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宇崎竜童さん弾き語りライブ
国際文化会館で

　宇崎竜童さんによるギターを使った弾
き語りライブをお楽しみください。
日時＝3月21日（水・祝） 午後4時から
会場＝国際文化会館大ホール
出演＝宇崎竜童さん
対象＝小学生以上
入場料（全席指定）＝5,500円
入場券販売開始日＝10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、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。

成田祇園祭写真コンテスト
入賞作品がずらり

　成田祇園祭写真コンテストに応募の
あった314点から入賞作品20点が決定
しました。入賞作品が次の通り展示され
ますのでご覧ください。
日時＝10月20日㈮〜11月15日㈬（月曜

日を除く） 午前9時〜午後4時30分
会場＝成田観光館
※くわしくは観光プロモーション課（☎

20-1540）へ。

市消防操法大会
訓練の成果を披露

　消防操法技術の向上と団員の士気高揚
を目的に、各地区の消防団員が日々の訓
練で培った技術を競います。
日時＝10月29日㈰ 午前8時から
会場＝大栄運動場
※くわしくは消防総務課（☎20-1590）へ。

大栄ふるさと文化まつり
サークル活動の成果を

日時＝10月31日㈫〜11月5日㈰ 午前9
時〜午後5時（10月31日は午前10時
から、11月5日は午後3時まで）
会場＝大栄公民館
内容＝写真・短歌などの展示
※くわしくは同館（☎73-7071、月曜日・

祝日は休館）へ。

Xmas JAZZ LIVE IN NARITA
大人のための音楽の夜

日時＝12月1日㈮ 午後7時から
会場＝スカイタウンホール
出演＝豊田チカさん、椎名豊トリオ、向

井滋春さん
対象＝20歳以上の人
定員＝100人（応募者多数は抽選。11月

21日㈫以降に当選者にチケットを発
送）
入場料＝無料（飲食代として2,000円が

かかります）
申込方法＝11月15日㈬（当日消印有効）

までに、はがきに住所・氏名・年齢・
性別・電話番号・参加人数（1枚2人ま
で）を書いて、ベイエフエム事業開発部

（〒261-7127 千葉市美浜区中瀬2-6-
1 WBGマリブウエスト27階）へ。ベイ
エフエムホームページ（http://www.
bayfm.co.jp）からも申し込めます

※くわしくは文化芸術センター（☎20-
1133、月曜日は休館）へ。

防火ポスター展
小中学生の力作を展示

期間＝10月30日㈪〜11月5日㈰
会場＝ユアエルム成田店1階センタープ

ラザ
内容＝市内小中学校の児童・生徒から寄

せられた防火ポスターの入選作品の展
示、特別賞受賞者の表彰式（11月5日）

※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

邦楽演奏会
日本の伝統音楽を身近に

日時＝12月16日㈯ 午後3時から
会場＝スカイタウンホール
内容＝唄・三味線・囃

は や し
子など

演目＝長唄「雨の四季」「石
しゃっきょう

橋」、新内「関
せき

取
とり

千
せん

両
りょう

幟
のぼり

」「応挙の幽霊」
対象＝小学生以上
定員＝200人（先着順）
入場料（全席指定）＝2,000円
入場券販売開始日＝10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

※くわしくは文化芸術センター（☎20-
1133、月曜日は休館）へ。

三里塚コミセンまつり
楽しいイベントがいっぱい

日時＝11月5日㈰ 午前9時30分〜午後
4時
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝サークルの発表、ミニプラネタリ

ウム、バザー、模擬店など
※当日は、なかよしひろばと図書室はお

休みします。くわしくは同センター（☎
40-4880、月曜日は休館）へ。

菊花大会
成田山と宗吾霊堂で

　境内で鉢物・懸
けん

崖
がい

などの菊花が展示さ
れます。
会場と期間
◦成田山新勝寺…10月20日㈮〜11月

15日㈬
◦宗吾霊堂…10月20日㈮〜11月25日

㈯
※くわしくは成田山新勝寺（☎22-2111）、

宗吾霊堂（27-3131）へ。

音楽の絵本
親子のためのクラシックコンサート

　ウサギ、ライオン、トラなど、かわい
い動物たちが楽器を演奏します。
日時＝12月24日㈰ 午後1時30分から
会場＝スカイタウンホール
出演＝ズーラシアンブラス・弦うさぎ
定員＝250人（先着順）
入場料（全席指定）＝2,500円（3歳〜小

学生は1,500円。3歳未満でも座席を
使用する場合は有料）
入場券販売開始日＝11月5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

