募 集

伝 言 板
MESSAGE BOARD

作って飛ばそう
お知らせ

夢！紙ヒコーキ教室
日時＝2月11日
（土・祝）午後1時30分〜
3時

空港の機能強化へ向けて

対話型説明会

日時＝1月22日㈰・23日㈪・24日㈫ 午
前10時〜午後4時

催し物

会場＝もりんぴあこうづ

会場＝市役所1階ロビー

対象＝小学生以上

内容＝空港の機能強化策・環境対策・地

定員と参加費＝30人
（先着順）
・無料
※申し込みは、もりんぴあこうづ
（☎275252、第4月曜日は休館）
へ。

お知らせ

域共生策などについての成田国際空港
㈱社員による質疑応答、パネル展示
※参加を希望する人は当日直接会場へ。
くわしくは成田国際空港㈱
（☎0570000-955）
へ。

催し物

2月1日からは子ども館で

なかよしひろばとふれあいひろば
子ども館の改修工事が終了し、なかよ
しひろばとふれあいひろばが2月1日㈬

特別支援学校の生徒の作品を購入

頒布会

湖北
「冬の市」

※再開日は変更となることがあります。

日時＝1月26日㈭ 午前10時〜午後3時

くわしくは子育て支援課
（☎20-1538

会場＝スーパー・マスダ湖北店
（我孫子

ホームページhttp://www.city.nari
index0000.html）
へ。

市）
問い合わせ先＝湖北特別支援学校・大西
さん
（☎04-7188-0596）
かよう商店街

欠席者は受け取りに

成人式の記念品
成人式を欠席し記念品を受け取ってい
ない人は、2月28日㈫までに生涯学習
課
（市役所5階）
へ案内状を持ってきてく

日時
◦高等部…1月31日㈫・2月1日㈬ 午前
10時〜午後4時
◦中学部…2月2日㈭ 午前10時30分〜
午後3時

ださい。

会場＝イオンモール成田ガーデンコート

※くわしくは同課
（☎20-1583）
へ。

問い合わせ先＝香取特別支援学校・江川
さん
（☎0478-72-2911）

保育士のための

合同就職説明会
市内の保育園・小規模保育事業所が集
まり、就職を希望する人に求人内容や職

※くわしくは各問い合わせ先へ。
文化芸術センターで落語を

すかいたうん亭

場の説明、面接などを行います。

落語家の立川晴の輔さん、立川志の春

日時＝1月25日㈬ 午後2時〜5時

さんを迎え、
「志の輔一門兄弟会」
が行わ

会場＝市役所6階大会議室

れます。

対象＝保育士資格を持つ人
（3月末日ま

日時＝3月12日㈰ 午後2時から

でに取得見込みの人も含む）
持ち物＝写真を貼った履歴書
（面接を希
望する人）
※参加を希望する人は当日直接会場へ。
くわしくは保育課
（☎20-1607 ホー
ムページhttp://www.city.narita.c
hiba.jp/sisei/sosiki/hoiku/std00
45.html）
へ。
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伊能歌舞伎展
企画展
会場と日時

◦下総歴史民俗資料館…1月21日㈯〜2
月19日㈰
（月曜日を除く）午前9時〜
午後4時30分
◦スカイタウンギャラリー…2月25日
㈯〜3月12日㈰
（月曜日を除く）午前
10時〜午後5時
展示解説
日時＝3月5日㈰ 午後2時から
会場＝スカイタウンギャラリー
※入場は無料です。くわしくは下総歴史
民俗資料館
（☎96-0080、月曜日は休

から再開されます。

ta.chiba.jp/sisei/sosiki/kodomo/

実際に使用した衣装や貴重な資料を

館）または文化芸術センター
（☎20-1
133、月曜日は休館）
へ。
暮らしに有用な情報が満載

消費生活展

「みんなの強みを活かして暮らそう！
安全・安心な社会」
をテーマに、電気・
ガス・環境などについて、暮らしに役立
つ情報やヒントが紹介されます。
日時＝1月21日㈯・22日㈰ 午前10時〜
午後4時
会場＝ユアエルム成田センタープラザ
内容
◦クイズに答えて巡るスタンプラリー
（景品あり）
◦電気・ガス・環境などに関する製品の
紹介や、パネル・ポスターの展示
◦廃油から作った石けん、再生紙で作っ
たトイレットペーパー、手作りエコ作
品、うなりくん風船、各種啓発グッズ
などの配布
※くわしくは商工課
（☎20-1622）
へ。
アジア圏の旧正月を楽しむ

