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成田山と宗吾霊堂で

菊花大会
　境内で展示される鉢物・盆栽・懸

けん

崖
がい

な
ど多種多様な菊花を観賞しませんか。
成田山新勝寺
期間＝10月20日㈰～11月15日㈮
会場＝成田山新勝寺釈迦堂前・大本堂西
翼殿下奉納花壇など
宗吾霊堂
期間＝10月25日㈮～11月24日㈰
会場＝宗吾霊堂境内
※くわしくは成田市菊花連合会・高柳さ
ん（☎95-1586）へ。

小中学生の力作を展示

水辺の風景画コンクール
日時＝10月30日㈬～11月3日（日・祝） 
午前10時～午後6時（3日は午後3時
まで）
会場＝佐倉市立美術館
※入場は無料です。くわしくは印旛沼環
境基金（☎043-485-0397）へ。

役者と観客が一体に

伊能歌舞伎定期公演
日時＝11月17日㈰ 午前10時～午後3
時（開場は午前9時30分）
会場＝大栄公民館プラザホール
演目＝鎌倉三代記「絹川村閑居の場」、伽

めい

羅
ぼく

先
せん

代
だい

萩
はぎ

「御殿の場・床下の場」、三
さん

番
ば

叟
そう

入場料＝無料
入場券の配布＝10月16日㈬～11月8日
㈮の午前9時～午後5時に生涯学習課
（市役所5階）、下総支所、中央公民館、
大栄公民館で入場券（座席指定）を配布
します（1人5枚まで）
※くわしくは生涯学習課（☎20-1534）へ。

近隣の5高校が出演

ブラスの祭典
日時＝11月4日（月・祝） 午後2時開演
（開場は午後1時30分）
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
入場料＝無料
※くわしくは国際文化会館（☎23-133 
1、月曜日、祝日の翌日は休館）へ。

11月1日は古典の日

朗読コンサート
日時＝11月1日㈮ 午後1時～4時
会場＝成田公民館
内容＝古典の朗読、舞踊・詩吟の発表など
入場料＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。
くわしくは、きさらぎ会・神

かみ

郡
ごおり

さん（☎
26-6270）へ。

下総歴史民俗資料館企画展

迎接寺の鬼舞の面
日時＝11月12日㈫～12月15日㈰（月曜
日を除く） 午前9時～午後4時30分
会場＝下総歴史民俗資料館（高岡）
内容＝迎

こう

接
しょう

寺
じ

に伝わる33年に1度上演
された鬼

おに

舞
まい

の面13面の展示
入場料＝無料
※くわしくは同館（☎96-0080）または
生涯学習課（☎20-1534）へ。

学び、体験し、触れ合う

健康・福祉まつり
日時＝10月19日㈯・20日㈰ 午前9時
～午後4時
会場＝保健福祉館
※内容は「広報なりた」10月1日号で確
認してください。くわしくは実行委員
会事務局（☎27-5000）へ。

世界各地から作品が

国際こども絵画交流展
日時＝10月26日㈯～11月4日（月・祝） 
午前9時～午後3時30分
会場＝成田山新勝寺大本堂第二講堂
内容＝「夢」をテーマに、世界各国と市内
の子どもたちの絵画作品を展示
※入場は無料です。くわしくは生涯学習
課（☎20-1583）へ。

児童生徒による公演など

千葉盲祭
日時＝10月26日㈯ 午前9時10分～午
後3時
会場＝県立千葉盲学校（四街道市）
内容＝生徒によるバンド演奏などの公
演、作品の展示、マッサージ体験など
※くわしくは県立千葉盲学校（☎043-
422-0231 ホームページhttp://ww 
w.chiba-c.ed.jp/chiba-sb/n-inde 
x.html）へ。

美郷台地区会館で

サークルまつり
　美郷台地区会館で活動しているサーク
ルの展示・発表会を次の通り開催します。
日時＝11月9日㈯・10日㈰ 午前10時
～午後3時30分
会場＝美郷台地区会館
内容
○展示…パッチワーク・手芸・書道・ス
ズムシ鑑賞・押し花・華道など
○発表（9日のみ）…詩吟・フラダンス・
社交ダンス・お茶会など
※くわしくは美郷台地区会館（☎24-43 
52、月曜日・祝日・10月15日㈫は
休館）へ。

香取特別支援学校で

かよう祭
日時＝11月9日㈯ 午前9時50分～午後
2時15分
会場＝県立香取特別支援学校（神崎町）
内容＝生徒による舞台発表、作業製品の
販売、作品の展示、模擬店など
※くわしくは同校（☎0478-72-2911）へ。

