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AUTUMN SPECIAL IN NARITA
ポップオペラアーティストによる

　一曲の中にポップスとオペラの歌唱を
融合させたポップオペラというスタイル
で活躍中のアーティストによるコンサー
トを行います。
日時＝11月4日

㈯ 午後3時か
ら
会場＝スカイタ

ウンホール
出演＝藤澤ノリ

マサさん
対象と定員＝小

学生以上・250人（先着順）
入場料＝6,000円
入場券（全席指定）販売開始日＝8月20

日㈰
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）、チケットぴあ
※くわしくは同センター（☎20-1133、

月曜日・9月19日㈫・10月10日㈫は
休館）へ。

成田山みたま祭り盆踊り大会
夏の夜を楽しもう

日時と内容
◦8月23日㈬…午後7時から法楽、午後

7時30分〜9時30分に盆踊り大会
◦8月24日㈭…午後7時〜9時30分に盆

踊り大会
会場＝弘恵会田町駐車場
※両日とも雨天中止のときは8月25日㈮

に23日の内容で開催します。くわし
くは成田市観光協会（☎22-2102）へ。

最新出土考古資料展
印旛郡市文化財センターで

期間＝平成30年6月22日㈮まで（土・日
曜日、祝日、12月29日㈮〜1月3日㈬
を除く）
会場＝印旛郡市文化財センター（佐倉市）
内容＝匝瑳市多

た
古
こ

田
だ

低地遺跡から出土し
た漆塗りの木製品や古墳時代の集落
跡、印西市山崎遺跡の調査成果などの
展示
入場料＝無料
※くわしくは同センター（☎043-484-0 

126）へ。

スカイタウンコンサート
スイート・ジャズin成田

　ジャズ・アルト・サックス奏者の纐
こう

纈
けつ

歩美さんによるライブを行います。
日時＝11月23日（木・祝） 午後6時から
会場＝スカイタウンホール
対象と定員＝小学生以上・250人（先着順）
入場料＝2,000円
入場券（全席指定）販売開始日＝9月1日㈮
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）、チケットぴあ

※くわしくは同センター（☎20-1133、
月曜日、9月19日㈫、10月10日㈫は
休館）へ。

成田ふるさとまつり
今年もニュータウンが熱い

期日＝8月19日㈯・20日㈰
会場＝ボンベルタ成田店周辺
内容＝地区内4中学校吹奏楽部の演奏、

本市消防音楽隊の演奏行進、フラダン
ス・ベリーダンス・太極拳・阿波踊り・
花笠踊りなどの発表、宇宙戦隊キュウレ
ンジャーショー、模擬店
前夜祭
　前夜祭は18日㈮の午後6時〜9時に開
催されます。会場がビアガーデンスタイ
ルとなり、沖縄情緒豊かな三線の演奏を
始め、迫力満点のエイサー演舞など、沖
縄一色の舞台を楽しむことができます。
※くわしくは成田ふるさとまつり実行委

員会事務局・遠藤さん（☎26-8300、
当日は☎28-3010）へ。

さんりづか名画座
どなたでも楽しめる

期日＝8月25日㈮
会場＝三里塚コミュニティセンター
第1部
時間＝午前10時〜11時30分
上映作品＝キャスパー短編集、はらぺこ

あおむし
対象＝小学生以下（保護者は可）
第2部
時間＝午後1時〜3時
上映作品＝駅馬車
※入場は無料です。鑑賞を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは同セン
ター（☎40-4880、月曜日は休館）へ。

寄席さんりづか亭
笑って残暑を吹き飛ばそう

日時＝9月2日㈯ 午後1時〜3時
会場＝三里塚コミュニティセンター
出演＝百

ひゃく
楽
らく

庵
あん

金一さん、久
く

寿
す

里
り

菊之助さ
ん、めずらし家

や
芝
しば

楽
らく

さん
定員＝50人（先着順）
入場料（全席自由）＝500円
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日は休館）へ。

