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市営プール
7月1日にオープン

期間＝7月1日㈯・2日㈰・8日㈯・9日
㈰、7月15日㈯〜8月31日㈭
時間＝午前9時〜午後5時（7月16日㈰

〜8月15日㈫は午後6時まで）
場所＝中台運動公園水泳プール、大谷津

運動公園プール
料金＝小中学生100円、高校生以上210

円（幼児は無料）
※悪天候などで閉場することもあります。

くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

ライトダウンキャンペーン
夏至と七夕の夜に消灯を

　国では地球温暖化防止のため、家庭な
どでの消灯を呼び掛けるライトダウン
キャンペーンを6月21日㈬〜7月7日㈮
に実施します。
　特に6月21日（夏至）と7月7日（七夕）の
午後8時〜10時に、全国の施設や家庭で
一斉に消灯するよう呼び掛けています。
日常でいかに照明が使用されているか考
える機会にしましょう。
　環境省特設ホームページ（http://fun 
toshare.env.go.jp/coolearthday/）
で、企業などの参加を受け付けています。
※くわしくは環境計画課（☎20-1533）へ。

久住パークゴルフ場
一時休場します

　久住パークゴルフ場は、グリーン張り
替えとその養生のため7月19日㈬〜9月
8日㈮は使用できません。
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 

84）へ。

経営所得安定対策の申請
水田・畑作農家の人へ

　市では、経営所得安定対策の申請を次
の通り受け付けています。
申込期限＝6月30日㈮
申込場所＝農政課（市役所4階）、下総・

大栄支所、成田市農協各支所、かとり
農協各経済センター

※くわしくは、制度については農林水産
省ホームページ（http://www.maff.g 
o.jp/）、申請書の提出については農政課

（☎20-1541）へ。

し催 物

印旛支部消防操法大会
新勝寺と八代が出場

　印旛郡市の9市町それぞれの消防操法
大会で優勝した消防団が一堂に会し、消
防操法技術を競います。
　平成28年10月に行われた成田市消防
操法大会で優勝した新勝寺（ポンプ車の
部）と八代（小型ポンプの部）が、市の代
表として出場します。
日時＝7月2日㈰ 午前8時30分から
会場＝大栄運動場
※くわしくは消防総務課（☎20-1590）へ。

スカイタウンコンサート
ギターとチェンバロの共演

　クラシックギター奏者の頼本小次郎さ
んとチェンバロ奏者の長久真実子さんが
出演します。多彩な音色を奏でるクラ
シックギターと優美なチェンバロ演奏が
織りなす世界をお楽しみください。
日時＝8月26日㈯ 午後3時から
会場＝スカイタウンホール
定員＝250人
入場料（全席指定）＝1,000円
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・7月18日㈫は休館）へ。

市川海老蔵古典への誘い
成田で舞踊公演

日時＝10月21日㈯ 
午後1時から、午
後5時から
会場＝国際文化会館

大ホール
演目＝身

みがわりざぜん
替座禅、男

おと

伊
こだ

達
てはなのよしわら

花廓
入場料（全席指定）＝S席9,000円、A席

6,500円
入場券販売開始日＝6月24日㈯
入場券販売場所＝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
※くわしくは国際文化会館（☎23-1331、

月曜日・7月18日㈫は休館）へ。

七夕コンサートinもりんぴあ
星や宇宙にちなんだ曲を

日時＝7月1日㈯ 午後2時から
会場＝もりんぴあこうづ
定員と入場料＝185人（先着順）・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（☎27-5 
252、第4月曜日は休館）へ。

フレンドリータウンデイズ
鹿島アントラーズを応援しよう

　7月29日㈯に行われるサッカー Jリー
グの「鹿島アントラーズ対ヴァンフォー
レ甲府」戦に市民を招待・優待します。
日時＝7月29日㈯ 午後6時30分から
会場＝カシマサッカースタジアム（茨城

県鹿嶋市）
対象＝市内在住・在勤・在学の人（無料

招待は、小学〜高校生・65歳以上の
人・鹿島アントラーズファンクラブ会
員。そのほかの人は、1,000円での優待）
観戦方法＝市内各所で配布されるチケッ

ト引換券を持って、試合当日、会場の
「イベント窓口」で、チケットと交換す
る。交換するときは、市内在住・在勤・
在学であることを証明できるもの（運
転免許証、保険証、身分証明書、生徒
手帳など）が必要です
チケット引換券配布場所＝市役所（1階行

政資料室、4階スポーツ振興課）、下総・
大栄支所、各公民館、美郷台地区会館、
もりんぴあこうづ、三里塚コミュニティ
センター、保健福祉館、成田観光館、
成田市観光案内所、国際文化会館、市
体育館、豊住ふれあい健康館

