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もりんぴあ大人お散歩倶楽部
どなたでも歓迎

　散歩のついでに立ち寄って、会話や歌、
軽い体操などを楽しみませんか。
日時＝第4金曜日 午前10時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
参加費＝100円（菓子代）
※くわしくは同館（☎27-5252、第4月

曜日は休館）へ。

さんりづか名画座
往年の名作「カサブランカ」を上映

日時＝4月27日㈮ 午後1時〜3時
会場＝三里塚コミュニティセンター
定員と入場料＝50人（先着順）・無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日、5月1日㈫は休館）へ。

お知らせ

農作業と機械作業
平成30年度の標準額が決定

農作業標準賃金

機械作業標準料金
　乾燥調整、育苗を除く作業は、オペレー
ター1人付き料金です。

※料金は消費税を含みます。くわしくは
農業委員会事務局（☎20-1573）へ。

豊住第1スポーツ広場野球場
5月からナイター利用開始

期間＝5〜10月
照明灯使用料（30分当たり）＝2,050円
※申し込みは豊住地区体育協会事務局・

野平さん（☎37-1000）へ。

スポーツリーダーバンク制度
指導者は登録して

　市では、スポーツ・レクリエーション
活動の振興を図るため、指導者の登録・
紹介などを行う「スポーツリーダーバン
ク」を設置しています。
　登録者が、市が指定する講習会に参加
して資格を取得した場合に、参加費の一
部を助成しています。ぜひ登録してくだ
さい。
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 

84）へ。

し催 物

公津みらいまつり
ステージイベントや屋台がずらり

日時＝5月5日（土・祝）（雨天の場合は6
日㈰） 午前9時から
会場＝公津の杜公園
内容＝ステージ発表、模擬店、遊びのコー

ナー、消火器体験など
※くわしくは公津みらいまつり事務局
（☎080-4949-4745）へ。

エアポートマーケット空市
豪華賞品が当たる抽選会も

日時＝4月21日㈯・22日㈰ 午前10時
〜午後3時
会場＝成田空港第2旅客ターミナルビル

前中央広場
内容
◦21日…千葉県商工会連合会による特

産品の販売・イベント
◦22日…県内の農産物・特産品の販売、

航空会社による体験コーナーなど
※くわしくは21日については成田空港

地域共生部（☎34-5165）、22日につ
いては空市実行委員会事務局（☎34-
6393）へ。

スカイタウンコンサート
PROUD JAZZ IN NARITA

　サックス奏者の佐藤洋祐さん率いる
SK4によるジャズ演奏です。
日時＝6月10日㈰ 午後6時から
会場＝スカイタウンホール
定員と入場料（全席指定）＝250人（先着

順）・2,000円（4歳未満は入場不可）
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

※くわしくは同センター（☎20-1133、
月曜日、5月1日㈫は休館）へ。

キエフ・クラシック・バレエ
世界的ダンサーが出演

　チャイコフスキー3大バレエである「く
るみ割り人形」「白鳥の湖」「眠りの森の美
女」の名場面を上演します。
日時＝7月13日㈮ 午後6時30分から
会場＝国際文化会館大ホール
出演＝キエフ・クラシック・バレエ
入場料（全席指定）＝4,000円
入場券販売場所＝国際文化会館、ボンベ

ルタ成田店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、
多古町コミュ二ティプラザ、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、5月1日㈫は休館）
へ。

