
 
 
 

 
 

 

７月１５日 土 、九十九里浜真亀海岸で、成田市子ども会連絡会主催の「地引き網体験」が開催されました。

みんなで力を合わせて引き上げた網の中には、あじ・さば・いわしなど様々な魚に交じって、なんとサメも…。

縄を引く疲れも吹き飛ぶ歓声が沸き起こりました。 （関連記事は次ページへ）
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成田市子ども会連絡会親子体験事業 

 親子で地引き網体験

晴天の７月１５日、

山武郡九十九里町の

真亀海岸で、地引き網

体験が行われました。

このイベントは、親子

のふれ合い・異年齢の

子ども同士の交流や

自然体験を目的に実

施している親子体験事業で、毎年人気を博していま

す。

心を一つに威勢よく「ソーレ！」 

今年の参加は６２名。大型バス２台に分乗し、道

の駅で休憩しながら１時間半ほどで到着しました。

暑い日でしたが、海はしけで波も高めでした。そ

れでも、魚はしっか

りかかっていて、元

気に掛け声をかけ

ながら網を引き上

げました。

魚を仕分けてい

る間は、子どもたち

は宝探しで盛り上がりました。地引き網後は、足を

洗って、海の家で昼食です。魚の天ぷらもおいしく、

楽しい思い出の一つになったようです。

ジュニアリーダーが中心になったバスレクや魚

を手にした体験に、笑顔が弾けた一日でした。

青少年教育の充実に向けて 

成田市子ども会連絡会（市子連）では、このよう

な親子体験事業を、年間３回実施しています。また、

子ども会まつりの開催など、さまざまな体験を通し

て、子どもたちの健全育成を支援する取り組みを行

っています。

＜地引き網参加者の声＞ 

☆いろいろな魚が獲れた。サメが

かかってびっくりした。 
☆網を引くのが楽しかった。

☆みんなと協力して友達同士の絆がつくれた。 
 
☆ジュニアリーダーの活躍と頑張りに感心した。 
☆子どもが、生きている魚を触り、勉強になったと言

っていた。 
☆個人では参加できない事業で、バスレク・宝探し

等の内容も充実していてよかった。 

受付

開講式

５月２０日に文化芸術センタースカイタウンホー

ルで行われた開講式を皮切りに、平成２９年度社会人

大学の３講座がスタートしました。

国際的な諸問題を学ぶ「国際社会課程」の講義テー

マは「国際経済・領土問題」、歴史や文学・社会情勢

など幅広い一般教養を学ぶ「教養文化課程」では「く

らしの法律・経済」、生活の質を高める取り組みなど

を学ぶ「ライフマネジメント課程」では「ヘルスケア」

が講義テーマです。教養文化とライフマネジメントの

２講座は、今年度から実施されている新しい講座で

す。開講式後は早速第一回講義が開かれ、受講生たち

が熱心に聞き入っていました。

成田社会人大学とは？ 

  

明治大学と連携して成田市が平成９年度から開講

している社会人大学で、成田市在住・在勤の高校

生以上を対象に、年間１０回開催される連続講座

です。 

 「神田駿河台の講義を成田で」というキャッチ

コピーで、明治大学の講師陣による多彩で専門的

な学びは「まるで学生になったかのような気分で

学べる」と参加者からも好評です。 

 毎年３月初めに受講生を募集します。申し込み

方法や受講料などの詳細は、広報やホームページ

の募集要項をご覧ください。 
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音 楽 鑑 賞 中台第２保育園
 

