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東北復興支援Week
東日本大震災から6年

　東日本大震災の経験・教訓を共有し、
地域防災について考えてもらおうと、展
示やコンサートが行われます。コンサー
ト会場には、陸前高田小中学校復興支援
基金への募金箱が設置されます。
会場＝もりんぴあこうづ
展示
日時＝3月4日㈯〜12日㈰ 午前10時〜

午後7時
内容＝市民による復興支援活動報告・首

都直下地震に備える防災啓発など
東北復興支援音楽祭「光のとびら」
日時＝3月12日㈰ 午後1時から
※入場は無料です。鑑賞を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは、もりん
ぴあこうづ（☎27-5252、第4月曜日
は休館）へ。

ロビーコンサート
NPOアミーチあんだんてによる

日時＝3月12日㈰ 午後1時〜1時30分
会場＝国際文化会館大ホールロビー
内容＝フルート演奏
※入場は無料です。鑑賞を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは同館（☎23-
1331、月曜日、祝日の翌日は休館）へ。

COOL JAZZ IN NARITA
スカイタウンコンサート特別版

　グラミー賞受賞アルバムに参加した経
歴を持つサックス奏者・佐藤洋祐さんや
ニューヨークを拠点に活動するピアニス
ト・海

うん
野
の

雅
ただ

威
たか

さんらによるジャズ演奏で
す。
日時＝4月22日㈯ 午後6時から
会場＝スカイタウンホール
入場料＝2,000円
入場券（全席自由）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・3月21日㈫は休館）へ。

事例研究発表会・講演
介護の現状を考える

　「想いをカタチにする介護」をテーマ
に、成田国際福祉専門学校の学生が研究
結果を発表します。
　また、福祉の現状についての講演も行
われます。
日時＝3月2日㈭ 午後1時〜4時20分
会場＝国際文化会館国際会議室
入場料＝無料
※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福祉専門学校（☎
26-1511）へ。

倉木麻衣SAWAGE☆LIVE
国際文化会館で

日時＝3月18日㈯ 午後5時から
会場＝国際文化会館大ホール
入場料＝7,500円（3歳以下は無料。た

だし、座席を使用する場合は有料）
入場券（全席指定）予約方法＝次の通り受

け付けます（1人2枚まで）
◦会館友の会会員…2月24日㈮午前10

時から電話で国際文化会館（☎23-13 
31）へ（予定枚数に達し次第終了）
◦そのほかの人…2月25日㈯午前10時

から電話で国際文化会館へ。チケット
ぴあ・ローソンチケット・イープラス・
CNプレイガイドでも予約できます

※残席がある場合のみ、2月26日㈰午
前9時から窓口販売します。くわしく
は国際文化会館（☎23-1331、月曜
日、祝日の翌日は休館）へ。

　各地区で活動するサークル・団体が、作品や日頃の練
習の成果を披露します。
下総地区
日時
◦展示の部…2月21日㈫〜26日㈰ 午前9時〜午後9時
（26日は午後4時まで）

◦発表の部…2月25日㈯ 午前10時〜午後4時
会場＝下総公民館
内容
◦展示の部…俳句、写真、トールペイント、押し花、パッ

チワーク
◦発表の部…詩吟・詩舞、民謡、カラオケ、コーラス、
　読み語り、朗読、フォークダンス、太極拳、大正琴
問い合わせ先＝下総公民館（☎96-0090）
中郷地区
日時＝2月26日㈰ 午前10時〜午後3時

会場＝中郷公民館
内容＝健康体操・健康レシピの紹介、創作劇・コント・

舞踊・伝統芸能などの発表
問い合わせ先＝中郷公民館（☎22-4614）
大栄地区
日時
◦展示の部…3月4日㈯〜10日㈮ 午前9時〜午後9時（10

日は午後4時まで）
◦発表の部…3月5日㈰ 午前9時30分〜午後4時
会場＝大栄公民館
内容
◦展示の部…ペン習字、写真、生け花など
◦発表の部…詩吟・詩舞、民謡、大正琴など
問い合わせ先＝大栄公民館（☎73-7071）
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。くわしくは各問

い合わせ先（月曜日・祝日は休館）へ。

生 き が い セ ミ ナ ー

倉木麻衣さん
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ハーモニカ教室
楽譜が読めなくても大丈夫

日時＝3月15日㈬・22日㈬・29日㈬（全
3回） 午後4時〜5時30分
会場＝中央公民館
内容＝ハーモニカの吹き方を初歩から学

ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の小学生以上
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
持ち物＝C調の複音ハーモニカ
申込方法＝3月8日㈬（必着）までに、はが

