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ウッドチップの無料配布
公園内の伐採樹木を活用

　市では、公園内から出た伐採樹木など
のチップを無料で配布します。
日時＝11月20日㈪〜22日㈬ 午前10時

〜午後3時（なくなり次第終了）
配布場所＝大谷津運動公園野球場3塁側

外周
対象＝市内在住で、袋詰め・積み込み・

運搬を自分でできる人
持ち物＝袋、スコップ
※希望する人は当日直接配布場所へ。く
わしくは市体育館（☎26-7251）へ。

CHIBA DE ART チバデアート！
美術館無料巡回バスを運行

　千葉北総地域の5つの美術館（千葉県
立美術館・千葉市美術館・DIC川村記念
美術館・佐倉市立美術館・成田山書道美
術館）をつなぐ無料バスが運行されます。
運行日＝11月23日（木・祝）・25日㈯・

26日㈰
※運行時間は成田山書道美術館ホーム

ページ（http://www.naritashodo.
jp/）で確認できます。くわしくは同
館（☎24-0774）へ。

し催 物

大栄ふるさとふれあいまつり
さまざまなイベントで盛り上がろう

日時＝11月23日（木・祝） 午前9時50
分〜午後3時（雨天決行）

会場＝日本自動車大学校グラウンド（桜
田）

内容＝仮面ライダービルドショー、舞
踊・吹奏楽の発表、ミニSLの運行、
焼き芋の無料配布、カスタムカーの展
示、うなりくんふわふわドーム、模擬
店など

※くわしくは大栄ふるさとふれあいまつ
り実行委員会事務局（☎090-3200-5 
698）へ。

国際こども絵画交流展
世界各国の作品を

日時＝11月18日㈯〜12月1日㈮（月曜
日を除く） 午前9時〜午後5時

会場＝スカイタウンギャラリー
内容＝「食-Food-」をテーマにした世界

各国と市内の子どもたちの絵画作品の
展示

入場料＝無料
※鑑賞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。

いもほり広場
秋の味覚を収穫しよう

日時＝11月23日（木・祝） 午前10時か
ら（雨天決行。サツマイモがなくなり
次第終了）

会場＝大栄B＆G海洋センター隣
内容＝サツマイモ掘り（5kg箱に入れ放

題・1,000円）を体験する
※今年から、大栄ふるさとふれあいまつ

り会場といもほり広場を結ぶシャトル
バスは運行されません。くわしくは大
栄地区農業活性化協議会・福島さん

（☎090-3334-7014）へ。

New Year LIVE in NARITA
世界的に活躍するアーティストによる

日時＝1月20日㈯ 午後5時から
会場＝スカイタウンホール
出演＝H

エイチ
 Z

ゼ ッ ト リ オ
ETTORIO

対象＝4歳以上の人
定員＝250人（先着順）
入場料（全席指定）＝5,000円
入場券販売開始日＝11月21日㈫（チケッ

トぴあは11月23日（木・祝））
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。

ブラスの祭典
近隣高校の吹奏楽が一堂に

日時＝11月26日㈰ 午後1時30分から
会場＝国際文化会館大ホール
出演＝成田高校音楽部、成田国際高校・

成田北高校・東京学館高校・千葉黎明
高校の各吹奏楽部

※入場は無料です。鑑賞を希望する人は
当日直接会場へ。くわしくは国際文化
会館（☎23-1331、月曜日、祝日の
翌日は休館）へ。

震災復興チャリティーコンサート
明治大学マンドリン倶楽部による

日時＝12月3日㈰ 午後3時から
会場＝国際文化会館大ホール
出演＝明治大学マンドリン倶楽部
入場料（全席自由）＝2,000円
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、
信水舎書店、ヨネダカメラ店

※入場料の一部は、災害復興義援金とし
て寄付されます。くわしくは明治大学
校友会成田地域支部（成田ケーブルテ
レビ・☎22-1001）へ。

クリスマスファミリーコンサート
三里塚コミュニティセンターで

日時＝12月9日㈯ 午後1時〜3時
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝さんりづか音楽隊の子どもたちに