子どもたちが、明るく健やかに成長することを願って、

幼稚園・保育園・小・中学校・義務教育学校６６学級で

「家庭教育学級」が行われています。今年度の重点目標

は、「健康・安全」「食育」「人権」「読書（幼・保）、地域

小・中・義務 」の４本柱です。それぞれの学級で年間テ

ーマを設定し、有意義な学習の場・仲間づくりの場とし

て展開されています。

７月１４日、 音楽教室主宰の向田順子氏とピアノ演

奏家の臼田圭介氏による「素敵な歌の世界を楽しもう」コ

ンサートが開かれました。手遊び歌・ピアノソロ・ペープ

サート・オペラとバラエティ豊か…。身振りをつけて一緒

に歌う園児を見ている保護者の顔もほころんでいました。

成田市では、放課後や週末等の子どもたちの安全・

安心な居場所づくりとして「放課後子ども教室」を推

進しています。この教室は、学習やスポーツ、文化体

験、地域の方々との交流活動などを行うもので、今年

度は、市内７校で、地域の方々のご協力を得て実施し

ています。ここでは、八生小・加良部小・美郷台小の

活動を紹介します。

八生小・・・八生っ子クラブ

加良部小・・・Ｓｍｉｌｅ クラブ

美郷台小・・・チャレンジもくようスクール

６月２８日、県警本部情報セキュリティーアドバイザー

星野和彦氏を講師に迎えＳＮＳ使用時に潜む危険性や注

意点を学習しました。子どもを取り巻く状況を真剣に話し

合う中で、親の果たすべき役割・責務を再認識しました。 
 

７月６日、食育アドバイザーの辻和代氏を講師に迎え、

調理実習と添加物についての学習をしました。巻きすの使

い方、海苔の縦横・表裏に気を付けながら作ると切り口に

きれいな花模様が現れます。いたる所から 
拍手と歓声が、あがっていました。 
 

八生小は、果樹の

宝庫。 月初旬、

杏と梅の実をとり

ました。青梅は、

きれいに洗いヘタ

を取り、梅シロッ

プにしました。

ジャガイモも

とれました。

じゃがバター

最高！

月 日に開級式を行いました。

自己紹介や「じゃんけん列車」等の

遊び。クラブ名の通り、笑顔・笑顔

の中で活動が展開されていました。

月 日は、「ヨ

ガ教室」を行いま

した。初めて体験

するヨガも子ど

もたちは、すぐに

体得しました。

テーブルの上には、

「折り紙教室」の活動で

子どもたちが作製した七夕飾りが

きれいに並んでいました。

「きめのポーズ」をキープ！
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平成29年度・後期 生涯学習推進事業一覧

平成29年度・後期　成田市生涯学習ガイド
◇・◆…生涯学習課の行事（☎　20-1583）
○・●………図書館の行事（☎　27-2000）
△・▲…文化国際課の行事（☎　20-1534）

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
　　　

○9/2　文学講座（原田マハ氏） ●16ミリ映写機操作技術講習会 ○11/25　市史講座(石毛一郎氏） ○12/14　大人のためのおはなし会

●映画会（土・日曜日月1回）　○9/24　もりんぴあこうづフェスティバル・リサイクルフェア（もりんぴあこうづ）

○祝日開館（本館、公津の杜分館、三里塚コミュニティセンター図書室、1/1は除く） ◆生涯学習講演会

○音訳協力者養成講座（6/22から計7回、図書館）

◇～11/25  明治大学・成田社会人大学 ◇3/1～明治大学・成田社会人大学新入生募集

◇～3/10　生涯大学院

◇11/10　生涯大学院学園祭(文化芸術センター（予定）) ◇3/1～生涯大学院新入生募集開始

◆美郷台地区会館サークルまつり（美郷台地区会館）

◆美郷台地区会館ふれあい講座　10月中旬・園芸教室①、11月中旬・歴史教室 ◆美郷台地区会館ふれあい講座　2月・健康教室、3月・園芸教室②

◇高等学校等開放講座(9/9～10/7成田国際高校、9/17～10/21成田高校、9/28～11/30成田北高校、10/7～10/28成田西陵高校、1/13～2/17成田国際福祉専門学校）

◇～2月　成田市家庭教育学級　　◇9/20　社会人権教育地区別研修会（香取市山田公民館）

○0・1歳のおはなしかい（9/15、10/20、11/10、12/15、1/19、2/16、3/16） ●クリスマスおはなしかい（もりんぴあこうづ）

○2・3歳のおはなしかい（9/15、11/10、1/19、3/16）

○えほんのおはなしかい（第3を除く土曜日）　○おはなしかい（第3土曜日）　○親子映画会（土・日曜日月2～3回） ○3/27　はるやすみおはなしかい

〇杜のおはなしかい（第2・第4火曜日、もりんぴあこうづ）◇10/18　青少年音楽祭(国際文化会館) ◇11/6、8、9、14～17　青少年感動芸術劇場 ◇2/12  青少年交流綱引き大会（成田市体育館）

（演劇「ベニスの商人」／市内全中学校） (水木一郎＆ボイジャークリスマスファミリーコンサート／国際文化会館)

