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バドミントン大会
力を合わせて

日時＝10月22日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
内容＝混合ダブルス
対象＝中学生以上
定員＝200組（先着順）
参加費（1組当たり）＝2,000円（シャト

ル代など）
申込方法＝10月13日㈮までにEメール

で住所・ペアの氏名（ふりがな）・電話
番号・所属チーム名・参加ランク（分
かる人のみ）を市体育協会事務局（Eメー
ルnrtaikyo@portland.ne.jp）へ

※くわしくは同事務局（☎33-3811）へ。

お知らせ

関東大学女子駅伝対校選手権大会
交通規制にご協力を

　関東大学女子駅伝対校選手権大会の開
催に伴い、9月24日㈰に国道464号線・
南環状線沿線は交通規制が行われます。
　ご理解とご協力をお願いします。
※くわしくは関東学生陸上競技連盟（☎

03-5411-1488）へ。

犬・猫の不妊・去勢手術
費用の一部を助成

助成額（1世帯当たり1匹）＝5,000円。
手術と同時にマイクロチップの装着を
希望する人には、費用の一部（1,000
円）を助成
定数＝800匹（応募者多数は抽選）
申込方法＝手術を希望する動物病院（県

獣医師会に加入している動物病院）に
ある申込用紙に病院の印をもらい、住
所・氏名・電話番号・犬または猫の区
別・ペットの名前・年齢・性別・毛色・
犬の場合は平成29年度の狂犬病予防
注射済票番号を書いて、千葉県獣医師
会「不妊・去勢手術普及事業」係（〒26 
0-0001 千葉市中央区都町463-3）へ
申込期間＝9月20日㈬～26日㈫（当日

消印有効）
※くわしくは県獣医師会（☎043-232-

6980）へ。

大栄B＆G海洋センター
工事に伴う一時閉鎖

　受電設備の改修工事を行うため、次の
期間、閉鎖します。
◦アリーナのみ…10月30日㈪〜11月

10日㈮
◦施設全体…11月27日㈪〜12月20日

㈬
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 

84）へ。

登録者数が確定
選挙人名簿の

　平成29年9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･･････53,408人
◦女･･････53,649人
◦合計･･･107,057人
※くわしくは選挙管理委員会（☎22-11 

11 内線3152）へ。

し催 物

なかよし動物フェスティバル
命の大切さを学ぶ

日時＝9月24日㈰ 午前10時～午後3時
会場＝県動物愛護センター（富里市）
内容＝犬との触れ合い、乗馬体験など
※くわしくは同センター（☎93-5711）へ。

もりんぴあフェスティバル
さまざまな体験ができる

日時＝9月24日㈰ 午前10時～午後5時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝音楽・ダンスの発表、書道・絵画

などの展示、健康相談、台湾茶体験、
リサイクル本の配布、模擬店など

※くわしくは、もりんぴあこうづ（☎27- 
5252、第4月曜日は休館）へ。

国際市民フェスティバル
子ども会まつりも同時開催

日時＝10月1日㈰ 午前10時～午後3時
会場＝国際文化会館
内容＝国際色豊かな食べ物の模擬店や発

表、体験コーナー、映画、ゲームなど
※くわしくは文化国際課（☎20-1534）へ。

市民文化祭
日頃の活動の成果を披露

展示などの会場と催し物・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）
◦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㈰
発表などの会場と催し物・日時
中央公民館
◦将棋大会…10月8日㈰ 午前9時から
◦囲碁大会…10月15日㈰ 午前9時から
スカイタウンホール
◦軽音楽・マジックのつどい…10月9

日（月・祝） 午後1時～5時
◦古典の日記念朗読コンサート…10月

21日㈯ 午後1時～5時
◦邦楽のつどい…10月22日㈰ 正午～

午後5時
スカイタウンホールホワイエ
◦市民茶会…10月9日（月・祝） 午前10

時30分〜午後3時
国際文化会館
◦歌謡の祭典…10月9日（月・祝） 午前

9時30分～午後6時
◦吟道の祭典…10月28日㈯ 午前9時

30分～午後4時30分
◦ダンス・バレエの祭典…11月3日（金・

祝） 午前9時30分～午後5時
◦舞踊の祭典…11月5日㈰ 午前10時30

分～午後4時
◦市民茶会…11月3日（金・祝） 午前10

時～午後3時
成田公民館
◦短歌大会…10月14日㈯ 午後1時～4

時30分
宗吾霊堂
◦市民茶会…11月3日（金・祝） 午前10

時～午後3時
三里塚コミュニティセンター
◦民謡の祭典…11月12日㈰ 午前10時

～午後4時
※くわしくは文化国際課（☎20-1534）へ。
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ジンギスカンのふるさと三里塚
下総御料牧場ゆかりの地で味わう