※くわしくはスポーツ振興課 （☎20-15 
84）へ。

発表展示会
成田市文化団体連絡協議会

日時＝6月17日㈯・18日㈰ 午前10時
〜午後4時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝舞踊・民謡・箏曲・軽音楽・大正

琴などの発表と書道・華道・短歌・絵
画などの展示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは文化国際課（☎20-1534）へ。
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市体育館のイベント
健康づくりのために

　11回分で3,000円の回数券を販売し
ています。ぜひ利用してください。
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両方への参加はできません
ヨガ教室
日時＝7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＝①6月15日㈭②6月16日

㈮
ナイト・ヨガ
日時＝7月10日㈪・24日㈪ 午後7時〜

8時30分
申込開始日＝6月16日㈮
ピラティス教室
日時＝7月4日㈫・11日㈫・18日㈫・

25日㈫ 午後2時〜3時
申込開始日＝6月19日㈪
骨盤体操
日時＝7月13日㈭・27日㈭ 午後2時〜

3時
申込開始日＝6月20日㈫
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝7月10日㈪・24日㈪・31日㈪ 午

後1時30分〜3時
申込開始日＝6月21日㈬
健康増進フィットネス体操
日時＝7月6日㈭・13日㈭・20日㈭・27

日㈭ 午後1時30分〜3時
申込開始日＝6月22日㈭
初めてのエアロビクス
日時＝7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＝6月23日㈮
※くわしくは市体育館へ。

バウンドテニス体験教室
ラリーを続けよう

日時＝7月14日㈮・21日㈮ 午後7時〜
8時45分
会場＝市体育館
定員＝各20人（応募者多数は抽選）
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（貸し出し有り）
※申し込みは各開催日の前日までに市レ

クリエーション協会事務局（スポーツ
振興課・☎20-1584）へ。

ベビーマッサージ
赤ちゃんとスキンシップを

日時＝7月3日㈪ 午前10時30分〜11時
30分
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝生後2カ月からはいはい前の赤

ちゃんと親
定員＝10人（先着順）
参加費＝300円（オイル・シート代）
持ち物＝大きめのバスタオル、飲み物
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎

27-5252、第4月曜日は休館）へ。

千葉ロッテの試合に招待
対北海道日本ハム戦を観戦

　千葉ロッテマリーンズ対北海道日本
ハムファイターズの試合に抽選で50組
100人を招待します。
　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＝7月2日㈰ 午後2時から
会場＝ZOZOマリンスタジアム（千葉市）
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＝6月23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、スポー
ツ振興課（〒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（当選はがき
1枚につきチケット2枚と引き換え可
能）

※くわしくは同課（☎20-1584）へ。

お知らせ

選挙人名簿
登録者数が確定

　平成29年6月1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･･････53,312人
◦女･･････53,327人
◦合計･･･106,639人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

22-1111内線3152）へ。

男女共同参画週間
対等な社会の実現を

　6月23日㈮〜29日㈭は男女共同参画
週間です。この機会に、男女がさまざま
な場で個性と能力を発揮できるよう、男
女の対等な協力関係について考えてみま
しょう。
※くわしくは市民協働課（☎20-1507）へ。

JR成田駅のブックポスト
一時閉鎖します

　JR成田駅西口に設置しているブック
ポストは、駅周辺の混雑による危険回避
のため閉鎖します。
期間＝7月6日㈭〜11日㈫
※くわしくは市立図書館（☎27-2000、

月曜日・6月30日㈮は休館）へ。

労働保険料の申告・納付
早めに手続きを

　労働保険料の年度更新は、平成28年
度の概算保険料を確定保険料として申
告・清算すると同時に、平成29年度の
概算保険料を申告・納付することをいい
ます。申告・納付は各労働基準監督署、
最寄りの金融機関で7月10日㈪までに
手続きしてください。なお、保険料の申
告には電子申請を、納付には口座振替を
利用すると便利です。
※くわしくは千葉労働局労働保険徴収課
（☎043-221-4317）または千葉労働
局ホームページ（http://chiba-roud 
oukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_ 
topics/topics/2017/20120413.h 
tml）へ。

募 集
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ソフトボール選手
県民体育大会に出場する

　10月29日㈰、11月4日㈯・5日㈰に
本市を会場に県民体育大会が開催されま
す。市ソフトボール協会では、ソフトボー
ル競技に、市の代表として出場する選手
を募集します。
対象＝18歳以上の経験者（高校生は除く）