土曜日のおはなしかい
絵本の読み聞かせ

日時＝土曜日 午前11時〜11時30分
会場＝市立図書館2階集会室
対象と参加費＝4歳〜小学生（第3土曜日

は5歳〜小学生）・無料
※第3土曜日は昔話などの語りです。参

加を希望する人は当日直接会場へ。く
わしくは市立図書館（☎27-2000、月
曜日・8月31日㈭は休館）へ。

空の日フェスティバル
成田空港周辺で

航空科学博物館
日時と内容
◦9月9日㈯・10日㈰ 午前10時〜午後

5時…航空ジャンク市（10日は午後4
時まで）

◦9月23日（土・祝） 午前10時〜午後5
時…お天気フェア、こども模型飛行機
教室、キャラクターショー、地元物産
販売など

◦9月24日㈰ 午前10時〜午後5時…ブー
メラン製作教室、地元物産販売など
入館料＝大人500円、中高生300円、4

歳以上200円（23日・24日は無料）
成田空港中央広場（第2ターミナルビル
前）
日時＝9月24日㈰ 午前10時30分〜午後

5時
内容＝ステージイベント、キャラクター

ショー、スタンプラリー、抽選会など
入場料＝無料
※公共交通機関を利用してください。く

わしくは「空の日」・「空の旬間」記念事
業成田地区実行委員会（☎32-6547）
へ。航空科学博物館の催しは同館（☎
0479-78-0557）へ。



広報なりた 2017.8.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です11

募
　
集

お
知
ら
せ

催 

し 

物

伝 板
MESSAGE BOARD

言

市体育館のイベント
体を動かして気分転換

　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両方の参加はできません）
ヨガ教室
日時＝9月1日・8日・15日・22日・29

日の金曜日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＝①8月16日㈬②8月17日

㈭
ナイト・ヨガ
日時＝9月7日㈭・11日㈪・21日㈭・25

日㈪ 午後7時〜8時30分
申込開始日＝8月17日㈭
ピラティス教室
日時＝9月5日㈫・12日㈫・19日㈫・26

日㈫ 午後2時〜3時
申込開始日＝8月18日㈮
骨盤体操
日時＝9月14日㈭・28日㈭ 午後2時〜

3時
申込開始日＝8月21日㈪
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝9月11日㈪・25日㈪ 午後1時30

分〜3時
申込開始日＝8月22日㈫
健康増進フィットネス体操
日時＝9月7日㈭・14日㈭・21日㈭・28

日㈭ 午後1時30分〜3時
申込開始日＝8月23日㈬
初めてのエアロビクス
日時＝9月7日㈭・13日㈬・21日㈭・27

日㈬ 午前10時〜11時30分（13日・
27日は午後1時30分〜3時）
申込開始日＝8月24日㈭
※くわしくは市体育館へ。

国際医療福祉大学市民公開講座
健康を支えるために今からできること

日時＝9月15日㈮ 午後1時〜2時30分
会場＝国際医療福祉大学成田キャンパス
テーマ＝あなたの生活をまるごと元気

に！作業療法！
講師＝小野和美さん（成田保健医療学部

作業療法学科講師）
定員と参加費＝50人（先着順）・無料
※申し込みは同大学成田キャンパス総務

課（☎20-7701）へ。

明治大学・成田社会人大学公開講座
アメリカ情勢について解説

　明治大学・成田社会人大学では、市民
の皆さんが無料で参加できる公開講座を
開催します。
日時＝9月30日㈯ 午前10時〜正午
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝現代アメリカ情勢を問う
講師＝福田邦夫さん（明治大学名誉教授）
定員と参加費＝50人（先着順）・無料
※申し込みは生涯学習課（☎20-1583）へ。

屋根・外壁の塗り替えセミナー
リフォームトラブルに遭わないために

日時＝9月9日㈯ 午前9時30分〜11時
30分
会場＝国際文化会館第1会議室
内容＝自宅の屋根や外壁の塗装を業者に

依頼する際の注意点について学ぶ
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは市民講座運営委員会（10 

120-689-419）へ。

歌舞伎講座音楽編
太鼓や笛の演奏を楽しむ

　歌舞伎囃
はや

子
し

方
かた

の田中傳
でん

次
じ

郎
ろう

社中が太鼓
などを演奏して解説します。
日時＝9月3日㈰ 午後1時〜2時、午後3

時〜4時
会場＝スカイタウンホール
定員と参加費＝各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@cit 
y.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

お知らせ

録音図書目録の配付
どなたでも楽しめるように

　図書館では、視覚障がいのある人に向
けた音声による図書（録音図書）を作成し
ています。昨年度までの目録が完成しま
した。利用案内と目録を配付しています。
※くわしくは市立図書館（☎27-2000、

月曜日・8月31日㈭は休館）へ。

し催 物

星空映画会
夏休みに

日時＝8月26日㈯ 午後5時〜9時
会場＝赤坂公園芝生広場（雨天時は西中

学校体育館）
上映作品＝ペット、はとよひろしまの空

を（平和教育映画）
※入場は無料です。鑑賞を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは市青少年
相談員連絡協議会ニュータウン地区・
柳川さん（☎090-1815-9676）へ。

うなりくんカップ
女子サッカーチームが激突

　近隣の高校・大学・一般のチームによ
るトーナメントです。
日時＝9月24日㈰ 午前9時〜午後5時
会場＝中台運動公園球技場
※入場は無料です。観戦を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは市サッ
カー協会事務局・山田さん（☎090-
4835-3318）へ。