屋形船やボートの試乗も

印旛沼流域環境・体験フェア
日時＝10月19日㈯（荒天の場合は20日
㈰）
会場＝佐倉ふるさと広場向かい
内容＝屋形船内での環境学習、ボートの
試乗、農産物販売、NPO活動展など
入場料＝無料
※くわしくは、いんばぬま情報広場ホー
ムページ（http://inba-numa.com/）
または県河川環境課（☎043-223-31 
55）へ。世界の文化を映し出す絵画がズラリ
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新しい趣味を

初めての方の囲碁入門教室
日時＝11月15日・22日・29日、12月
6日・13日の金曜日（全5回） 午前10
時～正午
会場＝玉造公民館
内容＝囲碁のルールや碁石の置き方を学
ぶ
対象＝囲碁を全く知らない成人
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは午前9時～午後5時に玉造
公民館（☎26-3644、月曜日・祝日・
10月15日㈫は休館）へ。

芸術の季節を

秋の博物館めぐり
日時＝11月20日㈬ 午前8時～午後5時
見学先＝歴史と民俗の博物館・戸田市立
郷土博物館（埼玉県）ほか
定員＝80人（応募者多数は抽選）
参加費＝3,000円（高速代・入館料・昼
食・保険料など）
申込方法＝11月1日㈮（当日消印有効）ま
でに往復はがきに参加者（1枚2人まで）
の住所・氏名・年齢・電話番号を書い
て生涯学習課（〒286-8585 花崎町
760）へ
※くわしくは同課（☎20-1534）へ。

千葉の郷土料理に挑戦

太巻き寿司講習会
日時＝11月28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・在勤の成人
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円（材料費）
持ち物＝三角巾・エプロン・巻き簾

す

申込方法＝10月31日㈭（必着）までに、
はがきかEメールで住所・氏名・電話
番号を農政課（〒286-8585 花崎町
760 Eメールnosei@city.narita.chi 
ba.jp）へ
※くわしくは同課（☎20-1541）へ。

自然と遊ぼう!

ネイチャーゲーム
日時＝11月17日㈰ 午前10時～正午
会場＝豊住公民館
内容＝ゲームを通して五感で自然を楽し
みながら、自然の不思議や仕組みを学
ぶ
対象＝小学生以上（小学1・2年生は保護
者同伴）
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは午前9時～午後5時に豊住
公民館（☎37-1003、月曜日・祝日・
10月15日㈫は休館）へ。

生涯スポーツ課で

非常勤職員
応募資格＝心身共に健康で、普通自動車
運転免許を持ち、ワード・エクセルな
どのパソコン操作ができる人
募集人員＝1人
業務内容＝市内スポーツ施設・公園など
の屋外での放射線量測定、給食食材な
どの放射能測定など
勤務期間＝11月上旬～3月31日
勤務日＝週5日（土・日曜日、祝日を除
く）
勤務時間＝午前7時30分～午後3時のう
ち6時間
時給＝900円
応募方法＝10月22日㈫（必着）までに写
真を貼った履歴書を直接または郵送で
生涯スポーツ課（市役所5階 〒286-
8585 花崎町760）へ
※10月23日㈬に面接を行います。くわ
しくは同課（☎20-1584）へ。

お知らせ
訓練された技術を競う

成田市消防操法大会
　消防技術の向上と消防団員の士気高揚
を目的に、各地区の消防団員が日々の訓
練で培った操法技術を競います。
日時＝10月27日㈰ 午前8時から
会場＝大栄B＆G海洋センター運動場
※くわしくは消防総務課（☎20-1590）へ。

みんなで投票しよう！

ゆるキャラグランプリ
　全国各地のゆるキャラが人気を競う
「ゆるキャラグランプリ2013」に参戦中
の「うなりくん」。成田のPRをしながら日
本一を目指しています。投票できるのは
11月8日㈮までで、1つのEメールアド
レスで1日に1回投票できます。「うなり
くん」に投票をお願いします。なお、投
票には携帯電話会社との契約により、パ
ケット通信料が掛かる場合があります。

※くわしくは観光プロモーション課（☎
20-1540）へ。

交通規制にご協力を

成田POPラン大会
　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。警察官、交通整
理員の指示に従ってください。
日時＝11月10日㈰ 午前10時～正午
※くわしくは生涯スポーツ課（☎20-15 
84）へ。

催し物
富里特別支援学校で

とみよう祭
日時＝11月16日㈯ 午前9時30分～午
後1時
会場＝県立富里特別支援学校
内容＝生徒による舞台発表、作業製品の
販売、作品の展示、アトラクションな
ど
※くわしくは同校（☎92-2100）へ。
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えほんであそぼう

土曜日のおはなし会
日時＝土曜日 午前11時～11時30分
会場＝市立図書館1階おはなし室
内容＝絵本の読み聞かせ（第3土曜日は
昔話などの語り）
対象＝4歳～小学生（第3土曜日は5歳～
小学生）
※参加費は無料です。参加を希望する人
は当日直接会場へ。くわしくは市立図
書館（☎27-2000、月曜日・10月15
日㈫は休館）へ。

