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花苗の配布・施設の開放
3月27日は市民の日

　市民の日を記念して、次の日程で花苗
の配布や施設の開放が行われます。
花苗の無料配布
日時＝3月25日㈯ 午前9時から
場所＝市体育館
定員＝300人（先着順。1人1苗）
問い合わせ先＝市体育館（☎26-7251）
施設の無料開放
施設と利用日時
◦市体育館トレーニング室・卓球室・剣

道場・柔道場・弓道場（個人利用のみ）
…3月25日㈯ 午前9時～午後9時

◦大栄B＆G海洋センターアリーナ・武
道場・運動場（個人利用のみ）…3月
25日㈯ 午前9時～午後9時（運動場は
午後5時まで）

◦久住体育館（個人利用のみ）…3月25
日㈯ 午前9時～午後9時

◦坂田ヶ池総合公園キャンプ場…3月
27日㈪ 午前9時～午後4時。宿泊は
26日㈰午後4時～28日㈫午前9時が
無料
問い合わせ先＝市体育館（☎26-7251）
（坂田ヶ池総合公園キャンプ場は、同
公園管理事務所（☎29-1161））

※予約が優先されます。くわしくは各問
い合わせ先へ。

文化芸術センターの貸し出し
活動の成果を発表する場に

　最新の設備を備えた多目的ホールや
ギャラリー、音楽室を貸し出しています。
貸出時間＝午前9時～午後9時30分
休館日＝月曜日（月曜日が祝日の場合は

次の平日）、12月29日～31日
予約方法＝文化芸術センター事務室（ス

カイタウン成田4階）で使用者登録を
した後、事務室またはインターネット

（https://www.cm1.eprs.jp/yoya 
ku-chiba/jw/view/user/homeIn 
dex.html?communitycd=U8）で予
約する（12カ月先まで可）

※くわしくは同センター（☎20-1133）へ。

選挙人名簿
登録者数が確定

　平成29年3月2日現在の選挙人名簿の
登録者数が次の通り確定しました。
◦男 …… 53,353人
◦女 …… 53,351人
◦合計…106,704人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

22-1111 内線3152）へ。

ハロートレーニング
希望の就職を実現

　ハロートレーニング（公的職業訓練）は、
就職に必要な知識や技能を習得したり、
転職に有利になるようキャリアアップを
図ったりするための訓練です。
　ほかにも、障がいのある人を対象とし
た訓練などがあります。
※くわしくはハローワーク成田（☎89-

1700 ホームページhttp://chiba-ro 
udoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）へ。

NARITA Enjoy Morning
毎週火曜日にベイエフエムで

　県内外の人に成田の魅力を知っても
らおうと、ベイエフエム（78MHz）で2
分間の市の広報番組「N

ナ リ タ
ARITA E

エンジョイ
njoy 

M
モ ー ニ ン グ

orning」を放送しています。
放送時間＝火曜日 午前8時57分～8時

59分
※インターネットストリーミングによる

放送「r
ラ ジ コ
adiko」（http://radiko.jp/）で

も聞くことができます。くわしくは広
報課（☎20-1503）へ。

し催 物

もりんぴあ日曜美術館
アートに触れてみませんか

日時＝4月16日㈰ 午前10時30分～正午
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝絵画作品を専門家の説明を聞きな

がら鑑賞する
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、もりんぴあこうづ（☎27-
5252、第4月曜日は休館）へ。

自閉症のひとたちの絵画展
発達障がいなどを持つ人の作品を

　4月2日㈰は「世界自閉症啓発デー」、4
月2日㈰～8日㈯は「発達障害啓発週間」
です。これに合わせて、自閉症など発達
障がいのある人たちが描いた絵画が次の
通り展示されます。
日時＝4月3日㈪～7日㈮ 午前8時30分