日時＝10月9日（月・祝）（雨天の場合は
中止） 午前11時30分～午後3時
会場＝三里塚記念公園
定員＝30組（先着順）
参加費（1組当たり）＝5,000円（七輪1基、

4人分の肉・野菜・おにぎり・お茶）
※1組当たり1台分の駐車場が確保され

ます。申し込みは9月29日㈮までに
成田商工会議所青年部・中川さん（☎
22-2101）へ。

CTUデュアスロンinフレンドリー下総
ランとバイクで競う

日時＝11月19日㈰ 午前8時45分から
会場＝下総運動公園サイクルロード
競技種目
◦小学生（低・中・高学年）…ラン1㎞・バ

イク3㎞・ラン1㎞
◦中学生・一般（高校生以上）B…ラン

1.5㎞・バイク10.5㎞・ラン1.5㎞
◦一般（高校生以上）A…ラン3㎞・バイ

ク21㎞・ラン3㎞
定員＝小学生各学年30人、中学生30人、一

般各40人（先着順）
参加費＝小学生2,000円、中学生・一般

B3,000円、一般A4,000円（保険料など）
※くわしくは大会事務局・加藤さん（☎0 

90-7216-3528 ホームページhttp:// 
www.ne.jp/asahi/shake/hand）へ。

マンション管理組合セミナー・相談会
専門家がポイントを説明

日時＝10月7日㈯ 午後1時～4時30分
会場＝中央公民館
内容＝「マンションの民泊を考える」「マ

ンション大規模修繕工事をミニマムコ
ストで行うためには」をテーマにした
講演と個別相談会
定員＝セミナー20人・個別相談会4組
（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは千葉県マンション管理士会
（☎043-244-9091）へ。

ソフトボール大会
市民文化祭体育の部

日時＝11月19日㈰（予備日11月26日㈰） 
午前8時集合
会場＝北羽鳥多目的広場
競技方法＝トーナメント方式・10人制

スローピッチ・男女混成（女性または
60歳以上の人を3人以上含むこと）
対象＝中学生以上
参加費（1チーム当たり）＝6,000円
※代表者会議・抽選会を11月12日㈰午

後6時から中央公民館で行います。申
し込みは11月3日（金・祝）までに市ソ
フトボール協会・坪田さん（☎26-088 
9）へ。

ボランティア養成講座
赤ちゃんへの読み聞かせ

日時＝10月6日㈮・20日㈮・27日㈮（全
3回） 午後2時～3時30分
会場＝もりんぴあこうづ（27日は市立図

書館本館と保健福祉館）
テーマ＝乳児を対象とした絵本の読み聞

かせとわらべうた
対象＝全回参加でき、ボランティアとし

て、保健福祉館で行われる赤ちゃん相
談での読み聞かせに参加できる人
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは9月20日㈬午前9時30分

から市立図書館（☎27-2000、月曜
日、9月19日㈫・29日㈮は休館）へ。

排水設備工事責任技術者試験
下水道の

受験資格＝下水道排水設備工事に関する
一定の経験年数などを持つ人
申込書配布期間＝10月6日㈮まで（土・

日曜日、祝日を除く）
申込方法＝10月12日㈭（当日消印有効）

までに千葉県下水道協会事務局（千葉
市下水道経営課内・〒260-8722 千
葉市中央区千葉港1-1）にある申込書
に、必要事項を書いて直接または郵送
で同事務局へ
試験日＝1月13日㈯
試験会場＝千葉市総合保健医療センター
※くわしくは同事務局（☎043-245-61 

12）へ。

月見だんごをつくろう
こねて丸めて

日時＝9月30日㈯ 午前10時～正午
会場＝中央公民館
対象＝小中学生
定員＝16人（先着順）
参加費＝300円（材料費）
持ち物＝エプロン、三角巾、タオル、飲

み物
※申し込みは9月16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。

市内合同就職説明会
保育士のための

　市内の保育園・小規模保育事業所など
が集まり、就職を希望する人に求人内容
や職場の説明、面接などを行います。
日時＝9月26日㈫ 午後2時～5時
会場＝市役所6階大会議室
対象＝保育士資格を持つ人（平成30年3

月末日までに取得見込みの人も含む）
就職支援担当者、子育て支援員研修修
了者
持ち物＝写真を貼った履歴書（面接を希

望する人）
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは保育課（☎20-1607 ホー
ムページ http://www.city.narita.
chiba.jp/kosodate/page30870 
0.html）へ。

大栄B＆G海洋センターのイベント
体のゆがみを改善しよう

会場＝大栄B＆G海洋センター武道場
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）
ヨガ教室
日時＝10月4日㈬・12日㈭・18日㈬・

26日㈭ 午前10時～11時30分
シェイプアップ・ヨガ
日時＝10月6日㈮・20日㈮ 午前10時～

11時
※申し込みは午前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。

募 集
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ビジネス支援セミナー
おいしさを伝える写真の撮り方