きまたはEメールで住所・氏名・電話番
号・教室名を中央公民館（〒286-0017 
赤坂1-1-3 Eメールkominkan@city.
narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日・祝日は休館）へ。

予備自衛官補など
平和を守る仕事に

予備自衛官補
応募資格＝18〜33歳の人
受付期限＝4月7日㈮
試験期日＝4月14日㈮〜18日㈫のうち

1日
医科・歯科幹部
応募資格＝医師・歯科医師の免許を持つ人
受付期限＝4月21日㈮
試験期日＝5月12日㈮
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

お知らせ

バナー広告
市ホームページでPRを

　市ホームページのトップページに掲載
するバナー広告を募集しています。
掲載料（1枠当たり）＝月額3万円
規格＝縦60ピクセル×横150ピクセル

で20キロバイト以内
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

4月入所2次受け付け
市内保育所などの

　4月からの市内保育所などの入所希望
者の2次受け付けを行います。
日時＝3月3日㈮ 午前9時〜11時30分、

午後1時30分〜4時
会場＝市役所6階大会議室
対象＝1次受け付け（1月8日）以降に市

内に転入した人、1次受け付けで申し
込みしなかった人
入所基準＝市に住民記録があり、保護者

が仕事や病気などにより保育できない
家庭の乳幼児
申込書配布場所＝保育課（市役所2階）、

各保育所など
※5月以降の入所は、希望する月の前月

に受け付けます。くわしくは保育課（☎
20-1607）へ。

文化施設（ホール）の開放
成田国際高校で

　成田国際高校のホールを次の通り開放
します。ぜひ利用してください。
期間＝4〜9月の木・土・日曜日
時間＝午後2時〜6時（木曜日は午後6時

30分〜8時30分）
対象＝芸術文化の振興を目的とした社会

教育団体
使用料＝無料（冷暖房費は実費）
申込方法＝2月24日㈮までの午前9時〜

午後4時（土・日曜日を除く）に、成田
国際高校にある申請書に必要事項を書
いて同校へ

※くわしくは同校（☎27-2610）へ。

選挙人名簿の縦覧
平成29年3月2日現在の

　今回名簿に登録されるのは、平成11
年3月2日までに生まれ、平成28年12
月1日現在で市に住民記録があり、引き
続き3カ月以上住んでいる日本人です。
日時＝3月3日㈮〜7日㈫ 午前8時30分

〜午後5時
場所＝選挙管理委員会事務局（市役所4

階）
※土・日曜日に縦覧を希望する人は事

前に選挙管理委員会事務局（☎22-11 
11 内線3152）へ連絡してください。
くわしくは同事務局へ。

ウッドチップの無料配布
公園内の伐採樹木を活用

日時＝2月22日㈬〜24日㈮ 午前10時
〜午後3時（無くなり次第終了）
配布場所＝大谷津運動公園野球場3塁側

外周
対象＝市内在住で、袋詰め・積み込み・

運搬を自分でできる人
持ち物＝袋、スコップ
※希望する人は当日直接配布場所へ。大

量に必要な場合は事前に市体育館（☎
26-7251）へ連絡してください。くわ
しくは同館へ。

し催 物

演劇ワークショップ発表会
半年の稽古の集大成を

日時＝3月11日㈯ 午後2時から
会場＝もりんぴあこうづ
演目＝葉っぱのフレディーいのちの旅
定員＝185人（先着順）
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは、もりんぴあこうづ（☎27- 
5252、第4月曜日は休館日）へ。

いきいきフェスティバル
活動の成果を披露

日時＝3月4日㈯ 午前9時30分〜午後5
時
会場＝赤坂ふれあいセンター
内容＝同センターで活動するサークルや

シニア教養講座の受講生などによる舞
踊・ダンス・コーラス・楽器演奏など
の発表、絵画・書などの展示、茶席コー
ナー
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは同センター（☎26-0236）へ。

そろいの衣装で太極拳の演武

募 集
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市民農園の利用者
野菜作りを楽しもう

対象＝市内在住で、年間を通じて畑を管
理できる人
場所＝十余三（下図）
募集区画＝10区画程度（応募者多数は初

めての人を優先に抽選）
面積（1区画当たり）＝30㎡
貸付期間＝4月1日〜3月31日（更新可）
賃貸料＝年間5,000円
申込方法＝3月1日㈬（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・「市民農園利用
希望」を農政課（〒286-8585 花崎町
760 Eメールnosei@city.narita.chi 
ba.jp）へ（複数の応募は不可）

