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成田うなぎ祭り
夏をおいしく乗り切ろう

　市内のうなぎ料理店や物産店などが参
加する「成田うなぎ祭り」が8月27日㈰
まで行われています。
　期間中は、航空券や宿泊券など豪華賞
品が当たるスタンプラリーが開催されて
います。参加店舗は「うなぎMAP」に掲
載されています。
うなぎMAP配布場所＝成田市観光案内

所、成田観光館、成田うなぎ祭り参加
店、成田市観光協会ホームページ（htt 
p://www.nrtk.jp）

※くわしくは成田市観光協会（☎22-21 
02）へ。

スケートボードパーク
7月29日にオープン

　2020年東京オリンピックの追加種
目に決定しているスケートボード。7月
29日㈯に、大谷津運動公園内にスケー
トボードパークがオープンします。
利用時間＝午前9時〜午後5時（5月1日

〜8月31日は午後7時まで）
利用料＝無料
休場日＝月曜日
※雨天時は閉鎖する場合があります。ま

た、利用にはヘルメット着用などの条
件があります。くわしくはスポーツ振
興課（☎20-1584）へ。

体育館早朝開放
朝の時間を有効活用

日時＝7月21日㈮〜8月31日㈭の平日
午前7時から

利用可能施設＝市体育館トレーニング
室、卓球室、柔道場、剣道場、弓道場

（いずれも個人利用のみ）
※大会などで利用できない日もあります。

くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

し催 物

坂田ヶ池総合公園盆踊り大会
模擬店や抽選会も

日時＝8月5日㈯（雨天の場合は8月6日
㈰） 午後5時30分〜9時

会場＝坂田ヶ池総合公園
※くわしくは坂田ヶ池総合公園管理事務

所（☎29-1161）へ。

スカイタウンコンサート
透明感あふれる歌声を

　Air green gardensによるアイリッ
シュ音楽の癒やしの音色をお楽しみくだ
さい。
日時＝10月7日㈯ 午後3時から
会場＝スカイタウンホール
定員＝250人（先着順）
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㈫・9月19日㈫は休
館）へ。

開催記念イベント
世界女子ソフトボール選手権大会

　平成30年8月に本市などを会場に「世
界女子ソフトボール選手権大会」が開催
されます。その大会まで1年となったこ
とを記念してナスパ・スタジアムにソフ
トボール女子日本代表がやってきます。
期日＝8月8日㈫
会場＝ナスパ・スタジアム 
紅白戦
時間＝午前11時から、午後1時30分から
ソフトボール教室
時間＝午後3時30分から
対象＝ソフトボールや野球の経験のある

中学生・高校生
持ち物＝グローブ
申込方法＝スポーツ振興課（☎20-158 

4）へ
※入場料・参加費は無料です。紅白戦の

観戦を希望する人は当日直接会場へ。
くわしくはスポーツ振興課（☎20-158 
4）へ。

成田の地域遺産写真展
未来に残したい文化や自然

日時＝8月1日㈫〜6日㈰ 午前10時〜午
後7時（6日は午後5時まで）

会場＝ユアエルム成田店
※入場は無料です。くわしくは成田ユネ

スコ協会事務局（生涯学習課・☎20-
1583）へ。

県消防操法大会
新勝寺が出場

　印旛支部消防操法大会を勝ち抜いた消
防団が消火技術を競います。本市からは
新勝寺（ポンプ車の部）が出場します。
日時＝7月22日㈯ 午前9時から
会場＝県消防学校（千葉市）
※くわしくは消防総務課（☎20-1590）へ。

古都
Yuki Saito監督の作品を上映

　本市出身の映画監督Yuki Saito（ 藤
勇貴）さんが監督し、女優の松雪泰子さ
んや橋本愛さん、成海璃子さんらが出演
した映画「古都」を上映します。
　上映後には監督による舞台挨拶が行わ
れます。
日時＝8月11日（金・祝） 午後2時から
会場＝スカイタウンホール
定員＝200人（先着順）
入場料（全席自由）＝無料
※申し込みは文化芸術センター（☎20-