日時＝9月26日㈫ 午後2時～4時（個別相
談は午後4時から）
会場＝成田商工会議所（花崎町）
内容＝メニューやホームページ向けの食

べ物写真の撮影方法などの講座
講師＝稲垣美和さん（フードコーディ

ネーター）
対象＝中小企業者・小規模事業者
定員＝10人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝9月22日㈮までに氏名・電

話番号・会社名・所在地を商工課（☎
20-1622）へ

※くわしくは千葉県産業振興センター
（☎043-299-2921）へ。

危険物取扱者試験
受験者のための講習会も

危険物取扱者試験
期日＝11月19日㈰
会場＝日本大学生産工学部実籾校舎（習

志野市）
受験料＝甲種5,000円、乙種3,400円、

丙種2,700円
申込方法＝10月16日㈪（当日消印有効）

までの月～金曜日（祝日を除く）に、消
防署にある願書に必要事項を書いて直
接または郵送で消防試験研究センター
千葉県支部（〒260-0843 千葉市中
央区末広2-14-1）へ。同センターホー
ムページ（http://www.shoubo-shi 
ken.or.jp/）からも申請できます（10月
13日㈮まで）
受験者講習会
日時＝10月12日㈭ 午前9時30分～午後

4時45分
会場＝印西市文化ホール
受講料＝3,600円（テキスト代は別途実

費）
申込方法＝9月25日㈪～29日㈮に、予

防課（市役所地下1階）にある申込書に
必要事項を書いて、受講料と共に同課
へ

※くわしくは、試験については消防試験
研究センター千葉県支部（☎043-26 
8-0381）、講習会については予防課（☎ 
20-1591）へ。

フリーマーケット
家具の即売会も開催

日時＝10月1日㈰ 午前9時～午後2時（家
具の即売会は午前10時30分から、自
転車の即売会は午後1時30分から。開
始30分前から整理券を配布）
会場＝リサイクルプラザ
※くわしくはリサイクルプラザ（☎36-10 

00）へ。

印旛沼環境基金公開講座
歴史を振り返る

期日とテーマ
①10月7日㈯…いんば沼の歴史
②11月4日㈯…いんば沼の水環境
③12月2日㈯…いんば沼の生きもの
時間＝午後1時30分～4時
会場＝ミレニアムセンター佐倉
定員＝各100人（先着順）
申込開始日＝①9月15日㈮②10月16日

㈪③11月15日㈬
申込方法＝電話またはEメールで氏名
（ふりがな）・住所・電話番号を佐倉市
役所環境政策課（☎043-484-4278 
Eメールkankyoseisaku@city.saku 
ra.lg.jp）へ

※くわしくは同課へ。

印旛沼クリーンハイキング
楽しみながらごみ拾い

日時＝10月21日㈯（雨天の場合は10月
22日㈰） 午前9時～正午
会場＝甚兵衛公園（北須賀）。会場の駐車

場は混雑します。車で来場する場合は、
乗り合わせをお願いします。また、市
役所（午前8時10分）発、図書館前（午
前8時30分）経由の送迎バスが運行さ
れます
内容＝ごみを拾いながらハイキング、麻

賀多神社の獅子舞、うなりくんふわふ
わドーム、金魚すくい、バルーンアー
トなど
参加費＝無料
持ち物＝軍手、飲み物
※参加を希望する人は当日直接会場また

は送迎バス乗り場へ。小学3年生以下
は保護者同伴で来てください。くわし
くは、なりた環境ネットワーク事務局

（環境計画課・☎20-1533）へ。

絆「Ekiden」42.195㎞
たすきをつないで

　陸上競技場トラックを含めた約1km
の特設コースを周回する駅伝大会を開催
します。走る順番や回数は自由です。
日時＝11月3日（金・祝）午前9時30分

から
会場＝中台運動公園陸上競技場
チーム編成＝5～14人
定員＝30チーム（応募者多数は抽選）
参加費（1チーム当たり）＝7,000円
申込書配布場所＝市陸上競技協会ホーム

ページ（http://www1.plala.or.jp/
OOYA/naririku/naririku1.htm）
申込方法＝10月2日㈪までに申請書をE

メールで同協会（tf-2007naririku@j 
mail.plala.or.jp）へ

※くわしくは同協会ホームページまたは
祝日を除く月～金曜日の午後7時以降
に同協会事務局・大矢さん（☎090-
3430-8175）へ。

けん玉をつくってあそぼう
集中力をアップ

日時＝10月8日㈰ 午前10時～正午
会場＝子ども館
内容＝身近な材料でけん玉を作り、いろ

いろな遊びやゲームをする
対象＝小学生～高校生
定員＝16人（先着順）
参加費＝30円（材料費）
持ち物＝作品を持ち帰るための袋
※申し込みは9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。