※くわしくは同課（☎20-1542）へ。

古文書から成田の歴史を学ぶかい
初めての人も歓迎

日時＝3月3日㈮ 午後2時〜4時
会場＝市役所3階第2応接室
講師＝小倉博さん（市文化財審議委員会

委員長）
定員＝40人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは2月28日㈫までに文化財

保護協会事務局（生涯学習課・☎20-
1534）へ。

園芸教室
美郷台地区会館ふれあい講座

日時＝3月5日㈰ 午後2時〜3時30分
会場＝美郷台地区会館
テーマ＝これからの蘭と草花の管理
講師＝金子黎

れい
次
じ

さん（県生涯大学校園芸
科講師）
定員＝40人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同館（☎24-4352、月曜

日・祝日は休館）へ。

ヨガ教室
大栄B＆G海洋センターで

日時＝3月1日㈬・8日㈬・15日㈬・22
日㈬ 午前10時〜11時30分
会場＝大栄B＆G海洋センター武道場
対象＝16歳以上の人
定員＝各50人（先着順）
参加費（1回当たり）＝市内在住・在勤・

在学の人300円、そのほかの人400
円（保険料を含む）

※申し込みは午前9時から同センター
（☎73-5110、月曜日、祝日の翌日は
休館）へ。

グランドピアノの一般開放
市役所ロビーで演奏を

　市役所1階ロビーにあるグランドピア
ノ（カワイCA-40）を一般開放します。
日時＝3月9日㈭・15日㈬・21日㈫・

27日㈪ 正午〜午後1時
会場＝市役所1階ロビー
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
※ピアノ以外の楽器の演奏はできません。

申し込みは生涯学習課（☎20-1534）へ。

世界の料理を楽しむ会
ロシアの家庭の味を

日時＝3月4日㈯ 午前10時から
会場＝中央公民館
内容＝ロシア出身の講師と共にロシアの

家庭料理であるボルシチ、ソーセージ
パンのほか、洋ナシのパイを作る
定員＝25人（先着順）
参加費＝700円（材料費など。国際交流

協会会員は500円）
持ち物＝エプロン、三角巾
※申し込みは市国際交流協会事務局（☎

23-3231）へ。

市体育館のイベント
寒さを吹き飛ばせ

会場＝市体育館
対象＝16歳以上の人
定員＝各50人（先着順）
参加費（1回当たり）＝市内在住・在勤・

在学の人300円、そのほかの人400
円（保険料を含む）
申込方法＝申込開始日の午前9時から市

体育館（☎26-7251）へ。ヨガ教室は
同日に①②両方の参加はできません
ヨガ教室
日時＝3月3日㈮・10日㈮・17日㈮・

24日㈮ ①午後1時30分〜2時45分②
午後3時15分〜4時30分
申込開始日＝①2月15日㈬②2月16日

㈭
ナイト・ヨガ
日時＝3月13日㈪・27日㈪ 午後7時〜

8時30分
申込開始日＝2月16日㈭
ピラティス教室
日時＝3月7日㈫・14日㈫・21日㈫・

28日㈫ 午後2時〜3時
申込開始日＝2月17日㈮
骨盤体操
日時＝3月9日㈭・23日㈭ 午後3時〜4

時
申込開始日＝2月20日㈪
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝3月13日㈪・27日㈪ 午後1時30

分〜3時
申込開始日＝2月21日㈫
健康増進フィットネス体操
日時＝3月2日㈭・9日㈭・16日㈭・23

日㈭・30日㈭ 午後1時30分〜3時
申込開始日＝2月22日㈬
初めてのエアロビクス
日時＝3月2日㈭・8日㈬・16日㈭・22

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＝2月23日㈭
※11回分で3,000円の回数券が利用で