～午後5時15分
会場＝市役所1階ロビー
※入場は無料です。くわしくは障がい者

福祉課（☎20-1539）へ。

Happy クローバーコンサート
心に響く演奏を

日時＝5月20日㈯ 午後2時から
会場＝国際文化会館大ホール
内容＝ピアノ、バイオリン、フルート、

オカリナの演奏と合唱
出演＝NPOアミーチあんだんてほか
入場料＝1,500円（高校生以下は1,000

円。当日は300円増し）
入場券（全席自由）販売場所＝国際文化会

館、ボンベルタ成田店1階サービスカ
ウンター、新星堂成田ユアエルム店、
ヨネダカメラ店、多古町コミュ二ティ
プラザ

※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。

雛人形とアンティークドール展
下総歴史民俗資料館で

期間＝3月31日㈮まで（月曜日・3月21
日㈫を除く）
時間＝午前9時～午後4時30分
会場＝下総歴史民俗資料館
※入場は無料です。くわしくは同館（☎

96-0080）へ。

ホームページで情報提供
行方不明のペット

　行方不明または保護されてい
るペットの情報を市ホームペー
ジで紹介しています。
URL＝http://www.city.narita.

chiba.jp/sisei/sosiki/eisei/
std0014.html

※くわしくは環境衛生課（☎20-
1531）へ。
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市体育館のイベント
体を動かし気分爽快に

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＝4月7日㈮・14日㈮・21日㈮・28

日㈮ ①午後1時30分～2時45分②午
後3時～4時15分
申込開始日＝①3月15日㈬②3月16日

㈭
ナイト・ヨガ
日時＝4月10日㈪・24日㈪ 午後7時～

8時30分
申込開始日＝3月16日㈭
ピラティス教室
日時＝4月4日㈫・11日㈫・18日㈫・25

日㈫ 午後2時～3時
申込開始日＝3月17日㈮
骨盤体操
日時＝4月13日㈭・27日㈭ 午後2時～

3時
申込開始日＝3月21日㈫
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝4月10日㈪・17日㈪・24日㈪ 午

後1時30分～3時
申込開始日＝3月22日㈬
健康増進フィットネス体操
日時＝4月6日㈭・13日㈭・20日㈭・27

日㈭ 午後1時30分～3時
申込開始日＝3月23日㈭
初めてのエアロビクス
日時＝4月6日㈭・12日㈬・20日㈭・26

日㈬ 午前10時～11時30分（12日・
26日は午後1時30分～3時）
申込開始日＝3月24日㈮
※参加費の支払いに利用できる、11回

分で3,000円の回数券を販売してい
ます。くわしくは市体育館へ。

成田市国際交流協会
一緒に活動しませんか

　「外国人と交流したい」「語学力を生か
したい」と考えている皆さん、会員にな
りませんか。
活動内容＝国際交流イベントの企画・運

営、語学・ホストファミリーボラン
ティアとして海外からの訪問団の受け
入れ、会報誌「ニューズレター」（月1
回発行）の編集・発行など
会費（年額）
◦個人…1,000円（学生は500円）
◦団体・法人…5,000円
申込方法＝成田市国際交流協会（市役

所3階広報課内）または同協会ホーム
ページ（http://www.ngy.3web.ne. 
jp/~nifs/）にある入会申込書を、直接
または郵送で同協会（〒286-8585 花
崎町760）へ

