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選挙人名簿
登録者数が確定しました

　平成29年12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 ……… 53,380人
◦女 ……… 53,621人
◦合計……107,001人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

22-1111 内線3152）へ。

し催 物

さんりづか名画座
子どもから大人まで楽しめる作品を

期日＝12月28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＝ミッキーの誕生日など
第2部
時間＝午後1時〜3時
上映作品＝ローマの休日
※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。

バレンタインコンサート
迫力ある舞台を

　本市出身のトロンボーン奏者・湯浅佳
代子さんらのカルテットによるジャズ、
タンゴ、映画音楽などの演奏をお楽しみ
ください。
日時＝2月10日㈯ 午後5時から
会場＝スカイタウンホール
出演＝湯浅佳代子さん、阿部美緒さん、
玉木秀和さん、田ノ岡三郎さん
対象＝小学生以上の人
定員＝250人
入場料（全席指定）＝1,000円
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）
※くわしくは同センター（☎20-1133、

月曜日は休館）へ。

ザ・お正月！
もりんぴあこうづで

　お正月気分を味わいに家族や友人と出
掛けませんか。
期日＝1月14日㈰
会場＝もりんぴあこうづ
餅つき
時間＝午前11時から（なくなり次第終了）
販売価格（1個当たり）＝100円
琴の演奏
時間＝正午〜午後1時
出演＝成田国際高校箏

そう
曲部

入場料＝無料
もりんぴあ寄席
時間＝午後1時30分〜4時
定員＝185人（先着順）
入場料（全席自由）＝500円（お餅の引換

券付き）
入場券販売場所＝もりんぴあこうづ
※餅つきへの参加と琴の演奏の鑑賞を希

望する人は当日直接会場へ。くわしく
は同館（☎27-5252、第4月曜日は休
館）へ。

グッド・トイ キャラバンin成田
東京おもちゃ美術館がやってくる

　質の高い木製のおもちゃの温もりと楽
しさを心行くまで感じませんか。
日時＝1月6日㈯・7日㈰ 午前10時〜午

後4時
会場＝スカイタウンホール
入場料＝300円（小学生以下は200円）
※くわしくは文化芸術センター（☎20-

1133、月曜日は休館）へ。

成田市場の歳末イベント
正月用の食材を

　即売会やカニ汁販売などさまざまなイ
ベントが行われます。新年の準備に成田
市場をぜひ利用してください。
会場＝成田市場
わくわく感謝デー
日時＝12月23日（土・祝） 午前9時〜

11時
歳末大感謝祭
日時＝12月27日㈬〜29日㈮ 午前6時

〜11時
※くわしくは成田市場振興協議会（☎2 

4-1224）へ。

放浪の天才画家山下清展
成田山開基1080年祭記念

　山下清の少年時代から円熟期までの貼
り絵やペン画、鉛筆画、油彩、陶磁器の
絵付けなど約130点とともに、愛用品
や映像資料、手記に記された言葉などを
紹介します。
日時＝1月19日㈮〜2月25日㈰ 午前10

時〜午後6時（金曜日は午後8時まで）
会場＝スカイタウンギャラリー
入場料＝1,000円（前売り700円。高校

生以下、障がい者手帳を持つ人とその
介助者1人は無料）
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）
ギャラリートーク
日時＝1月27日㈯ 午前11時から
会場＝スカイタウンギャラリー
内容＝展示作品についての解説
講師＝山下浩さん（山下清作品管理事務

局代表）
参加費＝上記入場料がかかります
記念講演会
日時＝1月27日㈯ 午後2時から
会場＝スカイタウンホール
テーマ＝家族が語る山下清
講師＝山下浩さん
定員＝250人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝電話またはEメールで氏名・

電話番号を文化芸術センター（☎20-
1133 Eメールinfo@narita-bungei-
skytown.jp）へ
ワークショップ
日時＝1月28日㈰ 午後2時から
会場＝スカイタウンホール
内容＝はがき大の貼り絵の作品を制作す

る
対象＝どなたでも（小学3年生以下は保

護者同伴）
定員＝20人（先着順）
参加費＝300円（材料費）
申込方法＝電話またはEメールで氏名・

電話番号・学年（小学生のみ）を文化芸
術センター（☎20-1133 Eメールinfo 
@narita-bungei-skytown.jp）へ

※ギャラリートークへの参加を希望する
人は当日直接会場へ。くわしくは文化
芸術センター（月曜日は休館）へ。
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キッズチャレンジランキング
正月ならではのお楽しみも

