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「成田市生涯学習ガイド」は「いきいきNARITA生涯学習」と統合しました。

ふれあいコンサート（吾妻小学校合唱部）
　　市では、毎月、市役所１階市民ロビーまたは市議会議場を会場に「ふれあいコンサート」を開催してい
ます。７月２４日（木）のお昼のひとときには、吾妻小学校合唱部の皆さんに日ごろの成果を披露いただき
ました。吾妻小学校合唱部は創部４年目になり、４・５・６年生の仲間たちで仲良く楽しく賑やかに活動
しています。当日は、緊張しながらも立派に歌う子どもたちの姿に、応援に駆けつけた家族はもちろん、
美しい歌声に誘われて集まった観客も感動していました。
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平成26年度・後期　
平成26年度・後期 生涯学習推進事業一覧

成人向けの
イベント等

青少年向けの
イベント等

文化
芸術
文化財
その他

昨年度の様子

みんなで力を合わせて
バームクーヘン作り

成田わくわくひろば合同事業
わくわくディキャンプ

　キャンプをやってみたいけど、
やり方がわからない。飯ごう炊
さんをやってみたい。そんな子
どもたちやキャンプは初めてと
いうお父さん・お母さん向けに
ディキャンプを行いました。ス
タッフの手ほどきを受けながら、
テントの設営、カレー作りなど、
キャンプのノウハウを楽しく学
びながら交流を深めました。

国際こども絵画交流展

雲の上で『いただきます！』
加良部小学校　山本　桃歌さん
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成田市生涯学習ガイド
◇・◆…生涯学習課の行事（☎　20-1583）
○・●…図 書 館 の 行 事（☎　27-2000）

　成田山新勝寺大本堂第二講堂
で「国際こども絵画交流展」を
開催しました。
２０１３年のテーマは「夢」
それぞれのお国柄や生活習慣などが
反映された創造力豊かな作品が揃い、
会場は夢いっぱい、笑顔に包まれて
いました。
２０１４年のテーマは「ふるさと」
今年は、どんな作品が集まるのでしょ
うか。１０/２５（土）～１１/3（月）のあいだ、
成田山新勝寺大本堂第Ⅰ講堂に
作品が展示されますので、
ぜひご来場ください。

成田市国際市民フェスティバル
（子ども会まつり同時開催）

世界のファッションショー

　成田国際文化会館で、市内に住
む外国人と市民の交流を深める
「国際市民フェスティバル」を開
催しました。
　「子ども会まつり」も同時開催
され、成田ならではの国際色豊か
な食や演芸、体験コーナー、ゲー
ムなど、子どもから大人まで楽し
める催しが盛りだくさんでした。
　今年度も１０/5（日）に開催
しますので、皆さんぜひ
ご来場ください。
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　ふれあいコンサートは、「開かれ、親しまれる市役
所」を目指して、毎月、市役所１階市民ロビーまたは
市議会議場を会場に開催しています。
　毎回たくさんの方々にご来場いただき、音楽に心癒
される優雅な時間が流れています。皆さん、憩いのひ
とときを求めて市役所に足を運んでみてはいかがです
か？

　成田市文化団体連絡協議会（文団連）は、公民館、
集会所、自宅、学校などで文化活動をしている団体で
構成されています。
　梅雨が明けた７月２６日（土）、２７日（日）の２日間、
もりんぴあこうづで、文団連まつりが開催されました。
日頃の練習の成果を発揮した発表あり展示ありで、成
田市制施行６０周年記念の年を盛り上げていました。