スポーツツーリズムフェス
ここでしかできない体験を

　パラスポーツの体験や、世界女子ソフ
トボール選手権大会の100日前を記念
したイベントが行われます。
日時＝4月28日㈯〜5月6日㈰ 午前11

時〜午後4時
会場＝イオンモール成田
内容＝パラスポーツのボッチャ体験、ホス

トタウン関連イベント、パラリンピックア
スリートによるトークショー、クイズ大会、
展示など

※参加費は無料です。参加を希望する人
は当日直接会場へ。くわしくはNARI 
TA・スポーツツーリズムフェス！事務局

（グローバルプランニング・10120-9 
20-440）へ。

作業種目 契約
種別

標準賃金
（円） 備考

水田 1日 9,900 実労働時間
は8時間畑・果樹収穫 1日 8,200

作業種目 契約
種別

標準料金
（円） 備考

水田耕起 トラクター 10a請負 5,900 1回分の料金

水田
代かき

トラクター 
ドライブハ
ロー

10a請負 6,300 仕上げの料金

植え付け 田植機 10a請負 7,300
稚苗の場合

（苗費は含ま
ない）

刈取脱穀 コンバイン 10a請負 1万7,300 籾運搬は含
まない

乾燥調整 60kg
当たり 2,800 籾摺料金640

円を含む
育苗 1箱当たり 790 稚苗の場合
畔塗り トラクター 1m当たり 36 ─

畑耕起 トラクター 10a請負 5,600 ロータリー
1回分の料金
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市内施設見学会
新たな魅力を発見

日時＝5月14日㈪ 午前9時〜午後3時
集合場所＝市役所1階ロビー
見学コース＝成田市場、保健福祉館、国

際医療福祉大学成田キャンパス
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＝4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（フリガナ）・生年月
日・電話番号を広報課（〒286-8585 
花崎町760 FAX24-1006 Eメールk 
oho@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1503）へ。

大栄B＆G海洋センターのイベント
ヨガで体をほぐしませんか

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（保険料など）
ヨガ教室
日時＝5月2日㈬・16日㈬ 午前10時〜

11時30分
シェイプアップ・ヨガ
日時＝5月11日㈮・25日㈮ 午前10時

〜11時30分
※申し込みは4月17日㈫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、5月1日㈫は休館）へ。

春の歴史講演会
日本考古学の第一人者が語る

日時＝5月13日㈰ 午後3時から
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝大塚初重が見た戦後考古学の現

場
講師＝大塚初重さん（明治大学名誉教授）
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは生涯学習課（☎20-1583）へ。

どならない子育て練習法講座
褒め上手になろう

　子どもが言うことを聞いてくれない、
しつけをどうしたらいいか分からないな
ど、子育てで困っていませんか。子ども
を褒めるコミュニケーション方法を学び
ます。
期日とテーマ（全7回）
◦5月15日㈫…分かりやすいコミュニ

ケーション
◦5月22日㈫…良い結果・悪い結果
◦5月29日㈫…効果的な褒め方
◦6月12日㈫…予防的教育法
◦6月26日㈫…問題を正す教育法
◦7月10日㈫…自分自身をコントロー

ルする教育法
◦7月24日㈫…フォローアップ
時間＝午前10時〜正午
会場＝保健福祉館
対象＝市内在住の平成21年4月2日〜26

年4月1日生まれの子どもの保護者で、
全回参加できる人
定員＝8人（先着順）
参加費＝1,080円（資料代）
※申し込みは5月8日㈫までに子育て支

援課（☎20-1538）へ。乳幼児の託児
を5人（先着順）まで受け付けます。

田んぼと畑の耕育教室
子どもと一緒に楽しく農業体験

　1年を通じて田植え、稲刈り、野菜の
栽培、そば打ち、みそ作りなどを体験し
ます。初回は、5月5日（土・祝）・6日㈰・
12日㈯・13日㈰で田植えを行います。
時間＝午前10時〜午後3時
会場＝滑河駅近くの田んぼ・畑（小浮）
参加費＝1家族年間3万9,800円（種苗代・

収穫物代・保険料など）。1回ごとの参
加は1組（大人1人、子ども1人）2,500
円（1人追加するごとに別途大人1,000
円、子ども500円）
申込方法＝4月27日㈮までに、みんな

の農村ネットワークのホームページ
（http://www.minson.jp）から申し
込む。または住所、参加者全員の氏名・
年齢、電話番号を同ネットワーク（E
メールinfo@minson.jp）へ