※くわしくは文化芸術センター（☎20-
1133、月曜日は休館）へ。

さまざまな菊花が並ぶ
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スクラップブッキング
思い出の写真で

日時＝11月10日㈮ 午前10時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝写真の切り抜きを使ってオリジナ

ルのボード作品を作る
対象＝高校生以上
定員＝16人（先着順）
参加費＝500円（材料費など）
持ち物＝切り抜いてもよい写真
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27- 

5252、第4月曜日は休館）へ。

太巻き寿司講習会
伝統料理に挑戦

日時＝11月10日㈮ 午前9時30分〜午後
2時
会場＝中央公民館調理室
対象＝市内在住・在勤の20歳以上の人
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,200円（材料費）
持ち物＝三角巾、エプロン、巻き簾

す

申込方法＝10月30日㈪（必着）までに、
はがきまたはEメールで住所・氏名・
電話番号・行事名を農政課（〒286-8 
585 花崎町760 Eメールnosei@cit 
y.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1541）へ。

ユニセフ・ラブウォークin房総のむら
参加費は全額募金

日時＝11月23日（木・祝）（雨天決行） 午
前9時30分〜午後0時45分
会場＝房総のむら（栄町）
コース＝6㎞
対象＝4歳以上の人
定員と参加費＝200人（先着順）・中学生

以上500円、4歳〜小学生200円
申込方法＝11月10日㈮までに電話また

はFAXで、住所・氏名・年齢を千葉
県ユニセフ協会（☎043-226-3171 F 
AX043-226-3172）へ。同協会ホー
ムページ（http://www.unicef-chib 
a.jp）からも申し込めます

※くわしくは同協会へ。

ハロウィン in KOZU
仮装してまちへ出よう

日時＝10月29日㈰ 午後1時30分〜4時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝仮装してまちを歩いたり、お菓子

を作ったりする
対象と定員＝小学生以上・12人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝仮装の衣装、タオル
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27- 

5252、第4月曜日は休館）へ。

関東デイ・ウォーキング
銚子市内を歩いて巡る

日時＝11月18日㈯ 午前7時出発
集合場所＝大谷津運動公園駐車場
対象＝市内在住の健康で脚力に自信のあ

る人
定員＝80人（応募者多数は抽選）
参加費＝3,500円（交通費・保険料など）
申込方法＝11月1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・年齢・電話番号・「関東デイ・
ウォーキング参加希望」を書いてスポー
ツ振興課（〒286-8585 花崎町760）
へ

※くわしくは同課（☎20-1584）へ。

環境学習会
秋の里山で自然観察

期日＝11月26日㈰（雨天決行）
集合時間＝午前9時30分（正午解散予定）
集合場所＝公津の杜駅改札口前広場（解

散は公津の杜公園駐車場）
コース＝公津の杜公園、付近の里山
対象＝市内在住・在勤・在学の人（小学

3年生以下は保護者同伴）
定員＝30人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝11月10日㈮（必着）までに、

はがき・FAX・Eメールのいずれかで、
参加者全員の住所・氏名・年齢・性別・
電話番号を、なりた環境ネットワーク事
務局（〒286-8585 花崎町760 FAX 
22-4449 Eメールkankei@city.nar 
ita.chiba.jp）へ

※当日はできる限り公共交通機関を利用
してください。くわしくは同事務局（環
境計画課・☎20-1533）へ。

お知らせ

交通規制
成田POPラン大会に伴う

　成田POPラン大会が開催されるため、
交通規制が行われます。規制中は警察官、
交通整理員の指示に従ってください。
日時＝11月12日㈰ 午前10時〜正午
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 

84）へ。

ぐるなりスタンプラリー
参加店を巡って豪華賞品

期間＝12月10日㈰まで
賞品＝国内航空券・食事券・映画観賞券

など
応募方法＝参加店3店を回り、スタンプ

を3つ集める（500円でスタンプ1つ）
※くわしくは成田空港通り活性化協議会

事務局（ぴーぽっぷ成田店・☎20-23 
45 ホームページhttp://www.guru 
nari.com）へ。

し催 物

長崎訪問報告会
折り鶴平和使節団

　被爆地を訪問した中学生が現地で見
て、聞いて、感じたことを発表します。
日時＝11月5日㈰ 午後1時30分〜3時15

分
会場＝スカイタウンホール 
内容＝戦争体験紙芝居、長崎訪問報告
※入場は無料です。観覧を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは文化国際
課（☎20-1534）へ。
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愛犬との楽しい暮らしかた教室
知っておきたいマナー