シルバーいきいき作品展
自信作が勢ぞろい

日時＝9月2日㈯〜10日㈰
会場＝赤坂ふれあいセンター
内容＝書・絵画・彫刻・写真・手工芸・

短歌・俳句・川柳などの展示
※入場は無料です。鑑賞を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは同セン
ター（☎26-0236）へ。

募 集
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再就職支援セミナー・就労相談
子育て中のお母さんへ

　本市と佐倉市で、子育て中の女性の再
就職を応援するセミナーを開催します。
期日＝9月13日㈬
会場＝ミレニアムセンター佐倉
参加費＝無料
再就職支援セミナー
時間＝午前10時〜午後0時30分
内容＝自己理解、キャリアプランの作成、

求人情報の収集
対象＝子育て中で再就職を希望する女性
定員＝20人（先着順）
就労に関する出張相談
時間＝午後1時30分〜4時（30分程度の

就労相談）
定員＝4人（午前のセミナー参加者で先

着順）
※申し込みは商工課（☎20-1622）へ。託

児（定員10人・先着順）を希望する人は
9月5日㈫までに申し出てください。

どならない子育て練習法講座
今日から生かせる

　子どもが言うことを聞いてくれない、
しつけをどうしたらいいか分からないな
ど、子育てで困っていませんか。子ども
を褒めるコミュニケーション方法を学び
ます。
期日とテーマ（全7回）
◦9月26日㈫…分かりやすいコミュニ

ケーション
◦10月3日㈫…良い結果・悪い結果
◦10月10日㈫…効果的な褒め方
◦10月24日㈫…予防的教育法
◦11月7日㈫…問題を正す教育法
◦11月28日㈫…自分自身をコントロー

ルする教育法
◦12月5日㈫…フォローアップ
時間＝午前10時〜正午
会場＝保健福祉館
対象＝市内在住の平成20年4月2日〜25

年4月1日生まれの子どもの保護者で、
全回参加できる人
定員＝8人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは9月15日㈮までに子育て

支援課（☎20-1538）へ。乳幼児の託
児を5人（先着順）まで受け付けます。

陸・海・空の自衛官
平和を仕事にする

応募資格
◦自衛官候補生…18〜26歳の人
◦航空学生…高卒（見込みを含む）で、

21歳未満の人（海上自衛官は23歳未
満の人）

◦一般曹候補生…18〜26歳の人
受付期限＝9月8日㈮
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

リサイクル教室
着物から作務衣を作る

日時＝9月5日㈫・12日㈫（全2回） 午前
10時〜午後4時
会場＝リサイクルプラザ
対象＝和裁の知識がある人
定員＝10人（先着順）
参加費＝無料（昼食は各自で用意）
持ち物＝ほどいた着物、裁縫道具、はさ

み、50cmの物差し
※申し込みはリサイクルプラザ（☎36-

1000）へ。

初心者太極拳教室
ゆったりとした動きで筋力強化

日時＝9月11日㈪ 午後1時〜3時30分
会場＝市体育館
持ち物＝運動靴、タオル、飲み物
申込方法＝9月9日㈯までに市体育協会
（☎33-3811）へ

※参加費は無料です。くわしくは市太極
拳連盟・森口さん（☎33-3064）へ。

料理コンクール
自慢のお弁当のレシピを

応募資格＝県内在住・在勤・在学の人
作品の規定＝次の全ての要件を満たす弁

当
◦よくかんで味わえる子ども向きのもの
◦家庭や集団で楽しめるもの
◦材料費が1人分500円程度のもの
◦県内の農産物を利用したもの
◦手軽に作れるもの
応募期限＝9月15日㈮
※くわしくは千葉県歯科衛生士会（☎04 

3-241-9903 ホームページhttp://w 
ww.chiba-dha.net）へ。

エコ・マイバッグづくり教室
もったいないの心を大切に

日時＝8月26日㈯ 午後1時〜4時
会場＝加良部公民館
内容＝壊れて不用になった傘でエコバッ

グを作る
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは成田市消費者友の会・岩﨑さ
ん（☎22-0843）へ。

千葉ロッテマリーンズ戦
ユニフォーム付きのチケットを販売

　千葉ロッテマリーンズとフレンドシッ
プシティ協定を結んでいる10市を対象
にユニフォーム付きチケットの特別抽選
販売を行います。
日時＝9月28日㈭ 午後6時15分から
会場＝ZOZOマリンスタジアム
対戦相手＝オリックス・バファローズ
対象＝市内在住・在勤・在学の人
チケット内容＝内野自由席（CHIBAユニ