よる歌と鍵盤ハーモニカの合奏、ゴス
ペル、軽音楽バンドの演奏

※入場は無料です。観覧を希望する人は
当日直接会場へ。くわしくは同セン
ター（☎40-4880、月曜日は休館）へ。

H ZETTORIOさん

若さあふれる演奏を楽しんで

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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環境学習会
坂田ヶ池で冬鳥の観察

日時＝12月17日㈰ 午前9時30分から
（雨天決行）

会場＝坂田ヶ池総合公園
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＝12月4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 FAX22-4449 Eメールkankei 
@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同事務局（環境計画課・☎
20-1533）へ。

保安講習
危険物取扱者のための

対象＝甲種・乙種・丙種危険物取扱者免
状を持っていて、製造所などで危険物
取扱作業に従事している人。従事して
いない人も受講可能です

受講料＝4,700円（県収入証紙代）
申込方法＝11月27日㈪〜12月1日㈮に

直接、予防課（市役所地下1階）へ
千葉市民会館
講習区分と日時
◦給油取扱所従事者…1月17日㈬ 午前

9時45分〜午後0時45分
◦給油取扱所、石油コンビナート以外の

従事者…1月17日㈬・26日㈮ 午後1
時40分〜4時40分（26日は午前9時
45分〜午後0時45分）
◦石油コンビナート従事者…1月26日

㈮ 午後1時40分〜4時40分
市原市市民会館
講習区分と日時
◦給油取扱所従事者…2月8日㈭ 午前9

時45分〜午後0時45分
◦石油コンビナート従事者…2月8日㈭ 

午後1時40分〜4時40分
※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

ヨガ教室
体の歪みをリセット

日時＝12月28日㈭ 午前10時30分〜11
時30分

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＝50人（先着順）
参加費＝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。

非常勤職員
市民税課で

応募資格＝初歩的なパソコン操作ができ
る人

募集人員＝①15人程度②3人
業務内容＝書類整理、データ入力など
勤務期間＝①1月中旬〜6月下旬②1月

下旬〜4月下旬
勤務日時＝週1〜4日（土・日曜日、祝日

を除く）、午前9時〜午後5時
勤務場所＝市民税課（市役所2階）
時給＝930円
応募方法＝11月27日㈪〜12月5日㈫（土・

日曜日を除く）に、写真を貼った履歴書
を持って市民税課へ。当日面接を行い
ます

※くわしくは同課（☎20-1513）へ。

正月用生け花教室
新年を迎える準備を

日時＝12月26日㈫ 午後1時〜3時
会場＝大栄公民館
内容＝正月用に手軽に飾ることができる

花を生ける
対象＝18歳以上の人
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝2,000円（材料費）
持ち物＝はさみ、剣山、花器
申込方法＝12月12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・教室名を大栄公
民館（〒287-0234 松子393 Eメー
ルkominkan@city.narita.chiba.j 
p）へ

※くわしくは同館（☎73-7071、月曜日・
祝日は休館）へ。

ミニ合同企業説明会in成田
若者と仕事の出会いの場

日時＝12月6日㈬ 午後1時〜4時（途中
入退場不可）

会場＝勤労会館（不動ヶ岡）
内容＝採用担当者からの説明、企業との

フリートーク
対象＝39歳までの現在就職活動中の人、

平成30年3月末日までに専門学校や
大学などを卒業見込みの人（高校生を
除く）

定員＝15人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みはジョブカフェちば（☎047-

426-8471）へ。

スタインウェイの演奏
グランドピアノを弾いてみませんか

日時＝12月23日（土・祝）・24日㈰ 午
前9時〜午後4時

会場＝国際文化会館大ホール
演奏時間（1人当たり）＝60分
定員＝各8人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円（施設使用料など）
申込方法＝12月8日㈮（必着）までに往復

はがき（1人1枚まで）に住所・氏名・電
話番号・希望日（午前・午後のいずれか
も）を書いて国際文化会館「スタインウェ
イ演奏希望」係（〒286-0021 土屋30 
3）へ

※くわしくは同館（☎23-1331、月曜日、
祝日の翌日は休館）へ。

消費者講座
笑って学んでトラブルを撃退しよう

日時＝12月12日㈫ 午後1時30分〜3時
30分

会場＝市役所6階大会議室
内容＝市内の事例を含めた全国での消費

者トラブルとその対策について、漫才
を通して学ぶ

講師＝林家ライス・カレー子さん（環境
省推薦漫才師）

定員と参加費＝100人（先着順）・無料
申込方法＝電話・FAX・Eメールのいず

れかで、住所・氏名・電話番号を商工
課（☎20-1622 FAX24-2185 Eメー
ルshoko@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