※くわしくは同ネットワーク事務局・片
岡さん（☎090-1461-3881）へ。

フリーマーケット
出店しませんか

日時＝5月20日㈰ 午前9時〜午後2時
会場＝リサイクルプラザ
条件＝アマチュアであること
出店数＝20店舗（先着順）
※申し込みはリサイクルプラザ（☎36-

1000、祝日、4月30日㈪は除く）へ。

フラワーリースづくり
お母さんに感謝の気持ちを込めて

日時＝5月12日㈯ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
内容＝紙で作ったカーネーションを飾り

付けたフラワーリースを作る
対象と定員＝小中学生・20人（先着順）
参加費＝250円（材料費）
※申し込みは4月21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。

企業対抗ゴルフ大会
2人1組のチームで戦う

日時＝6月4日㈪ 午前8時から
会場＝レイクウッド総成カントリークラ

ブ（西和泉）
対象＝市内の企業、団体、組合などに勤

務する職場内のペア
参加費（1人当たり）＝2万3,000円（プレー

代・昼食代・パーティー代など）
※申し込みは5月15日㈫までに市体育

協会事務局（☎33-3811）へ。

ボウリング初心者教室
ストライクを狙おう

日時＝5月11日・18日、6月1日・8日・
15日・22日の金曜日（全6回） 午後2
時30分〜4時
会場＝ラクゾー成田店（ボンベルタ成田

店5階）
内容＝インストラクターのレッスンと1

ゲーム投球練習
定員と参加費（1回当たり）＝20人（先着

順）・600円（ゲーム代。貸靴代は別途）
持ち物＝運動のできる服装、靴下、タオ

ル
※申し込みは5月7日㈪までに市ボウリ

ング協会事務局・間嶋さん、齊藤さん
（ラクゾー成田店・☎33-6752）へ。

募 集
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市体育館のイベント
ストレスの発散に

　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（④は中台運動公園陸上

競技場。雨天の場合は市体育館柔道場）
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）
申込開始日＝①4月16日㈪②③4月17

日㈫④⑤4月18日㈬⑥⑦4月19日㈭
⑧4月20日㈮⑨4月23日㈪⑩⑪4月
24日㈫
申込方法＝各申込開始日の午前9時から

市体育館（☎26-7251）へ（同日に①②
両方の参加はできません。⑥の申し込
みは1人4回まで）
①②ヨガ教室
日時＝5月18日㈮・25日㈮①午後1時

30分から②午後3時から
③ナイト・ヨガ
日時＝5月21日㈪ 午後7時から
④満月・ヨガ
日時＝5月28日㈪ 午後7時から
⑤シェイプアップ・ヨガ
日時＝5月14日㈪・17日㈭ 午後7時か

ら
⑥ピラティス教室
日時＝5月1日㈫・8日㈫・15日㈫・17

日㈭・22日㈫・29日㈫・31日㈭ 午
後2時から
⑦ナイト・ピラティス教室
日時＝5月23日㈬ 午後7時から
⑧認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝5月14日㈪・21日㈪・28日㈪ 

午後1時30分から
⑨健康増進フィットネス体操
日時＝5月17日㈭・31日㈭ 午後1時30

分から
⑩初めてのエアロビクス
日時＝5月9日㈬・17日㈭・23日㈬ 午

後1時30分から（17日は午前10時か
ら）
⑪リズム＆ステップ入門
日時＝5月2日㈬・16日㈬ 午前10時か

ら
※くわしくは市体育館へ。

絵本の読み聞かせ講座
活動を始める人へ

期日と内容（全2回）
◦6月1日㈮…絵本の選び方
◦6月8日㈮…読み聞かせ実習
時間＝午前10時〜正午
会場＝市立図書館2階集会室
対象＝市内在住で全回受講でき、小学校

などで絵本の読み聞かせをしている
人、または今後活動予定の人
定員＝30人（先着順）
※参加費は無料です。申し込みは午前9

時30分から市立図書館（☎27-2000、
月曜日・4月27日㈮、5月1日㈫・31
日㈭は休館）へ。託児（2歳以上。定員
4人・先着順）を希望する人は5月18
日㈮までに申し出てください。