就職に悩む若者を応援

就活スキルパワーアップ講座
日時＝11月5日㈫・7日㈭・12日㈫・14日
㈭（全4回） 午前10時～午後3時30分
会場＝勤労会館（不動ヶ岡）
内容＝グループワークなどを通じて自主
的に就職活動ができるようになるプロ
グラム
対象＝働くことに悩みを抱えている15
～39歳の人
定員と参加費＝12人（先着順）・無料
※申し込みは、ちば北総地域若者サポー
トステーション（☎24-7880）へ。

自然と歴史を散策

ユニセフ・ラブウォークin房総のむら
日時＝11月23日（土・祝） 午前9時30分か
ら（受け付けは午前9時から・雨天決行）
会場＝房総のむら
集合場所＝ドラムの里（栄町）
コース＝3㎞コース、5㎞コース
定員＝300人（先着順）
参加費＝500円、4歳～小学生200円（保
険料など）
申込方法＝11月15日㈮までに電話・FA 
X・Eメールのいずれかで住所・氏名・
年齢・コースを千葉県ユニセフ協会（☎0 
43-226-3171 FAX043-226-3172 
Eメールfukuchan@unicef-chiba.jp）
へ
※くわしくは同協会へ。

歩いて健康づくり

関東デイ・ウォーキング
期日＝12月1日㈰ 午前7時集合
集合場所＝中台運動公園相撲場前
行き先＝南房総方面
対象＝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＝3,000円（交通費・保険料）
申込方法＝11月8日㈮（必着）までに往復は
がきに参加者（1枚に2人まで）の住所・
氏名・年齢・電話番号を書いて生涯ス
ポーツ課（〒286-8585 花崎町760）へ
※くわしくは同課（☎20-1584）へ。

女性同士の熱い戦い

レディース卓球大会
日時＝11月21日㈭ 午前9時から
会場＝市体育館
種目＝シングルス、ダブルス（両方に参
加することも可）
対象＝30歳以上の女性で、県親善大会
3・4部以下の人
参加費＝シングルス800円、ダブルス1
組1,600円
申込方法＝11月6日㈬（必着）までに郵
便局にある申込用紙に必要事項を書い
て、市卓球協会（〒286-0807 豊住
郵便局留）へ
※くわしくは同協会事務局・関山さん
（☎26-8968）へ。

門前町の歴史を学ぶ

市史講座
日時＝11月24日㈰ 午後1時30分～3時
30分（開場は午後1時）
会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
テーマ＝門前町成田の変遷と祇園祭
講師＝小倉博さん（成田市文化財保護協
会会長）
定員と参加費＝170人（先着順）・無料
申込方法＝直接・電話・はがきのいず
れかで住所・氏名・年齢・性別・電
話番号を市立図書館「市史講座」係（☎
27-2000 〒286-0017 赤坂1-1-3）
へ。図書館ホームページ（http://ww 
w.library.city.narita.lg.jp/）からも申
し込みできます
※くわしくは同館（月曜日・10月15日
㈫は休館）へ。

思い出深い作品に

ビデオカメラ講習会
日時＝11月7日㈭・14日㈭（全2回） 午
前10時～午後3時
会場＝市立図書館2階視聴覚製作室
内容＝ビデオカメラでの撮影、動画の編
集を学ぶ
対象＝市内在住の人
定員＝10人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝ビデオカメラ・昼食
※申し込みは午前9時30分～午後5時に
視聴覚サービスセンター（☎27-253 
3、月曜日・10月15日㈫は休館）へ。

夜空の下で

NARITAチャレンジ・RUN
日時＝11月2日㈯ 午後5時～9時
会場＝中台運動公園陸上競技場
対象＝成人
定員＝40人（先着順）
参加費＝市内在住の人250円（学生190
円）、市外在住の人360円（学生270円）
持ち物＝運動靴・タオル・飲み物
※申し込みは10月18日㈮午前9時から
市体育館（☎26-7251）へ。

ニュースポーツを手軽に

バウンドテニス
会場＝市体育館
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以
上の人
持ち物＝運動のできる服装、運動靴、ラ
ケット（貸し出しあり）、飲み物
申込方法＝10月30日㈬までに市レクリ
エーション協会事務局（生涯スポーツ
課・☎20-1584）へ
バウンドテニス体験教室
日時＝11月2日㈯・9日㈯（全2回） 午前9
時30分～正午（受け付けは午前9時15
分から）
参加費＝100円（保険料）
バウンドテニスフェスタ
日時＝11月9日㈯ 午前9時30分～午後
4時（受け付けは午前9時20分から）
内容＝バウンドテニスの大会
参加費＝500円（保険料）
※くわしくは市レクリエーション協会事
務局へ。