◇3/3　ジュニアリーダー養成研修会

◇1/27、1/28　Jrリーダー初級認定講習会（東金青年の家）

△10/7 スカイタウンコンサート（アイリッシュ音楽） △1月「新春書道・華道展」（スカイタウンギャラリー）

△11/26　成田ブラスの祭典 ▲1月下旬～2月「山下清展」（スカイタウンギャラリー）

△11/23 スカイタウンコンサート △2/18成田市民ミュージカル

　△ふれあいコンサート　〔予定…9/21、10/26、11/30、12/21、1/25、2/22、3/22・会場は1F市民ロビー、6F大会議室、議場からその都度決定〕

△9/30～11/12　成田市民文化祭(各所)

△11/18～12/1　国際こども絵画交流展2017(文化芸術センター) △3/24　成田寄席

10/27～29　第35回成田市公民館まつり（公民館事業）

11/4フォレスタコンサートin成田

◇11/25　秋の博物館めぐり　 ◇12/4　秋の歴史講演会 ◆3/下旬　春の博物館めぐり　
　◇9/1、12/1、3/2 古文書から成田の歴史を学ぶかい

◇12/9　ロビーコンサート
△12/16 長唄（邦楽）

△ラテアートに挑戦(10/3)　
△スパイス飾りとスパイスシロップ
の素作り（12/9）

△成田カルチャーフェスティバル（3/18）

△ヒップホップダンス　キッズ・ジュニア・レギュラーコース（10/15～・第3期）

△はじめての英会話（10/19～計3回） 　

△あなたも英語で鍋奉行（10/26～計2回）

△安らぎのオカリナ（2/9から計4回）

▲健康的で楽しい口笛（10月予定） △やさしい韓国語講座Ⅱ（11/30～計3回） △飾り巻き寿司を作ってみよう（1/27）

▲スマホ写真講座（2月・3月予定）
▲プラモデルアトリエ（2月・3月予
定）
▲スタインウェイを弾いてみよう
（2月・3月予定）
△英語で成田を案内しよう（2/22～
計3回）

凡例：◇・○・△印…日程の決まっている行事　◆・●・▲印…日程の決まっていない行事　※平成29年9月1日現在の予定です.お申込み方法等については電話等（生涯学習課☎20-1583、図書館☎27-2000、文化国際課☎20-1534、国際文化会館☎23-1331）でお確かめください。

◇12/10 青少年感動芸術劇場

なりたカルチャークラブ（以下は国際文化会館事業、会場は国際文化会館）

◇10/15　親子わくわくディキャンプ
　　　　　　（加良部小学校グラウンド）

◇10/1 成田市国際市民フェスティバル＆子ども会まつり
           （国際文化会館）

◇1/7　成田市成人式
　　　　　(成田国際空港)

成人向けの 
イベント等 

青少年向け

文化 
芸術 
文化財 

成田市国際市民フェ
スティバル＆子ども会
まつり同時開催！ 

明治大学・成田社会人大
学＆生涯大学院の募集
要項は3/1発行の広報に
掲載いたします！ 

◇3/3 ジュニアリーダー養成

市内の小学校4～6年生を対
象に実施する研修会！昨年
は沖ノ島へ行きました。今年
度の詳細は2月頃の広報
で！お楽しみに！ 

▲1月下旬～2月「山下清展」（スカイタウンギャラリー）

(文化芸術センター)

世界各国の子どもた 
ちの夢がつまった作品をぜひ
ご鑑賞ください！ 
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５月２７日、６月３日、１７日の３回にわたり成