募 集
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成田オープン卓球大会
個人戦で勝負

日時＝2月4日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
競技種目＝一般男女個人戦、壮年男女個

人戦（大会当日に男性45歳・女性40
歳以上の人）

参加費＝700円（会場使用料など）
※申し込みは1月10日㈬までに市卓球

協会事務局・大木さん（☎090-2742-
1098）または関山さん（☎26-8968）
へ。

めんたいこ工場見学
食への理解を深めるきっかけに

日時＝12月2日㈯ 午前8時45分〜午後
5時

集合場所＝京成成田駅東口コンフォート
ホテル成田前

行き先＝めんたいパーク大洗（茨城県大
洗町）など

対象＝市内在住の人
定員＝20人（先着順）
参加費＝3,300円（交通費・昼食代）
申込方法＝11月27日㈪までに住所・氏

名（ふりがな）・生年月日・電話番号を
成田市消費者友の会・岩﨑さん（FAX 
24-4304）へ

※くわしくは同会・岩﨑さん（☎22-084 
3）へ。

大人のためのおはなし会
世界の昔話を語る

　昔話を楽しむ会です。お話や絵本の読
み聞かせに興味のある人もぜひ参加して
ください。
日時＝12月14日㈭ 午前10時30分〜正

午
会場＝市立図書館2階集会室
内容＝「やまなしもぎ」「ねこっ皮」など
対象＝16歳以上の人
定員と参加費＝50人（先着順）・無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

託児（2歳〜未就学児。定員4人・先着
順）を希望する人は11月21日㈫〜12
月7日㈭に申し込んでください。くわ
しくは市立図書館（☎27-2000、月
曜日、11月13日㈪〜20日㈪・30日
㈭は休館）へ。

潜在看護師復職支援講習会
再就職を考える人に

日時＝2月2日㈮・9日㈮・16日㈮・23
日㈮（全4回） 午前10時〜午後3時

会場＝国際医療福祉大学成田キャンパス
内容＝最新の医療看護の動向を知り、再

就職するために必要な知識・技術を習
得する

対象＝市に住民記録がある人で、看護師
資格を持ち看護師として市内で復職し
たい人

定員＝15人（応募者多数は選考）
受講料＝無料
申込方法＝1月19日㈮（必着）までに商

工課（市役所4階）または市ホームペー
ジ（http://www.city.narita.chiba.
jp/kurashi/page153200.html）に
ある申込書を直接または郵送で同課

（〒286-8585 花崎町760）へ
※託児サービスがあります。くわしくは

同課（☎20-1622）へ。

クリスマスツリーをつくろう
結晶で飾り付けした

日時＝12月3日㈰ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
対象と定員＝小中学生・20人（先着順）
参加費＝300円（材料費）
持ち物＝作品を持ち帰る袋
※申し込みは11月25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）

クリスマスの光るかざりをつくろう
LEDライトを使って

日時＝11月26日㈰ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
対象と定員＝小中学生・25人（先着順）
参加費＝350円（材料費）
持ち物＝作品を持ち帰る袋
※申し込みは11月18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。

408

国際文化会館

臨時駐車場
（シャトルバス乗降場）

イオンモール成田

大株駐車場

土屋

成
田
山
裏
門
入
口

日時＝11月18日㈯・19日㈰ 午前
9時30分〜午後4時

会場＝国際文化会館
主な催し
◦18日・19日…バルーンアーティ

ストtomoさんによるパフォーマ
ンス、キャラクタークイズ大会、
うなりくんふわふわドーム、抽選
会、チャリティーバザー、観光・
商工業PRコーナー、農産物展示、
各種即売会、税・年金・労働・住
宅耐震に関する無料相談など