日時＝11月23日（木・祝）（雨天中止） 午
前10時〜11時30分
会場＝加良部台公園芝生広場
対象＝市内在住・在勤の人
定数＝20匹（先着順）
参加費（1匹当たり）＝1,000円（保険料

など）
※参加条件をスポーツ・みどり振興財団

ホームページ（http://www.park-na 
rita.jp/）で確認してください。申し込
みは午前9時から市体育館（☎26-72 
51）へ。

初めての将棋
基本から学ぶ

日時＝11月19日・26日、12月3日・10
日・17日の日曜日（全5回） 午後1時
30分〜3時30分
会場＝もりんぴあこうづ
対象と定員＝小学生以上・10人（先着順）
参加費＝500円（資料代など）
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27- 

5252、第4月曜日は休館）へ。

レクダンス講習会
おなじみの名曲を簡単なステップで

日時＝11月25日㈯ 午前10時〜正午
会場＝中央公民館講堂
参加費＝500円（保険料など）
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは11月17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。

防火・防災管理新規講習
災害に強い事業所づくり

期日＝12月21日㈭・22日㈮（全2回）
会場＝国際文化会館
定員＝144人（先着順）
申込方法＝日本防火・防災協会ホーム

ページ（http://www.n-bouka.or.j 
p/）、県消防設備協会（千葉市中央区
道場南1-9-15）、市予防課（市役所地
下1階）、各消防署にある申込書を直
接またはFAXで県消防設備協会（FAX 
043-223-6610）へ

※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

大栄B＆G海洋センターのイベント
運動不足の解消に

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（保険料など）
ヨガ教室
日時＝11月1日㈬・9日㈭・15日㈬ 午

前10時〜11時30分
シェイプアップ・ヨガ
日時＝11月10日㈮・17日㈮ 午前10時

〜11時
※申し込みは10月17日㈫午前9時から

大栄B＆G海洋センター（☎73-5110
月曜日は休館）へ。

市内施設見学会
鉄道の研修施設などへ

日時＝11月8日㈬ 午前9時〜午後3時
見学コース＝麻薬探知犬訓練センター、
三里塚御料牧場記念館・貴賓館・防空
壕
ごう
、鉄建建設建設技術総合センター

対象と定員＝市内在住の人・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＝10月23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）・生年月
日・電話番号を広報課（〒286-8585 
花崎町760 FAX24-1006  Eメール
koho@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1503）へ。

パークゴルフ初心者研修会
ホールインワンを目指して

日時＝11月6日㈪（雨天決行） 午前9時
から
会場＝十余三パークゴルフ場
対象＝未経験者
定員＝30人（先着順）
参加費＝1,000円（昼食代など）
申込方法＝10月31日㈫までに参加費を

持って十余三パークゴルフ場または久
住パークゴルフ場へ

※くわしくは市レクリエーション協会事
務局（スポーツ振興課・☎20-1584）
へ。

市体育館のイベント
楽しく体を動かそう

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（保険料など）
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。ピ
ラティス教室の申し込みは1人4回ま
で）
ヨガ教室
日時＝11月17日㈮・24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＝①10月16日㈪②10月17

日㈫
ナイト・ヨガ
日時＝11月2日㈭・9日㈭・13日㈪・

27日㈪ 午後7時〜8時30分
申込開始日＝10月17日㈫
ピラティス教室
日時＝11月2日㈭・6日㈪・7日㈫・14日

㈫・21日㈫・28日㈫ 午後2時〜3時
申込開始日＝10月18日㈬
骨盤体操
日時＝11月9日㈭ 午後2時〜3時
申込開始日＝10月19日㈭
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝11月13日㈪・20日㈪・27日㈪ 

午後1時30分〜3時
申込開始日＝10月20日㈮
健康増進フィットネス体操
日時＝11月2日㈭・9日㈭・16日㈭・

30日㈭ 午後1時30分〜3時
申込開始日＝10月23日㈪
初めてのエアロビクス
日時＝11月2日㈭・8日㈬・16日㈭ 午前

10時〜11時30分（8日は午後1時30
分〜3時）
申込開始日＝10月24日㈫
※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

スマートフォンで読む「広報なりた」

専用アプリを無料でダウンロードできます。
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非常勤職員
文化芸術センターで

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝5人
業務内容＝展覧会の受け付け・監視など
勤務期間＝12月12日㈫〜1月14日㈰（12