　広報なりた10月1日号カレンダー（P28）
の一部に誤りがありました。21日に記載し
た「秋の交通安全運動（30日まで）」は9月
の内容でした。謹んでお詫びします。

お詫び
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普段は入れない航空機の格納庫にも

市内施設見学会
期日＝11月12日㈫
集合時間＝午前8時50分（午後3時30分
解散）
集合場所＝市役所1階ロビー
見学コース＝宗吾霊堂・宗吾旧宅、もり
んぴあこうづ、全日空成田第一格納庫
対象＝市内在住の人
定員＝36人（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22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・職業を広報課（〒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。

シルバー初心者歓迎

フォークダンス体験教室
日時＝11月11日㈪・25日㈪ 午前10時
～正午
会場＝老人福祉センター（下方）
対象＝60歳以上の人
参加費＝500円（保険料など）
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※市役所から無料バスが出ます。申し込
みは11月7日㈭までに市レクリエー
ション協会事務局（生涯スポーツ課・
☎20-1584）へ。

育児のヒントを見つける

双子ちゃんあつまれ
日時＝11月10日㈰ 午前10時30分～
11時30分
会場＝子ども館
内容＝大型絵本の読み聞かせ、手形取り、
友達づくり
対象＝乳幼児の双子と親
定員と参加費＝15組（先着順）・無料
持ち物＝飲み物・タオル
※申し込みは子ども館（☎20-6300、月
曜日・祝日・第3日曜日は休館）へ。

契約検査課で

非常勤職員
応募資格＝初歩的なパソコン操作ができ
る心身共に健康な人
募集人員＝1人
業務内容＝事務補助（書類の整理、デー
タ入力など）
勤務期間＝12月2日～3月31日
勤務日時＝週3日、午前9時～午後4時
時給＝860円
応募方法＝10月25日㈮（土・日曜日を
除く）までに写真を貼った履歴書を
持って契約検査課（市役所4階）へ
※11月5日㈫に面接を行います。くわ
しくは同課（☎20-1515）へ。

家の安全を守る

木造住宅無料耐震相談会
日時＝10月26日㈯、11月16日㈯・17
日㈰、12月20日㈮ 午前9時～正午、
午後1時～4時（11月16日・17日は
午前9時30分から）
会場＝市役所5階502会議室（11月16
日・17日は国際文化会館）
内容＝建築物の耐震性や耐震診断、耐震
改修などについての相談（1人当たり1
時間程度）
対象＝一戸建て住宅または併用住宅（居
住部分が総床面積の2分の1以上のも
の）で木造の2階建て以下のものを市
内に所有し、自らが居住している人
定員（1日当たり）＝8人（先着順）
持ち物＝図面（ない人は簡単な間取り図）
※申し込みは開催日の前日（11月17日
の場合は15日）までに建築住宅課（☎
20-1564）へ。

体を動かして健康に

市体育館のイベント
対象＝16歳以上の人（健康増進フィット
ネス体操は中高年者）
定員＝各50人（先着順）（健康増進フィッ
トネス体操は30人）
参加費＝市内在住の人250円（学生190
円）、市外在住の人360円（学生270
円）
ヨガ教室
日時＝11月1日㈮・8日㈮・20日㈬・
29日㈮ 午後1時30分～2時45分
申込開始日＝10月15日㈫
ピラティス教室
日時＝11月18日㈪・25日㈪ 午後1時
30分～2時30分
申込開始日＝10月16日㈬
アルファエクササイズ
日時＝11月8日㈮・15日㈮・22日㈮・
29日㈮ 午前10時～11時30分
申込開始日＝10月18日㈮
健康増進フィットネス体操
日時＝11月7日㈭・14日㈭・21日㈭・
28日㈭ 午後1時30分～3時
申込開始日＝10月19日㈯
初めてのエアロビクス
日時＝11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＝10月20日㈰
※申し込みは申込開始日の午前9時から
市体育館（☎26-7251）へ。

パワーポイントを学ぶ

ITリーダー育成講習会
日時＝11月16日㈯・17日㈰（全2回） 
午前9時～午後4時
会場＝成田国際福祉専門学校（郷部）
内容＝パワーポイントの操作方法を学ぶ
対象＝コンピューターを使ったことがあ
り、2日間を通して出席できる人
定員＝20人（応募者多数は市内在住で初
めての人を優先に抽選）
受講料＝2,000円（テキスト代）
申込方法＝11月1日㈮（必着）までに、は
がきに住所・氏名（フリガナ）・年齢・
電話番号を書いて生涯学習課IT係
（〒286-8585 花崎町760）へ
※くわしくは同課（☎20-1583）へ。

整備中の飛行機を見学

募 集
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