※くわしくは同協会事務局（☎23-323 
1）へ。

大栄B＆G海洋センターのイベント
ヨガに挑戦

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）
申込方法＝申込開始日の午前9時から大

栄B＆G海洋センター（☎73-5110、
月曜日、祝日の翌日は休館）へ
ヨガ教室
日時＝4月5日㈬・13日㈭・19日㈬・

27日㈭ 午前10時～11時30分
申込開始日＝3月15日㈬
シェイプアップ・ヨガ
日時＝4月7日㈮・21日㈮ 午前10時～

11時
申込開始日＝3月16日㈭
※くわしくは同センターへ。

NARITA 少年の翼
姉妹都市でホームステイ

派遣期間＝8月16日㈬～23日㈬
派遣先＝フォクストン（ニュージーラン

ド）ほか
国内研修＝6～9月に6回（宿泊研修あり）
応募資格＝市内在住の小学5年～中学2

年生で、全ての研修に参加でき、計画
に従い規律ある団体生活ができる人
定員＝男女各16人（応募者多数は抽選）
参加費＝16万円程度（国内研修費を含

む。原油高騰の場合は追加料金の可能
性あり）
申込方法＝5月10日㈬（必着）までに各

公民館または成田青年会議所にある応
募用紙を、成田青年会議所事務局「少
年の翼」係（〒286-0046 飯仲45 成
田市総合流通センターサービス棟2階
204号）へ

※派遣期間は変更になる場合がありま
す。くわしくは同事務局（☎23-1900 
ホームページhttp://www.naritajc.
com/）へ。

千葉県の集いin成田
微生物を使った農業などを学ぶ

日時＝4月15日㈯ 午後2時15分～4時
40分
会場＝国際文化会館大ホール
内容＝EM（有用微生物）を活用した農業

と環境保全について学ぶ
講師＝比嘉照夫さん（琉球大学名誉教授）
※入場は無料です。当日は午後0時30

分から映画「蘇生」の上映（入場料は前
売り500円、当日は700円）もありま
す。申し込みはEM成田緑の会・坂本
さん（☎090-5503-8754）へ。

シニアのためのお仕事説明会
レジ接客や清掃など

　60歳以上の人を対象にした、セブン-
イレブンでの働き方の説明会が開催され
ます。
日時＝3月29日㈬ 午前10時～11時30分
会場＝国際文化会館第1会議室
定員＝30人（先着順）
※申し込みは月～金曜日の午前9時30

分～午後5時にセブンイレブン千葉事
務所（☎043-274-6511）へ。

会員限定のイベントも（英会話サロン）

募 集
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親子記者事業
長崎で平和への願いを取材

期間＝8月8日㈫～11日（金・祝）
取材場所＝長崎市内（原爆資料館など）
内容＝8月9日㈬の長崎原爆犠牲者慰霊

平和祈念式典に参列し、平和のために
取り組む人などを取材して新聞にする
対象＝小学生（4年生以上）と保護者
定員＝全国で18組（応募者多数は抽選）
応募方法＝5月8日㈪（必着）までに日本非

核宣言自治体協議会ホームページ（ht 
tp://www.nucfreejapan.com/oy 
akokisya.htm）にある申込書をEメー
ルで同協議会事務局（Eメールinfo@n 
ucfreejapan.com）へ。Eメールで応
募できない場合のみ郵送（〒852-811 
7 長崎市平野町7-8 長崎市平和推進
課内）も可

※宿泊代・交通費・取材経費は補助があ
ります。くわしくは同協議会事務局（☎
095-844-9923）へ。

危険物取扱者試験
受験者のための講習会も

危険物取扱者試験
期日＝6月11日㈰
会場＝日本大学実籾校舎（習志野市）
受験料＝甲種5,000円、乙種3,400円、

丙種2,700円
申込方法＝3月24日㈮～4月21日㈮に、

各消防署にある願書を直接または郵送
（当日消印有効）で消防試験研究セン
ター千葉県支部（〒260-0843 千葉市
中央区末広2-14-1）へ。同センターホー
ムページ（https://www.shoubo-sh 
iken.or.jp/）からも申請できます（3月
21日㈫～4月18日㈫）
受験者講習会
日時＝5月13日㈯ 午前9時30分～午後