日時＝1月6日㈯ 午前10時〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝頭と体を使ったゲームに挑戦して

得点を競う
対象＝5歳〜小学生
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは同センター（☎40-4880、
月曜日は休館）へ。

国際医療福祉大学市民公開講座
医学検査で分かること

日時＝1月10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＝がん検診と臨床検査、遺伝子検

査でわかること
講師＝池田勝秀さん（成田保健医療学部

医学検査学科講師）、山口良考さん（同
科講師）
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。

わたしたちのまち成田フェア
下総地区の魅力を伝える

日時＝1月14日㈰  午前10時30分から
会場＝下総公民館
内容＝下総地区の特産品のレンコンなど

を使ったつみれ汁やサラダ、太巻き寿
司の試食、農産品即売会、西大須賀の
獅子舞の実演、下総高校自動車部や閉
校した旧滑河・小御門・名木・高岡小
学校の企画展など
対象＝市内在住・在勤・在学の人（小学

生以下は保護者同伴）
定員＝150人（先着順）
入場料＝500円（食材費など。小学生以

下は無料）
申込方法＝1月4日㈭までに、電話また

はEメールで代表者の住所（市内在勤・
在学の人は勤務先・学校名）・氏名・
電話番号・参加希望人数・イベント名
を観光プロモーション課（☎20-1540 
Eメールkanpro@city.narita.chiba.
jp）へ

※くわしくは同課へ。

大栄B＆G海洋センターのイベント
ヨガを始めてみませんか

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）
シェイプアップ・ヨガ
日時＝1月5日㈮・19日㈮ 午前10時30

分〜11時30分
ヨガ教室
日時＝1月17日㈬・24日㈬ 午前10時
30分〜11時30分

※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。

甲種防火管理再講習
万が一の備えに

日時＝2月23日㈮ 午後1時〜4時5分
会場＝国際文化会館
定員＝144人（先着順）
受講料＝5,500円（テキスト代を含む）
申込方法＝1月9日㈫〜11日㈭に、日本

防火・防災協会ホームページ（http://
www.n-bouka.or.jp/）、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（FAX043-223-6610）へ

※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

ふるさとハイキング
山の日制定記念

日時＝1月28日㈰ 午前6時30分集合
集合場所＝JR成田駅西口
内容＝君津市の清和県民の森高宕大滝

コースを歩く
定員＝50人（先着順）
参加費＝5,000円（交通費など）
持ち物＝昼食、飲み物、おやつ、雨具
申込方法＝1月11日㈭（必着）までに、

はがきまたはEメールで住所・氏名・
年齢・性別・電話番号を千葉県山岳連
盟・滝内さん（〒287-0224 新田20 
6-3 Eメールtakiuchi@htk.ne.jp）へ
※くわしくは同連盟・滝内さん（☎090-
3505-4905）へ。

市体育館のイベント
体を動かして健康に

　市体育館と大栄B＆G海洋センターで
使用できる、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＝1月5日㈮・12日㈮・19日㈮・

26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＝①12月15日㈮②12月18

日㈪
ナイト・ヨガ
日時＝1月11日㈭・18日㈭・22日㈪・

29日㈪ 午後7時〜8時30分
申込開始日＝12月18日㈪
ピラティス教室
日時＝1月4日㈭・9日㈫・16日㈫・18日

㈭・23日㈫・30日㈫ 午後2時〜3時
申込開始日＝12月19日㈫
骨盤体操
日時＝1月11日㈭・25日㈭ 午後2時〜

3時
申込開始日＝12月20日㈬
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝1月22日㈪・29日㈪ 午後1時30

分〜3時
申込開始日＝12月21日㈭
健康増進フィットネス体操
日時＝1月4日㈭・11日㈭・18日㈭・

25日㈭ 午後1時30分〜3時
申込開始日＝12月22日㈮
初めてのエアロビクス
日時＝1月4日㈭・10日㈬・18日㈭・

24日㈬ 午前10時〜11時30分（10
日・24日は午後1時30分〜3時）
申込開始日＝12月25日㈪
※くわしくは市体育館へ。
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冬季バドミントン大会
ペアで力を合わせて