月18日㈪・25日㈪・29日㈮〜31日㈰
を除く）
勤務日時＝週1〜3日程度（土・日曜日、

祝日を含む）、午前10時〜午後5時
勤務場所＝文化芸術センター
時給＝920円
応募方法＝10月25日㈬（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
同センター事務室（スカイタウン成田4
階 〒286-0033 花崎町828-11）へ。
後日、面接日を通知します

※くわしくは同センター（☎20-1133、月
曜日は休館）へ。

普通救命講習会
心肺蘇生法を身に付ける

日時＝11月26日㈰ 午前9時〜正午
会場＝市役所6階中会議室
内容＝心肺蘇生法・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
定員と参加費＝15人（先着順）・無料
※申し込みは成田消防署（☎20-1594）へ。

市史講座
成田ニュータウンの歴史を

日時＝11月25日㈯ 午後2時〜4時
会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
テーマ＝もうすぐ50才！〜成田ニュー

タウンの地理的特色
講師＝石毛一郎さん（佐原高校教諭）
定員と参加費＝100人（先着順）・無料
※申し込みは午前10時から市立図書館
（☎27-2000、月曜日・10月31日㈫
は休館）へ。

非常勤職員
資産税課で

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝1人
業務内容＝償却資産申告書の送付・受け

付け・内容の確認など
勤務期間＝12月上旬〜3月中旬
勤務日時＝週2・3日（土・日曜日、祝日、

年末年始を除く） 午前9時〜午後5時
勤務場所＝資産税課（市役所2階）
時給＝930円
応募方法＝10月16日㈪〜25日㈬（土・

日曜日を除く）に写真を貼った履歴書
を資産税課へ。当日面接を行います

※くわしくは同課（☎20-1514）へ。

非常勤職員
健康増進課で

応募資格＝看護師の資格を持つ人
募集人員＝1人
業務内容＝在宅医療・介護関係者からの

相談業務など
勤務期間＝1月4日㈭〜3月30日㈮
勤務日時＝月〜金曜日（祝日、年末年始

を除く） 午前8時30分〜午後5時
勤務場所＝保健福祉館
時給＝1,390円
応募方法＝10月31日㈫（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
健康増進課（〒286-0017 赤坂1-3-1）
へ。後日面接を行います

※くわしくは同課（☎27-1111）へ。

詠って健康！詩吟入門
初心者大歓迎

日時＝11月26日㈰、12月3日㈰（全2回） 
午前10時〜正午
会場＝中央公民館
内容＝漢詩、和歌の意訳や基本的な吟じ方、

呼吸法、発声法について学ぶ
定員＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝11月9日㈭（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・氏名・電話
番号・行事名を中央公民館（〒286-00 
17 赤坂1-1-3 Eメールkominkan@c 
ity.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月曜
日・祝日・11月4日㈯・5日㈰は休館）へ。

フォーラム・イン・ナリタ
教師になるまでの話を

日時＝12月2日㈯ 午前10時30分から
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝オール1の落ちこぼれ、教師に

なる。〜出逢いの奇跡
講師＝宮本延

まさ
春
はる

さん（作家）
定員と参加費＝200人（市内在住・在勤・
在学の人を優先に先着順）・無料
申込方法＝11月21日㈫までに電話・FA 

X・Eメールのいずれかで、住所、氏名、
電話番号、市内在勤・在学かどうか（市
外の人のみ）、託児（2歳〜小学校就学
前）・手話通訳・要約筆記の利用の有無
を市民協働課（☎20-1507 FAX24-1 
086 Eメールkyodo@city.narita.chi 
ba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

外国人の茶道教室
おもてなしの心に触れる

　茶道を通して日本の文化を体験しませ
んか。日本人の申し込みも可能です。
日時＝11月18日㈯ 午前10時〜正午
会場＝中央公民館
対象＝市内在住・在勤の人
定員＝20人（外国人を優先に先着順）
参加費＝500円（お茶・お菓子代）
持ち物＝ハンカチ・くつ下
申込方法＝在留カード・パスポート（外

国人のみ）を持って中央公民館へ
※くわしくは同館（☎27-5911、第1月

曜日・祝日・11月4日㈯・5日㈰は休
館）へ。

さんりづかこども音楽隊
初めて楽器に触れる人も

　鍵盤ハーモニカを練習して、12月9
日㈯のコンサートで発表します。
日時＝11月18日㈯・26日㈰、12月2日

㈯ （全3回）午後1時〜2時
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝4歳〜小学生
定員＝15人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝鍵盤ハーモニカ（貸し出しあり。

ただし吹き口代200円は自己負担）
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日は休館）へ。

募 集