4時45分
会場＝県教育会館（千葉市）
受講料＝3,600円（テキスト代は実費）
申込方法＝4月17日㈪～21日㈮に予防

課（市役所地下1階）にある申込書を受
講料と共に同課へ

※くわしくは、試験については消防試
験研究センター千葉県支部（☎043-
268-0381）、講習会については予防
課（☎20-1591）へ。

リサイクル製品の販売
きれいに修理してまだ使える

日時＝4月13日㈭～16日㈰ 午前9時～
午後4時
会場＝リサイクルプラザ
リサイクル製品＝自転車、家具類
価格＝1点5,000円以内
対象＝市内在住で、品物を持ち帰ること

ができる人（希望者には建物1階まで
の運送を有料で行います）
申込方法＝リサイクルプラザにある申

込用紙を提出（本人・同居の家族のみ
可）。申込時に本人確認を行います。
運転免許証など住所・氏名を確認でき
るものを持ってきてください
抽選日＝4月18日㈫（当選者にはがきで

通知）
※申し込みのなかった品物は18日の午

後1時から即売します。くわしくはリ
サイクルプラザ（☎36-1000）へ。

チャリティーフォークダンス大会
世界の民俗舞踊を体験

　参加費の一部は社会福祉協議会へ寄付
され、社会福祉事業に活用されます。
日時＝4月17日㈪ 午前9時40分～正午
会場＝保健福祉館
参加費＝500円（保険料、寄付金を含む）
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは4月12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。

楽々健康ボウリング教室
適度な運動で若々しく

日時＝4月7日・14日・21日・28日、5月
12日の金曜日（全5回） 午前10時30分
～11時50分
会場＝ラクゾー成田店（ボンベルタ成田

店5階）
対象＝60歳以上の人
定員＝20人（先着順）
参加費（1日当たり）＝600円（ゲーム代。

貸し靴代は実費）
持ち物＝運動のできる服装、靴下、タオ

ル
※申し込みは4月5日㈬までに市ボウリ

ング協会事務局（ラクゾー成田店・☎
33-6752）へ。お気に入りを見つけて

　本市と千葉ロッテマリーンズがフ
レンドシップシティ・プログラム協定
を結んだことを記念して、抽選で50
組100人をマリーンズの試合に招待
します。
　抽選に外れた人も、割引価格でチ
ケットを購入できます。
日時＝4月16日㈰ 午後1時から
会場＝ZOZOマリンスタジアム（千

葉市）
対戦カード＝千葉ロッテマリーンズ

対埼玉西武ライオンズ
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝3塁側内野指定席S10組、3塁

側内野指定席B40組（応募者多数
は抽選）
申込方法＝3月29日㈬（必着）までに

往復はがきに住所・氏名（フリガ

ナ）・勤務先または学校名（市内在
勤・在学の人のみ）・電話番号・

「千葉ロッテマリーンズ戦観戦希
望」と書いて、生涯スポーツ課

（〒286-8585 花崎町760）へ（複
数の応募は不可）。後日、返信は
がきで結果を通知します
観戦方法＝試合当日に当選はがきを

会場「Mチケット一般窓口」へ持っ
ていき、チケットと交換する（当
選はがき1枚につきチケット2枚
と引き換え）。落選した人も、同
窓口で落選はがき1枚につき内野
自由席を大人1枚2,000円、子ど
も1枚1,000円で合計4枚まで購
入できます

※くわしくは生涯スポーツ課（☎20-
1584）へ。

千葉ロッテマリーンズの試合に招待
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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
◦薬剤師、看護師、保健師のいずれかの

資格を持つ人
◦社会福祉士の資格を持ち、医療機関な

どで医療に関する相談業務の経験があ
る人

◦医療機関や薬局での報酬請求事務で3
年以上の経験がある人
募集人員＝若干名
業務内容＝生活保護受給者の医療に関す

る相談や助言、医療機関との連絡調整
勤務期間＝4月1日～3月31日
勤務日時＝月～金曜日（祝日を除く。日

数は応相談）、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）ほか
時給＝1,440円
応募方法＝3月28日㈫（必着）までに写