日時＝2月3日㈯ 午前9時から
会場＝市体育館
内容＝男女別ダブルス
対象＝中学生以上の人
参加費（1ペア当たり）＝2,000円
申込方法＝1月26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。

北千葉道路建設促進特別講演会
みんなで考える

日時＝1月23日㈫ 午後1時15分〜4時45
分
会場＝松戸市文化会館
テーマ＝北千葉道路が変える明日の東葛

飾・北総そして日本
対象＝小学生以上の人
定員＝500人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝1月22日㈪までに電話・FA 

X・Eメールのいずれかで住所・氏名・
電話番号を北千葉道路建設促進期成同
盟事務局（鎌ケ谷市役所道路河川整備
課・☎047-445-1449 FAX047-44 
5-1155 Eメールkitachiba@city.ka 
magaya.chiba.jp）へ

※くわしくは同事務局へ。

明るい選挙啓発書き初め展
作品をお寄せください

課題
◦小学1年生…「いぬ」
◦小学2年生…「かぞく」
◦小学3年生…「せきにん」
◦小学4年生…「町づくり」
◦小学5年生…「その一票」
◦小学6年生…「花さく里」
◦中学1年生…「若人の力」
◦中学2年生…「明日の成田」
◦中学3年生…「未来を創る」
応募方法＝書き初め用紙（縦83cm×横

21.5cm）に、課題と氏名（小学1・2
年生は名前だけでも可）を書き、作品
の左下に名札（学校名・学年・氏名を
記入）を貼り、学校ごとにまとめて1
月10日㈬までに選挙管理委員会事務
局（市役所4階）へ

※優秀作品は公民館や市役所ロビーで展
示されます。くわしくは同事務局（☎
22-1111 内線3152）へ。

冬休みの宿題をしよう
書き初めをお手伝い

日時＝12月26日㈫、1月5日㈮ 午前10
時〜正午
会場＝子ども館
対象＝小学3〜6年生
定員＝各10人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝書道用具、出品要綱、手本、書

き初め用紙、新聞紙、雑巾
※両日の参加はできません。申し込みは

12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。

歌って健康！歌声サロン
年の初めに大きな声で

　懐かしい歌や童謡を一緒に歌って、寒
さを吹き飛ばしませんか。
日時＝1月26日㈮ 午後2時から
会場＝もりんぴあこうづ
定員＝180人（先着順）
入場料（自由席）＝700円
入場券販売場所＝もりんぴあこうづ
※申し込みは同館（☎27-5252、第4月

曜日は休館）へ。

市民ユニカール大会
初心者には教室も

日時＝1月14日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
チーム編成＝3人（1人での参加も可）
参加費（1人当たり）＝500円（昼食代・

保険料）
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※初心者教室も開催します。申し込みは

12月28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・☎2 
0-1584）へ。

なりたカルチャークラブ
国際文化会館で

会場＝国際文化会館会議室
飾り巻きずしを作ろう
日時＝1月27日㈯ 午前10時〜午後0時

30分
定員＝16人（先着順）
参加費＝2,500円（材料費など）
スマホ写真講座
日時＝2月4日㈰・9日㈮ 午前10時〜

11時30分
定員＝各8人（先着順）
参加費＝1,000円（教材費など）
演劇ワークショップ
日時＝2月4日㈰ 午後2時〜5時
対象＝高校生以上の人
定員＝15人（先着順）
参加費＝1,000円（教材費など）
感動のゴスペル
日時＝2月8日・15日・22日、3月1日・

8日・15日の木曜日（全6回） 午後1時
〜2時30分
定員＝20人（先着順）
参加費＝6,000円（教材費など）
安らぎのオカリナ
日時＝2月9日㈮・16日㈮・23日㈮、3

月2日㈮（全4回） 午後2時〜3時30分
定員＝10人（先着順）
参加費＝4,300円（教材費など）
成田を英語で案内しよう
日時＝2月22日㈭、3月1日㈭・8日㈭（全

3回） 午後1時30分〜3時
定員＝20人（先着順）
参加費＝3,000円（教材費など）
※申し込みは国際文化会館（☎23-133 

1、月曜日、祝日の翌日は休館）へ。
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