1133、月曜日・7月18日㈫は休館）へ。

フォレスタコンサートin成田
選りすぐりの名歌名曲を熱唱

日時＝11月4日㈯ 午後2時から
会場＝国際文化会館大ホール
出演＝混声フォレスタ
入場料＝5,500円
入場券（全席指定）販売開始日＝7月22

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、
新星堂成田ユアエルム店、ヨネダカ
メラ店、多古町コミュニティプラザ、
Ro-Onチケット、チケットぴあ、ロー
ソンチケット、イープラス

※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。

成田市ホームページで 「広報なりた」の

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。

PDF版・電子ブック版
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市体育館のイベント
楽しく体を動かそう

　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＝8月4日㈮・18日㈮・25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＝①7月18日㈫②7月19日
㈬

ナイト・ヨガ
日時＝8月3日㈭・14日㈪・24日㈭・

28日㈪ 午後7時〜8時30分
申込開始日＝7月19日㈬
ピラティス教室
日時＝8月1日㈫・8日㈫・22日㈫・29

日㈫ 午後2時〜3時
申込開始日＝7月20日㈭
骨盤体操
日時＝8月10日㈭・24日㈭ 午後2時〜

3時
申込開始日＝7月21日㈮
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝8月14日㈪・21日㈪・28日㈪ 午

後1時30分〜3時
申込開始日＝7月24日㈪
健康増進フィットネス体操
日時＝8月3日㈭・10日㈭・17日㈭・24

日㈭・31日㈭ 午後1時30分〜3時
申込開始日＝7月25日㈫
初めてのエアロビクス
日時＝8月3日㈭・9日㈬・17日㈭・23

日㈬ 午前10時〜11時30分（9日・
23日は午後1時30分〜3時）

申込開始日＝7月26日㈬
※くわしくは市体育館へ。

介護講座
成田国際福祉専門学校で

日時と内容（全5回）
◦8月28日㈪ 午前10時〜正午…介護概

論などの講義、ベッドメーキングの実習
◦8月29日㈫ 午前9時30分〜正午…体

位変換、衣類着脱の実習
◦8月30日㈬ 午前9時30分〜正午…車

椅子による移動、清
せい

拭
しき

の実習
◦9月2日㈯・9日㈯ 午前10時〜午後3

時…高齢者の食事についての講義・調
理実習

会場＝成田国際福祉専門学校（郷部）
対象＝20歳以上の人
定員と参加費＝20人（先着順）・1,000

円（教材代）。別途保険料が必要
※申し込みは8月14日㈪までに生涯学習課
（☎20-1583）へ。

成田POPラン大会
完走を目指して

期日＝11月12日㈰（雨天決行）
会場＝中台運動公園陸上競技場
種目＝3km・10km・ハーフマラソン
定員＝5,000人（先着順）
参加費＝小学生1,000円、中学生1,500

円、一般3,000円（市内在住・在勤・
在学の人以外は、小学生1,500円、中
学生2,000円、一般3,500円。ハーフ
マラソンに参加する人は3,600円）

申込方法＝RUNNETホームページ（htt 
p://runnet.jp）から申し込む。成田P 
OPラン大会事務局（市役所4階スポー
ツ振興課）、市体育館、中台運動公園
陸上競技場、各公民館、市立図書館に
ある申込書に必要事項を書いて、郵便
振替で参加費を払うこともできます

申込期間＝8月25日㈮（郵便振替は8月4
日㈮まで）

運営ボランティア募集
　ボランティアスタッフにはスタッフ
ジャンパーと弁当を用意します。
場所＝ニュータウン内走路
内容＝走路や選手の安全確保
対象＝中学卒業以上の人
申込方法＝8月25日㈮までに成田POP