新春を祝う会

中国・韓国・モンゴルなどの料理・歌・

会場＝スカイタウンホール

踊りを楽しみ、旧正月を祝いませんか。

入場料＝1,000円

日時＝2月5日㈰ 午後1時から

入場券
（全席自由）販売開始日＝2月1日

会場＝中央公民館講堂

㈬
入場券販売場所＝文化芸術センター事務
室
（スカイタウン成田4階）
※くわしくは同センター
（☎20-1133、月
曜日は休館）
へ。

☎／市外局番の記載のないものは
「0476」
です

参加費＝300円
（材料費など。小学生以
下無料）
※参加を希望する人は当日直接会場へ。
くわしくは市国際交流協会
（☎23-32
31）
へ。

募 集

寒さに負けない体づくり

市体育館と大栄B＆G海洋センターで
使用できる、11回分で3,000円の回数

フォークダンス初心者講習会
日時＝2月16日㈭・23日㈭ 午後1時〜3
時

伝統料理に挑戦

太巻き寿司講習会
日時＝2月9日㈭ 午前9時30分〜午後2
時

会場＝中央公民館講堂

会場＝中央公民館調理室

さい。

参加費＝500円
（保険料など）

内容＝太巻き寿司
（アジサイ・文銭巻き）

会場＝市体育館

持ち物＝運動のできる服装、上履き

対象＝16歳以上の人

※申し込みは各講習日の3日前までに市レ

を作る
対象＝市内在住・在勤の20歳以上の人

定員＝各50人
（先着順）

クリエーション協会事務局
（生涯スポー

定員＝20人
（初めての人を優先に抽選）

参加費
（1回当たり）
＝市内在住・在勤・在

ツ課・☎20-1584）
へ。

参加費＝1,200円
（材料費）

学の人300円、そのほかの人400円
（保
険料を含む）
ヨガ教室
日時＝2月3日㈮・10日㈮・17日㈮・24

柔らかいボールで誰でも楽しめる

うなバレー大会

す

持ち物＝三角巾、エプロン、巻き簾
申込方法＝1月27日㈮
（必着）
までに、は
がきまたはEメールで住所・氏名・電

日時＝2月11日
（土・祝）午前9時から

話番号・行事名を農政課
（〒286-858

日㈮ ①午後1時30分〜2時45分②午

会場＝大栄B＆G海洋センター

5 花崎町760 Eメールnosei@city.n

後3時15分〜4時30分

チーム編成＝5〜8人
（男女混合）

arita.chiba.jp）
へ

申込開始日＝①1月16日㈪②1月17日㈫

参加費
（1人当たり）
＝100円
（保険料）

ナイト・ヨガ

申込方法＝2月3日㈮までにFAXまたは

日時＝2月13日㈪・27日㈪ 午後7時〜8
時30分

Eメールでチーム名・参加者氏名・
年齢・性別・代表者の連絡先を市ス

※くわしくは同課
（☎20-1541）
へ。
初心者教室も開催

市民ユニカール大会

申込開始日＝1月17日㈫

ポーツ推進委員連絡協議会事務局
（FA

日時＝2月25日㈯ 午前9時から

ピラティス教室

X22-4494 Eメールshosport@city.