で、市内在住の人または県内在住で市
内の小中学校を卒業した人

※練習会を8月20日㈰、9月30日㈯、10
月15日㈰の午前9時〜正午に大谷津
多目的広場で行います。申し込みは8
月20日㈰までに市ソフトボール協会・
坪田さん（☎26-0889）へ。

ソフトバレーボール教室
レシーブも痛くない

　ゴム製の軟らかいボールを使用する、
4人制のバレーボールです
日時＝7月1日㈯、8月6日㈰ 午後6時〜

9時
会場＝市体育館
対象＝小学生以上（小学生は保護者同伴）
参加費＝200円（保険料）
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは各開催日の1週間前までに

市ソフトバレーボール協会事務局・大
谷さん（☎090-2227-4517）へ。

成田空港内見学ツアー
航空旅客10億人達成記念

　成田空港では、8月中に旅客者数が
10億人を達成することが見込まれます。
これを記念してランプコントロールタ
ワー、空港消防所などの見学ツアーが開
催されます。
日時＝8月1日㈫ 午前9時〜11時45分
対象＝市内在住の小学1年生以上（小学

生は保護者同伴）
定員＝40人（応募者多数は抽選）
申込方法＝6月30日㈮までに電話また

はEメールで参加者（3人まで）の住所・
氏名（ふりがな）・生年月日・電話番号・
メールアドレスを成田国際空港株式会
社地域共生部（☎34-9933 Eメールky 
ousei@naa.jp）へ

※くわしくは月〜金曜日の午前9時〜午
後5時に同部へ。

みどり香るまちづくり
企画コンテスト

　樹木や草花を30本以上植えて、まち
づくりを演出する企画を募集します。
対象＝今後実施を想定している事業、す

でに実施していて植え替えや拡大など
を想定している事業
応募期限＝9月15日㈮
※くわしくは水・大気環境局大気環境課
（☎03-5521-8299）または、みどり
香るまちづくり企画コンテストホーム
ページ（http://www.env.go.jp/air/ 
akushu/midori_machi/index.ht 
ml）へ。

夏季バドミントン大会
ペアで力を合わせて

日時＝7月17日（月・祝） 午前9時から
会場＝市体育館
内容＝男女混合団体戦（男子、女子、混

合ダブルス）3ペアでの団体戦
対象＝中学生以上
定員＝50チーム（先着順）
参加費（1チーム当たり）＝6,000円（シャト

ル代など）
申込方法＝7月7日㈮までに市バドミン

トン協会のホームページ（http://cgi 
1.plala.or.jp/~NARITA-B/）にある申
込書をEメールで同協会（Eメールnrt-
badkyo@cpost.plala.or.jp）へ

※くわしくは市体育協会事務局（☎33-3 
811）へ。

夏季バレーボール大会
勝利をつかめ

期日＝7月23日㈰
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＝上履き、タオル、飲み物、昼食
申込方法＝7月6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。

夏休み子ども陶芸教室
基礎から学ぶ

日時＝7月25日㈫、8月4日㈮・8日㈫（全
3回） 午前10時〜正午
会場＝公津公民館（7月25日は生涯大学

校）
対象＝市内在住の小学生（1〜3年生は保

護者同伴）
定員＝15人（応募者多数は初めての人を

優先に抽選）
参加費＝1,000円（材料費など）
持ち物＝汚れてもよい服装、エプロン、

タオル、飲み物
申込方法＝7月10日㈪（必着）までに、往

復はがきに住所・氏名・学校名・学年・
性別・保護者の氏名・電話番号を書い
て生涯学習課（〒286-8585 花崎町
760）へ

※くわしくは同課（☎20-1583）へ。

市内施設見学会
魅力的なスポットを紹介

期日＝7月5日㈬
集合時間＝午前9時（午後3時解散予定）
集合場所＝市役所1階ロビー
見学コース＝龍正院（滑河観音）、下総歴

史民俗資料館、国際医療福祉大学
対象＝市内在住の人
定員＝36人（応募者多数は初めての人を

優先に抽選）
参加費＝無料（昼食は各自で用意）
申込方法＝6月22日㈭（当日消印有効）ま

でに、はがき・FAX・Eメールのいずれ
かで住所・氏名（フリガナ）・生年月日・
電話番号を広報課（〒286-8585 花崎
町760 FAX24-1006 Eメールkoho 
@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1503）へ。

オープン卓球大会
チームで戦う

日時＝8月20日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
種目＝男女別団体戦
参加費（1チーム当たり）＝4,000円（高

校生は3,500円・中学生は3,000円）
※申し込みは8月1日㈫までに市卓球協

会・大木さん（☎090-2742-1098）ま
たは関山さん（☎26-8968）へ。
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親子環境学習会
印旛沼の水質や機能を知る