ふれあいコンサーふれあいコンサートト文 団 連 ま つ文 団 連 ま つ りり

尺八と琴の音が語りとともに 詩吟が響く

みんなで息を合わせて

書道、美術、華道、短歌、絵画、折紙のそれぞれの力作
が展示されました。パソコン絵画では実演も行われ、そ
の技術の高さに驚かされました。

４月『篠笛』 ～山田 路子さん４月『篠笛』　～山田　路子さん～～

５月『ピアノ&叙情歌』 ～大村 みのりさん５月『ピアノ&叙情歌』　～大村　みのりさん～～

６月『バイオリン&ピアノデュオ６月『バイオリン&ピアノデュオ』』
～高橋 絵美子さん・円城寺 真依さん～高橋　絵美子さん・円城寺　真依さん～～

心にしみわたる叙情歌♪
観客もうっとり・・・

７月『合唱』 ～吾妻小学校合唱部７月『合唱』　～吾妻小学校合唱部～～

篠笛の優しい音
色に心が洗われ
るようでした。

歌もピアノもトーク
も最高！元気をいた
だきました。

真剣対局

感動しました。
きれいな歌声に
心が癒されまし
た。

うなりくんのサ
プライズ登場！
リズミカルな動
きに観客席から
も拍手が・・・
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　市では、放課後や週末等の子どもたちの安全・安心な
居場所づくりとして「放課後子ども教室」を推進して
います。この教室は、学習やスポーツ、文化体験、地域
の方々との交流活動などを行うもので、地域住民の方
々のご協力を得て実施しています。
　今年度は、豊住小・遠山小・美郷台小の他、新しく
下総みどり学園、八生小の２校を加えて計５校でスタ
ートし、ますます充実した活動が期待されます。

　市では、望ましい保護者のあり方や子どもに対する
教育の資質を高めること、そして保護者どうしがつな
がることを目的として「家庭教育学級」を開設してい
ます。
　今年度の重点テーマは、「健康・安全」「環境・エネ
ルギー」「食育」「人権」の４点です。それぞれの学級
で年間テーマを設定し、楽しく有意義な学習の場とし
て、また仲間づくりの場として、学級生自身が企画・
運営しています。

★宗吾保育園★「簡単おしゃれなクッキング」

　６月２５日（水）もりんぴあこうづの調理室を会場に、
イタリアンレストランのシェフを講師に迎え、おしゃ
れなイタリアンに挑戦しました。

家 庭 教 育 学 級 放課後子ども教室

女子力アップ↑

★平成小学校★「親子でプラークコントロール」

　６月２３日（月）成田市健康増進課の歯科衛生士さん
の指導を受け、親子で歯の健康や歯磨きの仕方につい
て学びました。

★西中学校★　「ペーパークラフト」

　７月３日（木）スクラップブッキングのインストラ
クターを講師に迎え、アルバム作りに取り組みました。

仕上げはやっぱり
おかあさん♪

世界に一つだけの
手作りアルバムに
家族の思い出をつ
めて・・・

遠山小　こまの森クラブ→
みんなで遊ぼう　５/８

美郷台小　チャレンジ　サタデー スクール↑
絵手紙教室　５/１７

←豊住小　こめっ子クラブ
おばあちゃんと遊ぼう ７/３

八生小　八生っ子クラブ→
ブーメラン作り　６/２６

←下総みどり学園　　　　　
　　　　　Wind’sみどり
しゃぼん玉をとばそう ６/３０
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☆レクリエーション

　集団の中で、さまざまな「遊び」や「体験」を通し
て、子ども会活動等の計画・立案・運営を担うリーダ
ーを育成することを目的として、ジュニアリーダー養
成講座を開催しています。
　今年度は市内小学校から５・６年生２４名が集まりま
した。レクリエーションや救急法、ボランティア活動
など年間５回の講座に参加し、協力し合いながら、リ
ーダーとしての役割を学んでいます。

☆安全講習会

　７月１９日（土）成田市子ども会連絡会では、親子の
交流と自然体験学習を目的として、地引き網体験を実
施しました。当日はバス３台、１１０名が参加して、九十
九里浜に元気な声を響き渡らせました。
　この日は絶好の地引き網日和となり、ピチピチはね
る魚を前に子どもたちは大喜び!!地引き網の後には、お
待ちかねの昼食タイム！獲れたての魚に揚げたての天
ぷら、帰りには魚のお土産付きで、おなかも心も大満
足の一日でした。夏休みの初日、すてきな思い出がで
きました。

成田市子ども会連絡会主催事業

ふれてみよう！かかわってみよう！成田

　市民の皆さんの持っている知識や経験を地域に生か
していただくことを目的に、「生涯学習講座」を開催し
ています。
　今年度は全６回の講座を通じ地域活動・生涯学習活
動のノウハウを学びます。
　第１回目は、ＮＰＯ法人全国生涯学習まちづくり協
会の清水英男先生を講師にお迎えし、「人と地域が輝く
生涯学習ボランティア活動」をテーマに公開講座を開
催しました。