フォーム1枚付き）…1,000円
申込方法＝8月25日㈮午前10時〜31日

㈭午後10時に千葉ロッテマリーンズ
ホームページ（http://www.marine 
s.co.jp/expansion/local/2017in 
vitation/）から申し込む。当選結果は
9月5日㈫にEメールで通知します

※くわしくはマリーンズインフォメー
ションセンター（☎03-5682-6341）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＝9月20日㈬・26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
定員＝各1組（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは文化国際課（☎20-1534）へ。

使用できるグランドピアノ
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うちわ作りとこわいおはなし会
夏の終わりに

日時＝8月27日㈰ 午後3時30分〜5時
会場＝子ども館
対象＝小学生〜高校生
定員＝30人（先着順）
参加費＝20円（材料費）
※申し込みは8月19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。

ベビーマッサージ教室
ママと一緒に

日時＝9月13日㈬・20日㈬・27日㈬（全
3回） 午前10時30分〜11時30分
会場＝中郷公民館
対象＝生後3〜8カ月の赤ちゃんと母親
定員＝10組（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝8月31日㈭（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・親子の氏
名（ふりがな）・電話番号・子どもの生
年月日・教室名を中郷公民館（〒286-
0832 赤荻1587-1 Eメールkomink 
an@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎22-4614、月曜日・
祝日・9月19日㈫は休館）へ。

バウンドテニス体験教室
気軽に挑戦

日時＝9月14日㈭・21日㈭ 午前9時20
分受け付け開始
会場＝市体育館
定員＝各20人（応募者多数は抽選）
参加費（1回当たり）＝100円（保険料な

ど）
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3日前までに市レ

クリエーション協会事務局（スポーツ
振興課・☎20-1584）へ。

環境審議会委員
あなたの意見をぜひ

応募資格＝11月1日㈬現在で満20〜74
歳の市内在住の人（ほかの審議会など
の委員になっている人・議員・市の常
勤職員を除く）
活動内容＝環境の保全や廃棄物の減量、

資源化などに関する事項の審議
定員＝5人（選考あり）
任期＝11月1日から2年間
応募方法＝9月15日㈮（当日消印有効）

までに直接または郵送で環境の保全や
廃棄物の減量、資源化などに関する作
文（800字程度）と履歴書を環境計画
課（市役所5階 〒286-8585 花崎町7 
60）へ

※くわしくは同課（☎20-1533）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
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＝8月15日㈫
シェイプアップ・ヨガ
日時＝9月1日㈮・15日㈮ 午前10時〜

11時
ヨガ教室
日時＝9月6日㈬・14日㈭・20日㈬・28

日㈭ 午前10時〜11時30分
【プール】
時間＝午前10時〜11時
定員＝各30人（先着順）
申込開始日＝8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＝9月2日㈯・9日㈯
アクアビクス教室
日時＝9月5日㈫
シェイプアップ教室
日時＝9月7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・9月19日㈫・24日㈰は休館）
へ。

印旛沼環境基金公開講座
きれいな水を取り戻す

日時＝9月2日㈯ 午後1時30分〜3時30
分
会場＝ミレニアムセンター佐倉
テーマ＝いんば沼〜歴史と環境
定員と参加費＝100人（先着順）・無料
申込方法＝電話またはEメールで住所・

氏名（ふりがな）・電話番号を佐倉市役
所環境政策課（☎043-484-4278 E
メールkankyoseisaku@city.sakura. 
lg.jp）へ

※くわしくは同課へ。

子どもミュージカル
あなたも出演しませんか

　みんなでミュージカルを作り上げ、2
月18日㈰に発表します。
日時＝10月15日㈰・29日㈰、11月12日

㈰・26日㈰、12月10日㈰・23日（土・
祝）、1月7日㈰・21日㈰・28日㈰、2
月4日㈰・17日㈯・18日㈰ 午前9時
30分〜午後0時30分
会場＝もりんぴあこうづ
対象と定員
◦小中学生…12人（先着順）
◦高校生以上…5人（先着順）
参加費＝6,000円（材料費など）
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27-

5252、第4日曜日は休館）へ。

パン作り教室
簡単にできる

日時＝9月30日㈯、10月1日㈰（全2回） 
午後1時30分〜4時（10月1日は午前
10時30分〜午後1時）
会場＝遠山公民館調理室
内容＝手軽にできるパンを種から作り、

試食する
定員＝12人（応募者多数は市内在住・在

勤の人を優先に抽選）
参加費＝1,000円（材料費）
申込方法＝9月1日㈮（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・氏名・年
齢・電話番号・教室名を遠山公民館

（〒286-0122 大清水48-7 Eメール
kominkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎35-0600、月曜日・
祝日・9月19日㈫は休館）へ。

募 集