日時＝7月21日㈮ 午前9時（午後4時解散）
見学コース＝千葉用水総合管理所大和田

機場、道の駅やちよ、佐倉市観光船（乗
船）
対象＝市内在住の小学生と保護者
定員＝24人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料（昼食は各自で用意）
申込方法＝7月3日㈪（必着）までに、はが

き・FAX・Eメールのいずれかで、希望
者全員の住所・氏名・年齢・性別・電
話番号を、なりた環境ネットワーク事務
局（〒286-8585 花崎町760 FAX22-
4449 Eメールkankei@city.narita.c 
hiba.jp）へ

※当日はできる限り公共交通機関を利用
してください。くわしくは同事務局（環
境計画課・☎20-1533）へ。

印旛沼自然観察会
観光船で

期日＝7月27日㈭（荒天や増水の場合は
28日㈮）
乗船時間＝①午前9時〜10時15分②午

前10時〜11時15分③午前11時〜午
後0時15分④午後1時〜2時15分⑤午
後2時〜3時15分⑥午後3時〜4時15
分
集合場所＝佐倉ふるさと広場
対象＝印旛沼流域内に在住の人
定員＝各20人（応募者多数は抽選）
参加費＝100円（保険料など）
申込方法＝7月10日㈪（当日消印有効）ま

でに、往復はがき（1枚5人まで）に参加
者全員の住所・氏名・年齢・電話番号・
希望する時間（第2希望まで）を書いて印
旛沼環境基金（〒285-8533 佐倉市宮
小路町12）へ

※くわしくは同基金（☎043-485-0397）
へ。

シニアのためのお仕事説明会
レジ接客や清掃など

　セブン‐イレブンでの高齢者向けの働
き方の説明会を開催します。
日時＝6月30日㈮ 午前10時〜11時30分
会場＝国際文化会館第2会議室
対象＝60歳以上の人
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。

台湾茶体験inもりんぴあ
香りと味を楽しむ

日時＝7月2日㈰ 午後1時30分〜3時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝台湾茶道の作法を学び実際にお茶

を入れて飲む
対象と定員＝高校生以上・20人（先着順）
参加費＝500円（材料費）
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27-

5252、第4月曜日は休館）へ。

小学生水泳教室
レベルに応じた2つのコースで

会場＝大栄B&G海洋センター
対象＝市内在住・在学の小学生
定員＝各40人（先着順）
参加費＝1,200円（保険料など）
持ち物＝水着、水泳帽、飲み物
Aコース
期日＝①7月25日㈫〜28日㈮（全4回）、

②8月1日㈫〜4日㈮（全4回）
時間＝午前10時30分〜正午
内容＝ビート板などを使って泳ぎを体験
Bコース
日時＝7月25日㈫〜28日㈮（全4回） 午

後1時30分〜3時
内容＝泳ぐことができる子のレベルアッ

プ
※Aコースは①②両方への参加はでき

ません。申し込みは6月20日㈫午前9
時から大栄B&G海洋センター（☎73-
5110、月曜日・7月18日㈫は休館）へ。

大栄B&G海洋センターのイベント
武道場とプールで

　11回分で3,000円の回数券を販売し
ています。ぜひ利用してください。
会場＝大栄B&G海洋センター
対象＝16歳以上の人
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）
【武道場】
定員＝各50人（先着順）
申込開始日＝6月15日㈭
ヨガ教室
日時＝7月5日㈬・19日㈬ 午前10時〜

11時30分
シェイプアップ・ヨガ
日時＝7月7日㈮・21日㈮ 午前10時〜

11時
【プール】
定員＝各30人（先着順）
申込開始日＝6月16日㈮
持ち物＝水着、水泳帽、飲み物
水中ウォーキング教室
日時＝7月1日㈯・8日㈯・15日㈯・22日

㈯・29日㈯ 午前10時〜11時
アクアビクス教室
日時＝7月4日㈫・11日㈫ 午前10時〜

11時
シェイプアップ教室
日時＝7月6日㈭・13日㈭・20日㈭ 午

前10時〜11時
ナイト・水中ウォーク
日時＝7月28日㈮、8月4日㈮ 午後7時

〜8時
※申し込みは申込開始日の午前9時から

大栄B&G海洋センター（☎73-5110、
月曜日・7月18日㈫は休館）へ。

夏の工作
アサガオの花を作ろう

日時＝7月2日㈰ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
内容＝コーヒーフィルターを使ってアサ

ガオの花を作る
対象と定員＝小学生・16人（先着順）
参加費＝30円（材料代）
※申し込みは6月24日㈯午前10時から

子ども館（☎20-6300、月曜日・祝日・
第3日曜日は休館）へ。

募 集
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