田市教育委員会と文化財保護協会の共催で「史跡め

ぐり」が開催され、今年は、佐原の史跡や文化財を

見学しました。

旺盛な知識欲をもった多くの方々が参加し、木村

修先生（香取市文化財審議委員）の話に真剣に耳を

傾け、先人の姿や風景に思いを馳せていました。

↑ 佐原の街並み（小野川沿い

↑ 観福寺

香取神宮 ↓

＜参加者の声＞

・平成 年の震災で多くの被害をこうむった佐原の

街並みが、市民の方々の努力により再建されたこと

を聞き、心底感心しました。

・新緑の中、香取神宮の造りの重厚さ、またその由来

等を伺い、崇高な美を感じました。

・勉強になりました。もっとじっくりと見学したいと

思いました。近くでもあるのでまた来ます。

「はばたけ成田っこ」を合言葉に友情・協力・忍耐

そして地域、青少年相互の友情の輪を広げることを目

的として行われているオールナイトハイク。２７回目

を数える今年は、７月２８日（金）の夜から２９日（土）

の早朝にかけて実施されました。コースは成田市体育

館をスタートし、美郷台、赤荻、小泉、十余三、駒井

野、大清水、東和田、ＪＲ成田駅等を周って体育館に

ゴールする全長約３０ｋｍ。中学生及び義務教育学校

７～９年生の５２チーム、総勢５１１人が参加し、ゴ

ールをめざしました。

実施にあたっては、青少年相談員が中心となり、保

護者や先生方、地域の方々が協力して同行や警備にあ

たり、生徒たちの安全を見守ってくれました。

友と励まし合って深めた友情、支えてくれた方々へ

の感謝の気持ちは、忘れられない思い出となったこと

でしょう。（成田市青少年相談員連絡協議会主催）

佐原は、佐倉・成田・

銚子と共に「北総四都市

江戸紀行」として日本遺

産に認定されています。

多様な文化と伝統が残

る街です。 

励
ま
し
合
い
な
が
ら
、

ひ
た
す
ら
歩
く
、
歩
く
！

成田の良いところ、

仲間の思わぬ一面を再発見！

オオオーーールルルナナナイイイトトト   ハハハイイイククク   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会 場：成田国際文化会館大ホール（入場無料） 
日 時：１０月１８日（水） 
時 間：開場９時、開演９時１５分～終演１５時 
出 演：市内小・中学校・義務教育学校から１７校 
演 目：合唱、合奏、吹奏楽、ミュージカル、音楽に関係する発表等 
主 催：成田市青少年育成市民会議 

成田市教育委員会 
※成田市青少年育成市民会議事務局 
成田市教育委員会生涯学習課 ℡20-1583 

 
 

音

議事務局

0-1583

成田市国際市民フェスティバル 2017  
子ども会まつり同時開催

10月１日（日）10時～15時 in国際文化会館

今年も「成田市国際市民フェスティバル」と「子ども会まつり」が、

同時開催されます。国際色豊かな模擬店や演芸の発表、体験コーナーなど、

おなかも満たされ、身体も動かせ、子どもから大人まで楽しめる 日です。

ご家族・お友だちなどお誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。

お知らせ 

2017成田市青少年音楽祭  
10月 18日（水） 

場ください。

主 催
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≪お申込みにあたって≫ 

対  象＝市内在住・在勤・在学の 10 人以上で構成

された団体 

自治会・町内会・学習グループ・老人クラブ・サーク

ルなどのグループ単位で利用してください。出前講座

を受けるために集まった友人同士のグループでも申

し込めます。  

開催日時＝年末年始を除く毎日、午前 9 時～午後 9

時の間で、1講座につき、2 時間以内 

※担当課の業務の都合等で、開催日時などを調整させ

ていただく場合がありますので、あらかじめご了承願

います。 

会  場＝市内で受講者の指定する場所 

会場の確保や当日の進行、参加者への連絡などは受講

者側でお願いします。 

費  用＝無料（実習の材料費などは実費） 

   メニュー表から、希望の講座を選び、日程 

   （第 3 希望まで）と会場を決める。 

 

  

   実施予定日の 3 週間前までに、直接または 

   ＦＡＸで申請書を生涯学習課へ提出。 

   または、お電話での申し込みも受け付けて 

   います。ＴＥＬ0476-20-1583 

   ※受付時間＝平日 8：30～17：15 

 

    

   申し込みが完了したら、希望講座の 

   担当課と日程などの調整を行い、開催決定。 

を 

 知っていますか？ 

 

         成田市教育委員会 生涯学習課（成田市役所５階） 

            電 話：0476-20-1583   ＦＡＸ：0476-24-4326 

           ★申請書・メニュー表は、生涯学習課窓口もしくは、成田市ホームページから 

            ダウンロードできます。 

            http://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/shogaku/std0006.html 

生涯学習課  

～編集後記～ 
 今回のいきいきＮＡＲＩＴＡでは、春から夏にかけて行われた「地引き網体験」や 
「オールナイトハイク」、「史跡めぐり」など様々な行事を紹介しました。これから秋に向けて、 
国際市民フェスティバルなど盛りだくさんのイベントが開催されますので、ご期待ください！ 
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