアメリカへ寄贈されました。当時の木が今も数本残っており、両国の強い絆を感じ
ることができます。
　是非ワシントンＤＣへ行ってみてください！それまで一緒に素敵な春を楽しみましょう！またね！　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エリンより

和訳はこちら！！

【自己紹介】■名前：エリン・フィッツジェラルド ■職場：西ノ島中学校 ■出身：アメリカ　ワシントン州
　　　　　  ■趣味：Biking( 自転車に乗ること ) ■好きな漢字：夢 ■好きな食べ物：ニンジン
　　　　　  ■将来の夢：日本語がペラペラになること！ 日本大好き！西ノ島大好き！ポケモン大好き！
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旧美田小学校閉校記念室で昔を懐かしんでみませんか？
　美田コミュニティセンター内２階の１室が改装され、旧美田小学校の閉

校記念に関するものの展示室が完成しました。閉校記念室には、大正８年

度から閉校年度の平成２２年度までの旧美田小学校の卒業写真や校旗が展

示されています。

　この取組は、美田学校再生会議の要望により実現した企画で、地域の皆

さまや関係者、町が協働で作業し、完成にいたりました。

　旧美田小学校は平成２８年に改装工事が終了し、現在は地域住民の交流

の場として、美田コミュニティセンターと名称を変え、活用されています。

　ぜひ、この機会に美田コミュニティセンターへ足を運び、懐かしんでみ

てください。

　なお、土・日曜日に来訪される方は、来訪の３日前までに美田コミュニティ

センターの指定管理者である、西ノ島町社会福祉協議会℡６－１４７０ま

でご連絡ください。

近畿國賀会にあわせて同窓会をしてみませんか？
～第53回近畿國賀会総会にあわせて同窓会を行う参加者グループを募集します～

　関西在住の本町出身者が集う、「近畿國賀会総会」が平成 30年 6月 10日（日）

ＫＫＲホテル大阪（大阪市中央区馬場町２－２４）で開催されます。

　また、今回は近畿國賀会にあわせ関西近辺在住の同級生と同窓会を行いたい

グループを募集いたします。多数の参加者で同会を盛り上げたく、また、町民

の皆さまには同窓会等による同世代での活発な交流に活用いただく為、以下の

とおり助成いたします。

　詳しくは、企画財政課（６－０１０５）までお問い合わせ下さい。

同窓会参加助成金
２５，０００円（会費及び大阪までの交通費往復相当額）

※宿泊費等は各自でご負担いただきます。

募集人員 ３０名（申込者多数の場合は抽選となります）

要件 複数の同級生で近畿國賀会に参加できるグループ

申込方法 グループの代表者による申込みといたします。

申込期間 平成 30年４月３０日（月）まで

　３月８日（木）、浦郷家畜市場が開催され

ました。

　今回の家畜市場では、子牛と成牛合わせ

て１１７頭の取引が行われました。

　取引価格は、前回と比べると子牛の平均

額が５５５，８３６円と５４，５２９円の減

となり、前年比でも１４７，９２５円の減と

なりました。

浦郷家畜市場が開催されました