ラン大会事務局（スポーツ振興課・☎
20-1584）へ

※くわしくは同事務局へ。

図書館文学講座
アート小説の舞台裏へ迫る

日時＝9月2日㈯ 午
後2時〜3時30分

会場＝市立図書館2
階視聴覚ホール

テーマ＝人生の宝物
〜私を作った文学
とアート

講師＝原田マハさん（作家）
定員＝150人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝7月31日㈪（必着）までに、往

復はがき（1枚2人まで）に参加者全員
の住所・氏名・電話番号を書いて市立
図書館文学講座係（〒286-0017 赤坂
1-1-3）へ

※くわしくは同館（☎27-2000、月曜日、
7月18日㈫・28日㈮は休館）へ。

夏休みラジオ体操
朝の運動に

日時＝7月21日㈮〜8月31日㈭の平日
午前6時30分〜6時40分（荒天の場合
は中止）

集合場所＝中台運動公園陸上競技場正面
玄関

※参加費は無料です。参加を希望する人
は当日直接集合場所へ。くわしくは市
体育館（☎26-7251）へ。

下総高校開放講座
親子で体験

日時＝8月1日㈫・8日㈫、9月9日㈯、10
月21日㈯・28日㈯、12月2日㈯（全6
回） 午前9時〜11時

会場＝下総高校
内容＝ガラス細工作り、パン作り、果樹

園探検、クリスマスリース作りなど
対象＝小学生と保護者
定員＝15組（先着順）
参加費＝1,200円（大人のみ。教材代）。

別途保険料が必要
申込方法＝7月31日㈪（必着）までに、は

がき（1枚2人まで）に住所・氏名・年齢
（学年）・電話番号を書いて下総高校開
放講座係（〒289-0116 名古屋247）
へ

※くわしくは同校（☎96-1161）へ。 

募 集

原田マハさん
　  Ⓒ森栄喜
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歌舞伎講座
小道具編

日時＝8月6日㈰ 午後1時30分〜3時
会場＝スカイタウンホール
内容＝舞台上で俳優が手にする和傘や蓑

みの

などの小道具を、実際に見ながら解説
を聞く

講師＝近藤真理子さん（藤浪小道具株式
会社）

定員と参加費＝200人（先着順）・無料
申込方法＝電話またはEメールで住所・

氏名・電話番号を観光プロモーション
課（☎20-1540 Eメールkanpro@ci 
ty.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

バレーボール大会
高校生・勤労青少年

日時＝8月20日㈰ 午前8時30分から
会場＝美郷台小学校体育館
対象＝市内在住・在勤・在学の高校生以

上の男女混合の6人のチーム（女性2人
以上）

参加費＝無料（昼食は各自で用意）
※申し込みは8月1日㈫までに成田市青

少年の輪を育てる会事務局（生涯学習
課・☎20-1583）へ。

市民文化祭
出品しませんか

催し物名と期日
スカイタウンギャラリー
◦市民美術展…9月30日㈯〜10月9日
（月・祝）

◦陶芸展…10月6日㈮〜9日（月・祝）
◦写真・手工芸・文芸・市民書道展…

10月13日㈮〜 22日㈰
◦書道協会展…10月25日㈬〜11月3日
（金・祝）

◦いけばな展…10月28日㈯・29日㈰
中央公民館
◦山野草展…11月11日㈯・12日㈰
対象＝市内在住・在勤・在学の人
申込方法＝8月4日㈮（必着）までに、はが

きに住所・氏名・年齢・電話番号・出
品を希望する催し物・作品名を書いて
文化国際課（〒286-8585 花崎町76 
0）へ

※くわしくは同課（☎20-1534）へ。

中学生国際文化交流教室
外国人観光客と一緒に体験

日時＝8月15日㈫ 午前9時〜午後1時
会場＝成田観光館
内容＝茶道、着付け、書道などを外国人

観光客と一緒に体験する
対象＝市内在住・在学の中学生
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは成田ユネスコ協会事務局
（生涯学習課・☎20-1583）へ。