千葉ロッテマリーンズ戦
Tシャツ付きチケットも

　千葉ロッテマリーンズ公式戦の特別招
待・優待販売を行います。
試合日時＝5月24日㈭ 午後6時15分か

ら
会場＝ZOZOマリンスタジアム（千葉

市）
対戦相手＝北海道日本ハムファイターズ
対象＝市内在住・在勤・在学の人
チケット内容
◦招待（内野指定席）
◦優待（内野自由席。Tシャツ1枚付きチ

ケットもあり）…1,000円（子どもは500
円）
定員＝招待1,000人（抽選）、優待800

人（先着順）
申込方法＝招待チケットは4月22日㈰

午後2時〜29日（日・祝）午後10時、
優待チケットは4月22日㈰午後2時〜
5月23日㈬午後10時に申し込み専用
ホームページ（http://www.cnplayg 
uide.com/marines/narita）または下
の二次元バーコー
ドから申し込む。
招待チケットの当
選結果は5月3日

（木・祝）にEメール
で通知

※くわしくはマリーンズインフォメーショ
ンセンター（☎03-5682-6341）へ。

語学ボランティア育成講座
外国人をおもてなし

内容と日時
◦おもてなし講座と語学講座（全3回）…

6月9日㈯・16日㈯・23日㈯ 午後1時
〜4時30分（16日・23日は午前10時
〜午後3時）

◦おもてなし講座のみ…7月22日㈰ 午
後1時〜4時30分
会場＝市体育館会議室
対象＝県内在住・在勤・在学の15歳以

上（中学生を除く）で、受講後にボラン
ティアとして活動する意欲がある人な
ど。ただし、おもてなし講座のみの受
講は英検2級・TOEIC500点相当の
語学力のある人
参加費＝無料
申込方法＝5月7日㈪までに県ホーム

ページ（http://www.pref.chiba.lg. 
jp/kkbunka/olypara-v/ogvkoza.
html）から申し込む

※講座の受講は、東京2020オリンピッ
ク・パラリンピックのボランティアとな
ることを保証するものではありません。
くわしくは県県民生活・文化課（☎043-
223-4147）へ。

統計調査員
共に活動しませんか

　市では住宅・土地統計調査をはじめ、
各統計調査に従事する統計調査員を募集
します。
応募資格＝次の全てに当てはまる人
◦市内在住の20歳以上で健康な人
◦調査上知り得た情報などの秘密を保持

できる人
◦警察・税務・選挙に直接関係のない人
募集人員＝80人程度（選考あり）
調査期間＝9月上旬〜10月下旬
内容＝説明会への出席、調査対象・調査

区域の確認、地図と名簿の作成、調査
票の配布・回収・点検・整理など
報酬額＝国の基準により支給
応募方法＝5月15日㈫（必着）までに行

政管理課（市役所4階）、市ホームペー
ジ（http://www.city.narita.chiba.
jp/shisei/page064200.html）にあ
る応募用紙に必要事項を書いて同課へ

※くわしくは同課（☎20-1501）へ。
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成田エアポートツーデーマーチ
初夏の爽やかな風の中を歩こう

期日とコース
◦5月19日㈯…成田山開基1080年記念

コース（12㎞）、成田空港コース（7・
10・20・30㎞）、芝山里山コース（10・
30㎞）

◦5月20日㈰…成田田園コース（7・10・
20・30㎞）、芝山早苗歌コース（10・
20㎞）
参加費＝小学生以下無料、中学生200

円、高校生500円、一般1,500円（成
田市・芝山町・酒々井町在住の人は
1,000円。当日申し込みは2,000円）
申込方法＝4月20日㈮までに観光プロ

モーション課（市役所4階）、成田観光
館、成田市観光案内所、各公民館など
にある申込用紙に必要事項を書いて郵
便局で参加費を振り込む（手数料は実
費）。成田エアポートツーデーマーチ
公式ホームページ（http://spoen.ne 
t/72773）からも4月30日㈪まで申
し込めます