自動車点検教室
毎日の安全運転のために

日時＝10月7日㈯ 午前10時～午後1時
会場＝中央公民館
内容＝日常の整備や点検方法の講習と、

タイヤ交換などの実技
対象＝自動車の運転免許証を持つ人
定員＝50人（先着順）
参加費＝無料（昼食付き）
※軽作業ができる服装で来てください。

申し込みは祝日を除く月～金曜日の午
前10時～午後4時に千葉県自動車整備
振興会成田支部（☎22-3525）へ。
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フォークダンス祭
初めての人も楽しくステップ

日時＝10月21日㈯ 午前9時50分～午
後3時
会場＝市体育館
参加費＝500円（保険料・飲み物代）
持ち物＝動きやすい服装、上履き、昼食
※申し込みは10月13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。

秋季ユニカール教室
ニュースポーツを体験

日時＝10月6日㈮・13日㈮・20日㈮・
27日㈮ 午後6時30分～8時30分
会場＝市体育館
参加費＝無料
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。

英語で遊ぼう!
お母さんと一緒に

日時＝11月2日㈭・9日㈭・16日㈭（全
3回） 午前10時～11時
会場＝橋賀台公民館
内容＝英語の手遊び歌、英語の絵本の読

み聞かせなど
対象と定員＝10月1日現在で2歳の子ど

もと母親・12組（応募者多数は抽選）
持ち物＝クレヨンまたは色鉛筆、のり
申込方法＝10月5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）・子どもの生年月日・電
話番号を橋賀台公民館（〒286-0037 
橋賀台1-43-1 Eメールkominkan@
city.narita.chiba.jp）へ

※参加費は無料です。くわしくは同館（☎
26-9695、月曜日・祝日・9月19日
㈫は休館）へ。

成田空港親子見学バスツアー
特別に公開される場所を

出発地・日時
◦JR千葉駅発…10月22日㈰ 午前9時

～午後4時
◦JR柏駅発…10月29日㈰ 午前8時30

分～午後4時30分
見学先＝成田空港、JAL整備用格納庫、

航空科学博物館
対象＝小学4～6年生と保護者
定員＝各20組40人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料（昼食付き）
申込方法＝9月28日㈭（必着）までに、は

がきに住所・氏名（ふりがな）（小学生
と保護者各1人ずつ）・生年月日・電話
番号・郵便番号・希望する出発地を書
いて成田空港活用協議会事務局（〒26 
0-0026 千葉市中央区千葉港4-3-30 
1）へ。当選者には10月12日㈭までに
参加証を郵送します

※くわしくは同事務局（☎043-306-24 
11）へ。

ランニング教室
走り方を学ぶ

日時＝10月14日㈯・28日㈯、11月4
日㈯ 午前9時30分～11時30分
会場＝中台運動公園周辺
講師＝早田俊幸さん（第51回福岡国際マ

ラソン大会2位入賞）
対象＝16歳以上
定員＝各30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）

※申し込みは市体育館（☎26-7251）へ。

国際医療福祉大学市民公開講座
健康について学びませんか

日時＝10月19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＝健康と運動～今の自分の身体を

知ろう
講師＝西田裕介さん（成田保健医療学部

理学療法学科学科長）
定員＝50人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同大学成田キャンパス総務

課（☎20-7701）へ。

市体育館のイベント
健康のために

会場＝市体育館（パーク・ヨガは中台運
動公園陸上競技場。雨天の場合は市体
育館アリーナ）
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）
定員＝各50人（先着順。パーク・ヨガは

200人）
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＝10月13日㈮・20日㈮・27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＝①9月15日㈮②9月19日

㈫
ナイト・ヨガ
日時＝10月12日㈭・16日㈪・26日㈭・

30日㈪ 午後7時～8時30分
申込開始日＝9月19日㈫
パーク・ヨガ
日時＝10月16日㈪ 午前10時～11時
申込開始日＝9月19日㈫
ピラティス教室
日時＝10月3日・10日・17日・24日・

31日の火曜日 午後2時～3時
申込開始日＝9月20日㈬
骨盤体操
日時＝10月12日㈭・26日㈭ 午後2時～

3時
申込開始日＝9月21日㈭
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝10月16日㈪・23日㈪・30日㈪ 

午後1時30分～3時
申込開始日＝9月22日㈮
健康増進フィットネス体操
日時＝10月5日㈭・12日㈭・19日㈭・

26日㈭ 午後1時30分～3時
申込開始日＝9月25日㈪
初めてのエアロビクス
日時＝10月5日㈭・11日㈬・19日㈭・

25日㈬ 午前10時～11時30分（11日・
25日は午後1時30分～3時）
申込開始日＝9月26日㈫
※くわしくは市体育館へ。

募 集