グラウンド・ゴルフ
初心者も始められる

日時＝9月1日㈮・4日㈪・8日㈮・11日㈪・
13日㈬・15日㈮・22日㈮、10月2日㈪・
10日㈫・13日㈮・16日㈪・20日㈮・
23日㈪・30日㈪ （予備日11月1日㈬）・

（全14回） 午前9時30分〜11時30分
会場＝中台運動公園球技場（9月1日は市

体育館）
対象＝市内在住で全回参加できる人
定員＝80人（応募者多数は初心者を優先

に抽選）
参加費＝1,000円（テキスト代など）
申込方法＝8月15日㈫（当日消印有効）まで

に、往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・
生年月日・性別・電話番号・経験の有
無・用具の有無を書いて、市体育協会
事務局（〒286-0015 中台5-2）へ

※くわしくは同事務局（☎33-3811）へ。

陶芸教室
自分だけの作品を

日時＝8月20日・27日、9月3日・10日・
24日、10月8日の日曜日（全6回） 午
前9時〜正午

会場＝中郷公民館
内容＝陶芸の基本的な技術の習得と作品

作り
対象＝20歳以上の人
定員＝15人（応募多数は市内在住・初め

ての人を優先に抽選）
参加費＝2,500円（材料費）
持ち物＝汚れてもよい服装またはエプロ

ン、タオル、筆記用具、飲み物
申込方法＝7月30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・教室名を中郷公民館（〒 
286-0832 赤荻1587-1 Eメールko 
minkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎22-4614、月曜日・
祝日・7月18日㈫は休館）へ。

折り紙ヒコーキ教室
天まで飛ばせ

日時＝7月22日㈯ 午前10時〜11時30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝小学生（保護者も可）
定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは7月17日㈪までに三里塚コ

ミュニティセンター（☎40-4880）へ。

　東京2020オリンピック・パラリン
ピックに向けて、街中で困っている外
国人に声を掛け道案内などをする、外
国人おもてなし語学ボランティアを育
成します。
内容と期日
◦おもてなし講座と語学講座（全3回）

…①10月13日㈮・20日㈮・27日
㈮②12月2日㈯・10日㈰・17日㈰

◦おもてなし講座のみ…①9月24日
㈰②11月16日㈭

会場＝市体育館会議室
対象＝県内在住・在勤・在学の15歳

以上の人（中学生を除く）で、受講後

にボランティアとして活動する意欲
がある人など。ただし、おもてなし
講座のみの受講は英検2級・TOEIC 
500点相当の語学力のある人

参加費＝無料
申込方法＝7月20日㈭〜8月23日㈬

に県ホームページ（https://www.
pref.chiba.lg.jp/kkbunka/olyp 
ara-v/ogvkoza.html）から申し込む

※講座の受講は、東京2020オリン
ピック・パラリンピックのボランティ
アとなることを保証するものではあ
りません。くわしくは県県民生活・
文化課（☎043-223-4147）へ。

外国人おもてなし語学ボランティア育成講座
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親子リサイクル教室
はがきや小物入れを作ろう