きます。くわしくは市体育館へ。

至成田空港

市民農園

至千葉

至久住駅

国道51号

十余三運動施設（旧東小学校）

至香取

JCスポーツ公園
成田クリーンパーク

十余三トンネル
十余三パークゴルフ場

四本木バス停

東関東自動車道 至大栄 I.C至成田 I.C

スマートフォンで読む「広報なりた」

専用アプリを無料でダウンロードできます。

重厚な音を楽しんで



広報なりた 2017.2.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です13

募
　
集

お
知
ら
せ

催 

し 

物

MESSAGE BOARD

伝 板言

非常勤職員
社会福祉課で

応募資格＝次のいずれかに当てはまる人
◦社会福祉士または精神保健福祉士の資

格を持っている
◦生活保護関係業務の経験がある
募集人員＝1人
業務内容＝生活に困って生活保護を考え

ている人の面接相談
勤務期間＝5月1日〜3月31日
勤務日時＝月〜金曜日（祝日を除く）、午

前9時〜午後5時
勤務場所＝社会福祉課（市役所議会棟1

階）
時給＝1,440円
応募方法＝2月28日㈫（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
社会福祉課（〒286-8585 花崎町76 
0）へ。後日、面接日を通知します

※くわしくは同課（☎20-1536）へ。

春季バレーボール大会
6人制チームで対戦

　市内最上位になったチームは、5月に
旭市で行われる東部五市体育大会に出場
できます。
期日＝3月20日（月・祝）
会場＝市体育館
競技方法＝男女別6人制によるトーナメ

ント
対象＝高校生以上
参加費（1チーム当たり）＝3,000円（施

設使用料など）
持ち物＝シューズ、タオル、飲み物、昼

食
申込方法＝3月3日㈮までに電話または

Eメールで代表者の住所・氏名・電話
番号・チーム名を市体育協会事務局

（☎33-3811 Eメールnrtaikyo@po 
rtland.ne.jp）へ

※くわしくは同事務局へ。

非常勤職員
水道部工務課で

応募資格＝基本的なパソコン操作ができ
る人
募集人員＝1人
業務内容＝データ入力、書類整理など
勤務期間＝4月1日〜3月31日
勤務日時＝週3日程度（土・日曜日、祝

日を除く）、午前9時〜午後4時
勤務場所＝水道部工務課
時給＝930円
応募方法＝2月28日㈫（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
水道部工務課（〒286-0012 山口29 
3-1）へ。3月10日㈮に面接を行いま
す

※くわしくは同課（☎22-0269）へ。

非常勤職員
社会福祉協議会で

応募資格＝基本的なパソコン操作と接客
ができる人
募集人員＝1人
業務内容＝受け付け・館内整理などの管

理業務
勤務期間＝4月1日〜3月31日
勤務日時＝月14日以内（土・日曜日、祝

日を含む）、午後5時〜9時30分
勤務場所＝保健福祉館
時給＝1,010円
応募方法＝2月28日㈫（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
社会福祉協議会（〒286-0017 赤坂
1-1-3）へ。後日、面接日を通知しま
す

※くわしくは同協議会（☎27-7755）へ。

市民パークゴルフ大会
ホールインワンも狙える

日時＝3月13日㈪ 午前8時15分集合（雨
天決行）
会場＝久住パークゴルフ場
定員＝100人（先着順）
参加費＝1,000円（昼食代など）
申込方法＝3月7日㈫（月曜日を除く）ま

でに参加費を持って久住パークゴルフ
場または十余三パークゴルフ場へ

※くわしくは市レクリエーション協会事務局
（生涯スポーツ課・☎20-1584）へ。

バウンドテニス合同練習会
体験教室も開催

日時＝3月15日㈬・22日㈬ 午後1時30
分〜4時
会場＝市体育館
参加費（1日当たり）＝100円（保険料）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、飲

み物、ラケット（貸し出しあり）
※申し込みは開催日の前日までに市レク

リエーション協会事務局（生涯スポー
ツ課・☎20-1584）へ。

市民テニス教室
レベルに応じたレッスンを用意

日時＝3月4日㈯ 正午〜午後3時
会場＝中台運動公園テニスコート
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・在勤の15歳以上の人、

市テニス協会加盟クラブ員
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市テニス協会・青木さん
（☎090-4367-6830）へ。

太巻き寿司を作ろう
アグリライフなりた会員と

日時＝3月9日㈭ 午後1時〜3時30分
会場＝中央公民館調理室
内容＝太巻き寿司（桃の花、赤トンボ）を

作る
対象＝市内在住・在勤の20歳以上の人
定員＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,100円（材料費）
持ち物＝三角巾、エプロン、巻き簾

す

申込方法＝2月28日㈫（必着）までに、
はがきまたはEメールで住所・氏名・
電話番号・行事名を農政課（〒286-
8585 花崎町760 Eメールnosei@ci 
ty.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1541）へ。

出来栄えに思わず笑みが

募 集