成田市生涯学習講座

親親子で地引き
網体験親子で地引き
網体験

思っていたよりも重くてびっくり！

講義を熱心に聞く受講生

ジュニアリーダー養成講座

保護者の声
☆親子で夏を満喫できました。
☆今年で３回目の参加です。個人ではできない体験な
ので毎回楽しませてもらっています。
☆ジュニアリーダースの活躍にびっくり！

子どもの声
☆地引き網の魚がおいしかったです。
☆楽しかったです。またやりたいな。

小さなサメもい
たよ。かわいい
ね而而而而

すごい!!
お魚がはねて
るよ・・・

～７月１２日（土）２回目の活動より～

安全な活動につ
いて話を聞きま
した。
救急セットの中
には、何が入っ
ているかな。

一人一人が持って
いるカードをもと
に宝のありかを探
します。知恵と自
覚と協力が必須！
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　市民の皆さんの要望により、市の職員が講座を出前する「なりた知っ得出前講座」。教養、
くらし、福祉、健康・環境、まちづくり、防災・消防、教育・文化など８４種類のメニューを用
意しています。「最近の悪質商法の手口を知りたい」「救急救命について学んでおきたい」など、
市民の皆さんの「知りたい・学びたい」という要望に市の職員がお応えします。

「知りたい・学びたい」に応えます　「知りたい・学びたい」に応えます！！

 なななななななななななななななななななななななななななななりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講なりた知っ得出前講座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座

＜申し込み要領＞

対　　　象：市内在住・在勤・在学の１０人以上で構成された団体。自治会・
　　　　　　学習グループ・老人クラブ・サークルなどのグループ単位で
　　　　　　利用してください。講座を受けるために集まった友人同士の
　　　　　　グループでも申し込めます。
開 催 日 時：年末年始を除く毎日、午前９時～午後９時。１講座は２時間
　　　　　　以内。担当課の業務の都合で、開催日時などを調整する場合
　　　　　　があります。
会　　　場：市内で受講者の指定する場所。会場の確保や進行、参加者へ
　　　　　　の連絡などは受講者側でお願いします。
費　　　用：無料（実習の材料費などは実費）

申し込み方申し込み方法法：①メニュー（下記参照）から希望の講座を選び、日程（第３希望まで）と会場を決める。：①メニュー（下記参照）から希望の講座を選び、日程（第３希望まで）と会場を決める。 
②実施予定日の３週間前までに、直接または電話（２０-            ②実施予定日の３週間前までに、直接または電話（２０-１５８３）・ＦＡＸ（２２-４４９４）で生涯学１５８３）・ＦＡＸ（２２-４４９４）で生涯学習習
課（市役所５階）へ。　　　　　　　課（市役所５階）へ。  
③希望講座の担当課と日程などの調整を行い、開催決定            ③希望講座の担当課と日程などの調整を行い、開催決定。。

※※申請用紙・メニュー表は生涯学習課窓口または成田市のホームページhttp:申請用紙・メニュー表は生涯学習課窓口または成田市のホームページhttp://www.city.narita.chiba.jp/でダウ//www.city.narita.chiba.jp/でダウンン
ロードすることもできますロードすることもできます。。

「なりた知っ得出前講座」メニュー
道路新設改良事業のはなし
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私たちのまちのふくし

福福
　
　
祉祉

統計調査のはなし

教教
　
　
養養

市道の維持管理のはなし介護保険のはなし行政改革の取り組み状況
橋梁長寿命化修繕計画について高齢者福祉サービスのあれこれ男女共同参画社会ってなあに？
緑のある街、憩いの公園～公園事業のはなし～障がい者福祉サービスのあれこれ選挙のあらまし～やさしい選挙のはなし～
住まい作り講座～マイホームを新たに新築・増築・リフォームされる方に～老人クラブ～その組織と活動～成田市の国際交流
市がすすめる防災対策と地域・家庭での防災対策

防
災
・
消

防
災
・
消
防防

赤十字活動のはなし～福祉を支える奉仕団～広報紙のつくり方
自然を活かした川づくり～河川改修のはなし～楽しい子育て～親子で遊ぼう～市の財政状況～市財政の推移と現状～
土砂災害から人命を守る～がけ崩れ対策について～子育て講座 ～育児不安の解消～