日時＝8月5日㈯ 午後1時〜4時
会場＝リサイクルプラザ
対象＝小学生と保護者
定員と参加費＝10組（先着順）・無料
持ち物＝広告紙5枚、牛乳パック、のり、

はさみ
※申し込みはリサイクルプラザ（☎36-1 

000）へ。

シルバーいきいき作品展
あなたの自信作を

　9月2日㈯〜10日㈰に赤坂ふれあいセ
ンターで開催される「シルバーいきいき
作品展」の作品を募集します。
出品部門＝書・絵画・彫刻・写真・手工

芸・短歌・俳句・川柳
規格＝縦100cm×横60cm×高さ160 

cm以内で搬入可能なもの。ただし、
ガラスの額装・手工芸品は出品できま
せん（アクリル板は可）

◦書…画仙紙半折までのもの
◦絵画…額装またはこれに準じた装丁

で、ひも掛けしたもの
◦写真…四つ切り以上でパネルまたはこ

れに準じた装丁で、ひも掛けしたもの
◦俳句・短歌・川柳…短冊に書いたもの
（裏面にも楷書で作品を書く）

応募点数＝絵画・写真部門は2点まで、
手工芸部門は3点まで、短歌・俳句・
川柳部門は全部で5点まで

応募期限＝8月31日㈭ 午後3時
応募方法＝作品に住所・氏名（フリガ

ナ）・年齢・電話番号を書いて午前9時
〜午後5時に赤坂ふれあいセンターへ

※出品は、おおむね60歳以上の人で平
成28年の「シルバーいきいき作品展」
以降に制作した未発表のものに限りま
す。くわしくは午前9時〜午後5時に
同センター（☎26-0236）へ。

普通救命講習会
心肺蘇生を学ぼう

期日と会場・問い合わせ先
◦8月13日㈰…赤坂消防署（☎26-3210）
◦8月23日㈬…三里塚コミュニティセ

ンター（三里塚消防署・☎35-1007）
◦8月27日㈰…大栄消防署（☎73-4141）
時間＝午前9時〜正午
内容＝心肺蘇生・AEDの操作方法など
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以上

の人
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは各問い合わせ先へ。

大栄B＆G海洋センターのイベント
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＝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＝50人（先着順）
申込開始日＝7月19日㈬
ヨガ教室
日時＝8月2日㈬・16日㈬ 午前10時〜

11時30分
シェイプアップ・ヨガ
日時＝8月4日㈮・18日㈮ 午前10時〜

11時
【プール】
時間＝午前10時〜11時
定員＝30人（先着順）
申込開始日＝7月20日㈭
持ち物＝水着、水泳帽、飲み物
シェイプアップ教室
期日＝8月10日㈭・17日㈭・24日㈭・

31日㈭
水中ウォーキング教室
期日＝8月5日㈯・12日㈯・19日㈯・26

日㈯
アクアビクス教室
期日＝8月8日㈫・22日㈫・29日㈫
※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、祝日の翌日は休館）へ。

千葉市科学館へ行こう
夏休みの宿題のヒントに

日時＝8月10日㈭ 午前8時45分集合（午
後4時解散）

集合場所＝子ども館
対象＝小学生（8月5日㈯ 午後5時〜6時

の事前交流会に参加できる人）
定員＝40人（応募者多数は抽選）
参加費＝160円（入館料）
※申し込みは7月22日㈯午前10時〜午

後6時に子ども館（☎20-6300、月曜
日・祝日・第3日曜日は休館）へ。

ガチャガチャマシーンをつくろう
身近な材料で

日時＝7月23日㈰ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
対象と定員＝小学3年生〜中学生（小学3

年生は保護者同伴）・15人（先着順）
参加費＝250円（材料費）
持ち物＝30cmの物差し
※申し込みは7月15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。

統計グラフコンクール
小学生から大人まで

　統計資料や観察・調査結果などをグラ
フで表した作品を応募しませんか。
応募資格（合作は1作品に5人以内）
◦第1部…小学1・2年生
◦第2部…小学3・4年生
◦第3部…小学5・6年生
◦第4部…中学生
◦第5部…高校生以上
◦パソコン統計グラフの部…小学生以上
課題＝統計に関するものであれば自由
（小学4年生以下は、児童が観察した
結果をグラフにしたもの）

規格＝用紙の大きさはB2判（72.8cm×
51.5cm）、紙質・色彩は自由（作品の
表面にカバーをしたもの、板や紙など
で裏打ちしたものは応募できません）

応募方法＝9月4日㈪午後5時までに小
中学生は学校を通して、高校生以上は
行政管理課（市役所4階）へ

※応募作品は「県統計グラフコンクール」
にも出品されます。くわしくは同課（☎
20-1501）へ。

募 集