真を貼った履歴書と資格が確認できる
書類の写しを直接または郵送で社会福
祉課（〒286-8585 花崎町760）へ。後
日、面接日を通知します

※くわしくは同課（☎20-1536）へ。

非常勤職員
児童ホームで

応募資格＝18歳以上で、業務に意欲的
に取り組める人
募集人員＝5人程度
業務内容＝留守家庭児童（小学生）の育成

支援
勤務期間＝4月1日～3月31日
勤務日時＝月～土曜日（祝日・年末年始な

どを除く）、午後1時30分～7時の間の
シフト勤務（土曜日・学校休業日は午前
7時30分から）
勤務場所＝市内児童ホーム
時給＝教諭免許・保育士などの資格あり 

1,200円、資格なし 1,160円
応募方法＝3月22日㈬（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
保育課（市役所2階 〒286-8585 花
崎町760）へ。後日、面接日を通知し
ます

※くわしくは同課（☎20-1607）へ。

グランドピアノの一般開放
市役所ロビーで演奏を

日時＝4月3日㈪・11日㈫・19日㈬・
28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
※楽器を持ち込んでの演奏はできません。

申し込みは生涯学習課（☎20-1534）へ。

親子たけのこ掘りと竹細工教室
自然の恵みを受け取ろう

　旬のタケノコを親子で掘ってみません
か。篠鉄砲や小物入れなどの竹細工作り
も行います。
日時＝4月15日㈯ 午前9時～正午
会場＝八生公民館
対象＝小学生と保護者
定員＝16組（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝3月30日㈭（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・保護者と
子どもの氏名（フリガナ）・性別・学校
名・学年・電話番号・教室名を八生公
民館（〒286-0846 松崎317 Eメー
ルkominkan@city.narita.chiba.j 
p）へ

※くわしくは同館（☎27-1533、月曜
日・祝日・3月21日㈫は休館）へ。

法務省専門職員（人間科学）
非行少年の更生を支える

　人事院・法務省では、矯正心理専門
職・法務教官・保護観察官を募集します。
試験案内配布場所＝法務省ホームページ
（http://www.moj.go.jp/shikaku_
saiyo_index.html）
申込方法＝3月31日㈮～4月12日㈬に

人事院ホームページ（http://www.
jinji-shiken.go.jp/juken.html）から
申し込む

※くわしくは法務省東京矯正管区（☎04 
8-600-1502）へ。

募 集

　「外国人のための日本語教室」の生徒と、そこで教える
ボランティアを募集します。ボランティアを希望する人
は、「日本語ボランティア養成講座」を受講してください。
会場＝中央公民館
参加費＝無料
外国人のための日本語教室
日時と内容
◦火曜クラス…午前10時～正午・会話中心
◦水曜クラス…午後7時～9時・読み書き中心
◦金曜クラス…午前10時～正午・会話中心
◦土曜クラス…午後7時～9時・会話中心
対象＝市内・近隣市町に在住の外国人
申�込方法＝在留カードまたはパスポートを持って中央公民

館へ

日本語ボランティア養成講座
日�時＝4月13日・20日・27日、5月25日、6月1日・8日

の木曜日（全6回） 午後2時～4時（このほかに期間中、
現場実習があります）
内�容＝外国人に初級程度の日本語を教えるのに必要な知

識を習得する
対�象＝事前に「外国人のための日本語教室」を見学でき、

講座終了後に同教室で活動できる人
定員＝15人（応募者多数は抽選）
持ち物＝指定する日本語学習教材
申�込方法＝3月31日㈮（必着）までに、はがきまたはE

メールで住所・氏名（フリガナ）・電話番号・日本語
教室での活動希望クラスを中央公民館「日本語ボラン
ティア養成講座」係（〒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・3月
21日㈫は休館）へ。

外国人のための日本語教室と
日本語ボランティア


