
触れて楽しむ弦楽器の世界

日時＝7月30日㈰ 午前10時30分〜正
午
会場＝中央公民館
内容＝弦楽器の演奏を体験する
対象＝小学生
定員＝30人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝7月14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・学年・身長・行事名を
中央公民館（〒286-0017 赤坂1-1-3 
Eメールkominkan@city.narita.chib 
a.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日・祝日・7月18日㈫は休館）へ。

ねん土で作ろう！貯金箱

日時＝7月29日㈯ 午前10時〜11時30
分
会場＝久住公民館
対象＝小学生と保護者
定員＝20組40人（応募者多数は抽選）
参加費（1組当たり）＝1,500円（材料費）
持ち物＝絵の具セット、タオル
申込方法＝7月13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・学校名・学年・行
事名を久住公民館（〒286-0814 幡谷
922-2 Eメールkominkan@city.na 
rita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎36-1646、月曜日・
祝日・7月18日㈫は休館）へ。

子ども 
ピンホールカメラ作り教室

日時＝7月26日㈬・27日㈭ 午前10時
〜午後3時
会場＝図書館2階視聴覚製作室
内容＝ピンホールカメラを製作し、撮影

と現像を行う
対象＝小学生（3年生以下は保護者同伴）
定員と参加費＝各15人（先着順）・無料
持ち物＝鉛筆、はさみ、セロハンテープ、

スティックのり、ストップウォッチ（秒
針付きの時計でも可）、エプロン、昼食、
飲み物

※申し込みは7月20日㈭までに視聴覚
サービスセンター（☎27-2533）へ。

ミニ水族館を作ろう

日時＝7月9日㈰ 午前10時〜11時30分
会場＝子ども館
内容＝プラスチックに色を塗って作った

魚を瓶に入れ、自分だけの水族館を作
る
対象と定員＝小中学生・20人（先着順）
参加費＝220円（材料費）
※申し込みは子ども館（☎20-6300、月

曜日・祝日・第3日曜日は休館）へ。

親子ボウリング教室

日時＝7月29日㈯、8月5日㈯・19日㈯ 
午後1時〜2時30分
会場＝ラクゾ―成田店（ボンベルタ成田

店5階）
内容＝インストラクターのレッスンと1

ゲームの投球
対象＝小学生と親（子どもだけでの参加

も可）
定員＝各20人（先着順）
参加費（1人1回当たり）＝600円（ゲー

ム代。貸靴代は別途）
持ち物＝運動のできる服装、靴下、タオ

ル
※申し込みは7月26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。

親子で学ぶ 
消費者移動教室

日時＝7月27日㈭ 午前8時45分〜午後
4時15分
行き先＝県立現代産業科学館（市川市）、

東京都水の科学館（江東区）
内容＝産業に応用された科学技術や、水

の不思議と大切さについて楽しく学ぶ
対象＝市内在住の小学生と保護者
定員＝20組40人（初めての人を優先に先

着順）
参加費＝240円（施設入場料、小学生は

無料）
持ち物＝昼食、飲み物
申込方法＝7月14日㈮までに電話また

はEメールで住所・氏名（ふりがな）・
性別・学年・電話番号・参加経験の有
無を商工課（☎20-1622 Eメールsho 
ko@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

親子科学実験教室

日時＝8月5日㈯ 午後1時〜4時
会場＝中央公民館
内容＝磁石の特性を生かした実験と工作

をする
対象＝小学生と親
定員＝30組60人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝7月13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・学校名・学年・行事
名を中央公民館（〒286-0017 赤坂1-1- 
3 Eメールkominkan@city.narita.c 
hiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日・祝日・7月18日㈫は休館）へ。

こども絵画教室

日時＝7月23日㈰・30日㈰、8月6日㈰
（全3回） 午前10時〜11時30分
会場＝公津公民館
内容＝水彩画の基礎を学び、実際に描く
対象＝市内在住の小学生
定員＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝100円（材料費）
申込方法＝7月9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・学校名・学年・
行事名を公津公民館（〒286-0004 
宗吾1-839-1 Eメールkominkan@c 
ity.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎26-9610、月曜日・
祝日・7月18日㈫は休館）へ。