会場＝市体育館

日時＝2月7日㈫・14日㈫・21日㈫・28

narita.chiba.jp）
へ

チーム編成＝3人
（1人での参加も可）

日㈫ 午後2時〜3時
申込開始日＝1月18日㈬
骨盤体操
日時＝2月9日㈭・23日㈭ 午後3時〜4時
申込開始日＝1月19日㈭

※くわしくは同事務局
（生涯スポーツ課・
☎20-1584）
へ。
初心者・女子・中級者に分かれて

市民テニス教室

参加費
（1人当たり）＝500円
（昼食代・
保険料）
持ち物＝運動のできる服装・上履き
※初心者教室も開催します。申し込みは
2月15日㈬までに市レクリエーション

認知症予防＆アルファエクササイズ

日時＝2月4日㈯ 正午〜午後3時

協会事務局
（生涯スポーツ課・☎20-

日時＝2月13日㈪・20日㈪・27日㈪ 午

会場＝中台運動公園テニスコート

1584）
へ。

後1時30分〜3時
申込開始日＝1月20日㈮
健康増進フィットネス体操
日時＝2月2日㈭・9日㈭・16日㈭・23
日㈭ 午後1時30分〜3時

内容＝初心者・女子・中級者に分かれて
の基本練習、ゲーム形式練習
対象＝市内在住・在勤・在学の15歳以
上の人、市テニス協会加盟クラブ員
※参加費は無料です。参加を希望する人

申込開始日＝1月23日㈪

は当日直接会場へ。くわしくは市テニ

初めてのエアロビクス

ス協会・青木さん
（☎090-4367-683

日時＝2月2日㈭・8日㈬・16日㈭・22

9）
へ。

日㈬ 午前10時〜11時30分
（8日・22
日は午後1時30分〜3時）
申込開始日＝1月24日㈫
※ヨガ教室は同日に①②両方の参加はで

市役所ロビーで演奏を

グランドピアノの一般開放
日時＝2月1日㈬・7日㈫・13日㈪・24

きません。申し込みは申込開始日の午

日㈮ 正午〜午後1時

前9時から市体育館
（☎26-7251）
へ。

会場＝市役所1階ロビー

成田市ホームページで「広報なりた」
の

PDF版・電子ブック版
が閲覧できます。ホームページアドレスは
http://www.city.narita.chiba.jpです。

対象＝市内在住・在勤・在学の人
（中学
生以下は保護者同伴）
定員＝各1組
（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは生涯学習課
（☎20-1534）
へ。

催し物

券を販売しています。ぜひ利用してくだ

お知らせ

市体育館のイベント

世界中の音楽で踊ろう

有機農業を体験

食と命の教室
1年を通じて田植え・稲刈り、野菜の
栽培、みそや稲わら納豆作りなどを学び
ます。
毎回、収穫物などのお土産付きです。
家族で参加しませんか。
日時＝2月18日㈯ 午前10時〜午後5時
（全10回。11月まで毎月1回開催）
会場＝おかげさま農場の畑
（伊能）
参加費＝年間3万8,000円
（1回ごとの参
加は4,500円。昼食代は別途1人500
円）
申込方法＝2月15日㈬までに、みんなの
農村ネットワークホームページ
（http:
//www.minson.jp/）
から申し込む
※くわしくは同事務局・片岡さん
（☎09
0-1461-3881）
へ。
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募 集
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お知らせ

MESSAGE BOARD

市役所を会場に

ふれあいコンサートの出演者
市役所1階ロビーなどで開催される

催し物

募 集
思い出をより美しく残す

ビデオカメラ講習会
日時＝2月22日㈬ 午前10時〜正午、午

「ふれあいコンサート」
に出演しませんか。
日時＝第4木曜日 午後0時10分〜0時50
分
申込方法＝生涯学習課ホームページ
（htt

会場＝市立図書館2階視聴覚製作室
内容＝ホームビデオの動画を5分程度に
編集して、上手な撮影方法を学ぶ
対象＝市内在住の人
定員と参加費＝各5人
（先着順）
・無料
持ち物＝編集したい動画

会場＝農産物加工施設
（一坪田）
内容＝みそ5kg分を仕込む

ある申請書に必要事項を書いて直接ま

参加費＝2,500円
（材料費）

たは郵送で生涯学習課
（市役所5階 〒2

持ち物＝漬物用ポリ容器など、みそを持

※電話での申請書請求もできます。くわ
しくは同課
（☎20-1534）
へ。
ごみ減量にアイデアを

リサイクルプラザ運営委員
リサイクル教室やフリーマーケットな
応募資格＝ごみの減量に関心があり、年

ち帰るための容器
申込方法＝2月3日㈮
（必着）までに、は
がきに住所・氏名・電話番号・午前ま
たは午後の希望を書いて農政課
（〒2
86-8585 花崎町760）
へ
※くわしくは同課
（☎20-1542）
へ。
平和を仕事にするために