※くわしくは成田エアポートツーデー
マーチエントリー事務局（10120-71 
1-951）または同公式ホームページへ。

バウンドテニス体験教室
初心者の人も

日時＝5月11日㈮・18日㈮ 午後7時〜
9時
会場＝美郷台小学校体育館
対象＝小学生以上の人（小学生は保護者

同伴）
定員＝各20人（先着順）
参加費（1回当たり）＝100円（保険料）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、飲

み物、ラケット（貸し出しあり）
※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。

市体育館の園芸教室
ガーデニングを始めよう

　市体育館では園芸などの教室を行って
います。ぜひ参加してください。
会場＝市体育館
山野草実演教室
日時＝5月9日㈬ 午前10時30分〜11時

30分
内容＝コケ、ナルコユリ、ヒメイズイ、

ユキザサなどの山野草を瓦鉢を使って
寄せ植えする
定員＝15人（先着順）
参加費＝1,500円（材料費・保険料など）
持ち物＝手袋、持ち帰り用の袋
バラの育て方教室
日時＝5月16日㈬、8月22日㈬、1月23

日㈬（全3回） 午前10時〜11時30分
内容＝家庭で手軽にできるバラの管理の

仕方を学ぶ
定員＝20人（先着順）
参加費＝3,000円（苗・鉢・保険料など）
持ち物＝剪

せん
定
てい

ばさみ、軍手、筆記用具
※申し込みは4月16日㈪午前9時から市

体育館（☎26-7251）へ。

海上・航空自衛官
日本を守る力を求めます

受付期間＝4月20日㈮〜5月25日㈮
技術海曹・技術空曹
応募資格＝20歳以上で、指定する国家

免許や資格を持つ人など
試験日＝6月22日㈮
技術海上幹部・技術航空幹部
応募資格＝大卒で38歳未満の人
試験日＝6月25日㈪
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

さんりづか将棋教室
駒の動かし方から学ぼう

日時＝5月20日、6月3日・17日、7月1
日・15日の日曜日（全5回） 午後1時
30分〜3時30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝5歳〜中学生（保護者の付き添い可）
定員＝16人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日、5月1日㈫は休館）へ。

市民テニス教室
レベル別に分かれて

日時＝5月12日㈯ 午後5時〜8時
会場＝中台運動公園テニスコート
内容＝初心者・中級者・女子に分かれて

の基本練習、ゲーム形式練習
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上の人、市テニス協会加盟クラブ員
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市テニス協会事務局・林さ
ん（☎090-4063-5859）へ。

子育て支援員研修
保育の仕事に携わる

　市では認可保育所・小規模保育事業所
などの保育施設の従事者やファミリー・
サポート・センターの協力会員を養成す
る研修を行います。修了者には全国の保
育施設などで子育て支援員として働くこ
とができる修了証書を交付します。
科目と期日
◦共通科目…5月14日㈪・19日㈯・21

日㈪・28日㈪、6月4日㈪・9日㈯・
16日㈯・18日㈪、7月30日㈪（全9回。
このほかに1日間の心肺蘇生法講習あ
り）

◦選択科目…①②のいずれか（または両
方）を選択

①保育従事者…7月7日㈯・9日㈪（この
ほかに2日間の保育実習あり）

②ファミリー・サポート・センター協力
会員…6月30日㈯、7月2日㈪
時間＝午前9時20分〜午後0時40分
会場＝成田国際福祉専門学校（郷部）、市

内保育園（実習）
内容＝乳幼児の食事と栄養、子どもの発

達などを講義や実習を通して学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の20歳以

上で全日程参加できる人
定員＝30人（応募者多数は抽選）
参加費＝3,000円（テキスト代など）
申込方法＝5月1日㈫までに子育て支援

課（市役所2階）、または市ホームペー
ジ（http://www.city.narita.chiba.
jp/kosodate/page139100.html）
にある申込用紙に必要事項を書いて同
課へ

※くわしくは同課（☎20-1538）へ。

募 集