健健
　
　
康康

市が行う契約とその方法
消防のしごと子どもの健康と食生活～学校給食を通して～国際観光都市成田の観光行政
消火器の取り扱い生活習慣病の予防中小企業資金融資制度のはなし
普通救命講習がんの予防成田の農業のはなし～現状と課題～
救急講習（応急処置のしかた）歯の健康～８０２０（ハチマルニイマル）をめざして～農業委員会はどんな仕事をしているの？
指揮指令課の仕事元気はつらつ介護予防情報公開及び個人情報保護制度のしくみ

く

ら

く
　
ら
　
しし

見てみよう消防署やってみようニュースポーツ成田市のコンプライアンス条例のあらまし
教育委員会の組織としごと

教
育
・
文

教
育
・
文
化化

あなたの体力は？～体力測定～広聴・相談のあれこれ～市民参加の市政をめざして～
中学生の進路のはなし成田市の環境 ～監視体制と現況～

環環
　
　
境境

そこが知りたい手続きのしかた～転居､印鑑登録など～
小学生・中学生の学校生活印旛沼と私たちの暮らし～水について考える～戸籍の届け出…　どうしたらいいの？
子どもたちの悩みの聞き方環境基本計画のはなし国民健康保険制度のはなし
青少年の地域活動～おとなが支える子どもの学び場～ごみの分別方法と処理について国民年金制度のはなし
エンジョイ！　子育てのすすめ～家庭教育の基礎･基本を学ぼう～すすめようリサイクル運動～ごみは貴重な資源です～後期高齢者医療制度のはなし
交通安全教室土地の埋立て等及び土砂等の規制のはなし市民税・軽自動車税の課税のしくみ
自主防犯活動講座総合計画ってなあに？～明日の成田をともに考える～
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固定資産税・都市計画税の課税のしくみ
成人教育事業の展開～学ぶチャンスはここにもあります～住みよい明日のために～成田市の都市計画～悪質商法あれこれ
わくわく公民館活用講座まちづくりのルール「地区計画制度」についてクーリング・オフを活用しよう
見てみよう市立図書館成田の景観について市営住宅の現状
やさしい文化財のはなし～指定文化財のあれこれ～活力あふれる豊かなまちづくり ～市街地再開発の概要～成田市の水道のはなし
地域の歴史と文化財成田市における土地区画整理事業山口配水場の見学
「まなボラ」活用講座～活動をみんなに広めよう～都市計画道路事業のはなし下水道を学ぼう
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　編 集 後 記
　今号から、生涯学習関連の行事予定表である「生涯学習ガイド」と統合しました。バージョンアップした「いき
いきＮＡＲＩＴＡ生涯学習第５１号」を手に取っていただき、ありがとうございます。平成２６年度後期も子どもから
大人まで、みんなで楽しめるイベントが盛りだくさんです。ぜひ、たくさんの行事に参加していただき、人生を
キラキラ輝かせていただきたいと思います。

「まなボラ」を使ってみませんか　「まなボラ」を使ってみませんか？？

 まままままままままままままままままままままままままままままなななななななななななななななななななななななななななななびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆ボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボララララララララララララララララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアサササササササササササササササササササササササササササササイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイまなび＆ボランティアサイトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト

　まなび＆ボランティアサイトは、インターネット上で生涯学習に関する各種イベント情報、
市内で活動しているサークル・団体のほか、ボランティアで講師・指導者をしてくれる人の情
報を掲載しています。現在、市では「まなボラ」に登録する団体や個人を募集しています。

 

登録はどのように
　生涯学習課（市役所５階）または市ホームページ（http://www.city.narita.chiba.jp/sisei/download/
ichiran.html）にある申請書に必要事項を書いて直接または郵送で生涯学習課（〒２８６-８５８５　成田市花崎町
７６０）へ提出してください。

☆「まなボラ」でできること☆

活動情報の紹介

○団体の活動情報を写真・イラスト入り
で掲載でき、効果的にＰＲできます。
ホームページ作成に必要な知識が不要
で、文字入力や選択式のメニューで簡
単に作成することができます。

○催しのお知らせやボランティア募集な
どを掲載することができます。

○更新するたびに、「まなボラ」のトップ
ページに新着情報として掲載されます。

☆まずはウェブサイトにアクセス☆

まなボラサイトのＵＲＬ
パソコン
http://www.genki３６５.com/narita/

　
携帯
http://genki３６５.net/gnkn/i/