防衛大学校学生と自衛官候補生

間10日程度の活動ができる市内在住

防衛大学校学生

の20歳以上の人
（平成29年4月1日現在）

応募資格＝高卒
（3月末日までに卒業見

募集人員＝3人程度
（選考あり）

なった防災団体
「一般社団法人防災ガー

午後1時〜3時30分
（午後の部）

定員＝各12人
（応募者多数は抽選）

27-2533、月曜日・祝日は休館）
へ。

インターネット検索ランキング5位に

時間＝午前9時〜11時30分
（午前の部）
、

対象＝市内在住の20歳以上の人

どの企画・運営に携わってみませんか。

防災講演会

期日＝2月24日㈮

download/shogaku0009.html）
に

※申し込みは視聴覚サービスセンター
（☎
災害への備えを楽しく学ぼう

味噌づくり講習会

p://www.city.narita.chiba.jp/sisei/

86-8585 花崎町760）
へ

後1時〜3時

仕込みの工程を体験

任期＝平成29年4月1日〜31年3月31
日

込みの人も含む）
で21歳未満の人
受付期間＝1月21日㈯〜27日㈮
1次試験日＝2月18日㈯

ル」
を講師に迎えます。

活動場所＝リサイクルプラザ

自衛官候補生
（男子）

日時＝2月12日㈰ 午後2時〜3時30分

応募方法＝2月28日㈫
（必着）
までに市ホー

応募資格＝18〜26歳の人

会場＝保健福祉館多目的ホール

ムページ
（http://www.city.narita.c

受付期間＝1月30日㈪まで

テーマ＝自然に楽しく取り入れる防災

hiba.jp/sisei/sosiki/clean/index

試験日＝2月5日㈰

定員＝180人
（先着順）

0001.html）
にある応募用紙に必要事

※くわしくは自衛隊成田地域事務所
（☎

参加費＝無料

項を書いて、直接または郵送でリサイ

※当日の気象状況などにより中止となる

クルプラザ
（〒286-0823 小泉344-

場合は、危機管理課ホームページ
（htt
p://www.city.narita.chiba.jp/sis
ei/sosiki/kiki/index0000.html）
でお
知らせします。申し込みは2月6日㈪ま
でに同課
（☎20-1523）
へ。

新春恒例
お年玉クロスワードの答え
（本紙1月1日号）

にほんいさん
当選者には1月下旬に記念品

（1,000円分の図書カード）
を送付
します。

※当選者の発表は、発送をもって
代えさせていただきます。くわ

しくは広報課
（☎20-1503）
へ。
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1）
へ
※くわしくはリサイクルプラザ
（☎36-10
00）
へ。
大栄B＆G海洋センターで

ヨガ教室

日時＝2月1日㈬・15日㈬・22日㈬ 午
前10時〜11時30分

22-6275）
へ。
ペットを初めて迎える人へ

正しい犬の飼い方教室
日時＝2月18日㈯ 午前10時〜正午
会場＝公津公民館
内容＝犬の習性や初歩的な訓練方法を、
訓練士の実演を通して学ぶ
対象＝初めて犬を飼う人やその家族
定員＝15組
（応募者多数は抽選）

会場＝大栄B＆G海洋センター武道場

参加費＝無料

対象＝16歳以上の人

申込方法＝2月3日㈮
（必着）
までに、はが

定員＝各50人
（先着順）

きまたはEメールで代表者の住所・氏

参加費
（1回当たり）
＝市内在住・在勤・

名・年齢・性別・電話番号・参加人数

在学の人300円、そのほかの人400円

（3人まで）
を公津公民館
（〒286-000

（保険料を含む）
※申し込みは1月17日㈫午前9時から同
センター
（☎73-5110、月曜日、祝日
の翌日は休館）
へ。

☎／市外局番の記載のないものは
「0476」
です

4 宗吾1-839-1 Eメールkominkan@
city.narita.chiba.jp）
へ
※犬の同伴はできません。くわしくは同
館
（☎26-9610、月曜日は休館）
へ。