◦18日のみ…それいけ！アンパンマ
ン ショー、優秀米の配布、献血
コーナー

◦19日のみ…マグロ解体実演販
売、子ども映画会「SING」、家庭
用包丁研ぎ（先着200丁。1家族
2丁まで）、農産物販売、高所作
業車体験会など

臨時の駐車場を利用して
　会場の駐車場は大変混雑します。
車で来場する場合は臨時駐車場を
利用してください。会場と臨時駐

車場間では無料のシャトルバス（1
時間に2本程度）のほか、コミュニ
ティバスも運行しています。
※催し物は変更になる場合がありま

す。イベントの詳細や時間はチラ
シ（市役所4階商工課などで配
布）・産業まつりホームページ（h 
ttp://www.city.narita.chiba.j 
p/business/page156700.htm 
l）で確認してください。くわしくは
商工課（☎20-1622）へ。

産業まつり

さまざまな催し物を楽しもう
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太巻き寿司講習会
伝統料理に挑戦

日時＝12月14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＝11月28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@ci 
ty.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1541）へ。

こども生け花体験教室
お正月に飾ろう

日時＝12月26日㈫ 午前10時〜正午
会場＝八生公民館
内容＝正月用の花を生けて、華道の初歩

を学ぶ
対象＝市内在住の小学生
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,300円（材料費）
申込方法＝12月12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・学校名・学年・
教室名を八生公民館（〒286-0846 松
崎317 Eメールkominkan@city.na 
rita.chiba.jp）

※くわしくは同館（☎27-1533、月曜・
祝日は休館）へ。

防犯まちづくり講演会
落語で楽しく学ぶ詐欺対策

日時＝2月10日㈯ 午前10時から
会場＝市役所6階大会議室
内容＝振り込め詐欺撲滅・悪質商法への

注意喚起の防犯落語、古典落語、安
やす

来
ぎ

節
ぶし

どじょうすくい踊りなど
講師＝立川平

ひら
林
りん

さん（落語家）
定員と参加費＝200人（先着順）・無料
※申し込みは交通防犯課（☎20-1527）へ。

プロが伝授 マイ♥スイーツ
ショートケーキの作り方を

日時＝12月6日㈬ 午後1時〜4時
会場＝もりんぴあこうづキッチンスタジオ
対象＝16歳以上の人
定員＝10人（先着順）
参加費＝1,500円（材料費など）
持ち物＝エプロン、三角巾、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。

千葉県民のつどい
犯罪者被害支援の重要性を考える

日時＝12月3日㈰ 午後1時〜4時
会場＝千葉県教育会館（千葉市）
内容＝犯罪被害者遺族による講演など
参加費＝無料
申込方法＝11月28日㈫（必着）までに、電

話・はがき・FAX・Eメールのいずれ
かで、代表者の住所・氏名・電話番号、
参加者の人数を千葉犯罪被害者支援セ
ンター事務局（☎043-225-5451 〒2 
60-0013 千葉市中央区中央3-9-16三
井生命千葉中央ビル7階 FAX043-22 
5-5453 Eメールchibacvs@orion.o 
cn.ne.jp）へ

※くわしくは同事務局へ。

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＝12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＝誤

ご
嚥
えん

を防いで元気に長生き
講師＝石山寿子さん（成田保健医療学部

言語聴覚学科准教授）
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。

市体育館のイベント
健康づくりに

　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＝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＝12月1日㈮・8日㈮・15日㈮・22

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＝①11月15日㈬②11月16
日㈭

ナイト・ヨガ
日時＝12月7日㈭・11日㈪・14日㈭・

18日㈪・21日㈭・25日㈪・28日㈭ 
午後7時〜8時30分

申込開始日＝11月16日㈭
ピラティス教室
日時＝12月5日㈫・7日㈭・12日㈫・19

日㈫・21日㈭・26日㈫ 午後2時〜3
時

申込開始日＝11月17日㈮
骨盤体操
日時＝12月14日㈭・28日㈭ 午後2時

〜3時
申込開始日＝11月20日㈪
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝12月11日㈪・18日㈪・25日㈪ 

午後1時30分〜3時
申込開始日＝11月21日㈫
健康増進フィットネス体操
日時＝12月7日㈭・14日㈭・21日㈭・

28日㈭ 午後1時30分〜3時
申込開始日＝11月22日㈬
初めてのエアロビクス
日時＝12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＝11月24日㈮
※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

初めての人も挑戦してみよう

募 集