親子そば打ち教室

日時＝8月20日㈰ 午後2時〜3時30分、
午後3時30分〜5時（選択不可）
会場＝成田公民館
対象＝小学生と保護者
定員＝10組20人（応募者多数は抽選）
参加費（1組当たり）＝1,500円（教材費）
申込方法＝7月21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・学校名・学年・行
事名を成田公民館（〒286-0024 田町
299-2 Eメールkominkan@city.nari 
ta.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎24-0787、月曜日・
祝日・7月18日㈫は休館）へ。
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公民館や市内の施設などでさまざまな催しが開催されます。
家族や友達と参加して、楽しい思い出をつくりませんか。

レスキューロボットカー 
工作教室

日時＝8月19日㈯・20日㈰（全2回） 午
前9時〜午後3時
会場＝下総公民館
内容＝はんだごてで簡単な電子回路を組

み立て、ロボットカーを製作し、タイ
ムレースを行う
対象＝小学生（4年生以下は保護者同伴）
定員＝25人（応募者多数は抽選）
参加費＝2,000円程度（教材費）
持ち物＝筆記用具、子ども用の軍手、昼

食
申込方法＝7月21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）・性別・生年月日・電話番号・
学校名・学年・行事名を下総公民館

（〒289-0108 高岡1435 Eメールko 
minkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎96-0090、月曜日・
祝日・7月18日㈫は休館）へ。

空港わくわく探検隊

日時＝8月22日㈫ 午前9時〜午後3時30
分
会場＝成田空港（中央公民館からバスに

よる移動）
内容＝ランプコートロールタワーや麻薬

探知犬訓練センターなどを探検する
対象＝市内在住の小学4〜6年生と保護

者
定員＝18組36人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料（昼食代は自己負担）
持ち物＝筆記用具、飲み物
申込方法＝7月21日㈮（必着）までに、は

がきまたはEメールで親子の住所・氏
名（ふりがな）・性別・生年月日・電話
番号・学校名・学年・行事名を中央公
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・7月18日㈫は休館）へ。

子どもトール 
ペインティング教室

日時＝8月25日㈮ 午前10時〜午後3時
会場＝豊住公民館
内容＝アクリル絵の具で小物に絵を描く
対象＝小学生
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円程度（材料費）
申込方法＝8月3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・学校名・学年・行事名
を豊住公民館（〒286-0807 北羽鳥
2024-1 Eメールkominkan@city.na 
rita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎37-1003、月曜日・
祝日・7月18日㈫は休館）へ。

科学あそび講座

日時＝7月21日㈮ 午前10時〜正午、午
後2時〜4時
会場＝市立図書館2階集会室
テーマ＝電気の実験〜カミナリカードを

つくろう
対象＝小学2〜6年生
定員＝各36人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝鉛筆、はさみ
※申し込みは7月4日㈫午前9時30分か

ら市立図書館（☎27-2000）へ。

ボランティアスクール

期日＝7月24日㈪
テーマと時間・定員
◦福祉にかかわるピクトグラムを学ぼう
…午前10時〜正午・40人（先着順）
◦介助犬について学ぼう…午後1時30
分〜3時30分・60人（先着順）
会場＝保健福祉館多目的ホール
対象＝市内在住の小学生（親子での参加

も可）
参加費＝無料
※申し込みは7月20日㈭までにボラン

ティアセンター（☎27-8010）へ。

子ども映写体験教室

日時＝8月4日㈮ 午後1時30分〜4時
会場＝市立図書館2階視聴覚製作室
内容＝16ミリ映写機の仕組みを学び、映

写体験・ミニ映画会を行う
対象＝小学生
定員＝15人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝筆記用具、飲み物
※申し込みは7月27日㈭までに視聴覚

サービスセンター（☎27-2533）へ。

親子市内施設見学会

　親子の思い出づくりに親子市内施設見
学会に参加しませんか。
日時＝8月9日㈬ 午前9時〜午後3時
見学コース＝市議会議場、成田富里いず

み清掃工場・リサイクルプラザ、成田
空港（市役所からバスによる移動）
対象＝市内在住の小学生と保護者
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＝7月10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（ふりがな）・性別・生年
月日・電話番号を広報課（〒286-8585 
花崎町760 FAX24-1006 Eメールk 
oho@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1503）へ。

小学生のための 
認知症サポーター養成講座

日時＝8月8日㈫ 午後1時30分〜3時30
分
会場＝市役所6階中会議室
内容＝認知症の人やその家族を温かく見

守り、助け合うことの大切さを学ぶ
対象＝小学5・6年生と保護者
定員＝20組40人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは8月2日㈬までに高齢者福

祉課（☎20-1537）へ。
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