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市営プール
7月1日にオープン

期間＝7月1日㈰・7日㈯・8日㈰、7月
14日㈯〜8月31日㈮
時間＝午前9時〜午後5時（7月16日（月・

祝）〜8月15日㈬は午後6時まで）
場所＝中台運動公園水泳プール、大谷津

運動公園プール
料金＝小中学生100円、高校生以上210

円（幼児は無料）
※悪天候などで閉場することがあります。

くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

市体育館アリーナ
リニューアルオープン

　市体育館アリーナが、7月1日㈰にリ
ニューアルオープンします。冷暖房設備
が設置され、さらに利用しやすくなりま
した。
　なお、冷暖房設備の設置により利用料
金が変わります。
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 

84）または市体育館（☎26-7251）へ。

中台運動公園陸上競技場
芝生の張り替えで快適に

　中台運動公園陸上競技場は、スポーツ
振興くじの助成金を受けて芝生の張り替
え工事を行いました。これにより、地面
の露出や芝生の劣化などの問題点が改善
されました。
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 

84）へ。

豊住ふれあい健康館
トレーナーを配置

　豊住ふれあい健康館トレーニング室に
トレーナーを配置しています。運動器具
の使い方やトレーニング方法など、気軽
に相談してください。
配置日時
◦水曜日…午後1時〜8時
◦土曜日…午前10時〜午後5時
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 

84）へ。

JR成田駅のブックポスト
一時閉鎖します

　JR成田駅西口に設置しているブック
ポストを、駅周辺の混雑による危険回避
のため閉鎖します。
期間＝7月5日㈭〜10日㈫
※くわしくは市立図書館（☎27-2000、

月曜日、6月29日㈮は休館）へ。

選挙人名簿
登録者数が確定

　平成30年6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……53,358人
◦女……53,455人
◦合計…106,813人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

22-1111 内線3152）へ。

路上の看板など
道路に物を置かないで

　道路や歩道上に店舗の看板、商品、の
ぼり旗などが置かれると、通行の妨げに
なり、事故の原因になりかねません。
　安全に通行できるよう、看板などは敷
地内に置くようにしましょう。
※くわしくは道路管理課（☎20-1551）へ。

し催 物

七夕コンサートinもりんぴあ
電子オルガンの演奏

日時＝7月1日㈰ 午後2時から
会場＝もりんぴあこうづ
定員＝185人（先着順）
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは同館（☎27-5252、第4月
曜日は休館）へ。

湖北特別支援学校「夏の市」
生徒が作った野菜や菓子などを販売

日時＝7月4日㈬・5日㈭ 午前11時〜午
後2時30分
会場＝セブンパークアリオ柏（柏市）
※くわしくは湖北特別支援学校（☎04-

7188-0596）へ。

レクリエーション祭
ニュースポーツを体験

日時＝7月21日㈯ 午前9時から
会場＝市体育館
種目＝ユニカール、バウンドテニス、フォー

クダンス、ダーツ、クラフトなど
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市レクリエーション協会事
務局（スポーツ振興課・☎20-1584）へ。

スタンプラリー印旛
県民の日を記念して

　印旛地域の観光施設など18カ所に、
ご当地キャラクターのスタンプ台を設置
します。スタンプを集めて応募すると、
印旛地域の特産品などが抽選で当たりま
す。
期間＝9月2日㈰まで
スタンプ用紙配布場所＝企画政策課（市

役所3階）、成田観光館、空の駅さく
ら館など

※くわしくは印旛地域振興事務所地域振
興課（☎043-483-1111）または同事
務所ホームページ（http://www.pre 
f.chiba.lg.jp/kc-hokusou/hokus 
ou/kennminnnohi.html）へ。

印旛支部消防操法大会
土屋と前林第2が出場

　印旛郡市の9市町それぞれの消防操法
大会で優勝した消防団が一堂に会し、消
防操法技術を競います。
　平成29年10月に行われた成田市消防
操法大会で優勝した土屋（ポンプ車の部）
と前林第2（小型ポンプの部）が、市の代
表として出場します。
日時＝7月1日㈰ 午前8時30分から
会場＝大栄運動場
※くわしくは消防総務課（☎20-1590）へ。

訓練で培った技術を披露
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夏季バレーボール大会
勝ち進もう

期日＝7月22日㈰
会場＝市体育館
競技方法＝6人制での男女別トーナメン

ト方式
対象＝高校生以上
参加費（1チーム当たり）＝3,000円（施

設使用料など）
持ち物＝上履き、タオル、昼食、飲み物
申込方法＝6月29日㈮までにEメールで

代表者の住所・氏名・電話番号・チー
ム名を市体育協会事務局（Eメールnrt 
aikyo@portland.ne.jp）へ

※くわしくは同事務局（☎33-3811）へ。

うなバレー大会
柔らかいボールで誰でも楽しめる

日時＝7月21日㈯ 午後1時30分〜4時
会場＝市体育館
チーム編成＝5〜8人（男女混合）
参加費（1人当たり）＝100円（保険料）
※申し込みは7月11日㈬までに市スポー

ツ推進委員連絡協議会事務局（スポー
ツ振興課・☎20-1584）へ。

オープン卓球大会
チームで戦う

日時＝8月19日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
競技方法＝男女別団体戦
参加費（1チーム当たり）＝4,200円（高

校生は3,700円、中学生は3,200円）
※申し込みは7月18日㈬までに市卓球協

会・大木さん（☎090-2742-1098）ま
たは関山さん（☎26-8968）へ。

税務職員
平成30年度採用試験

　人事院では税務職員を募集します。第
1次試験日は、9月2日㈰です。
申込方法＝6月18日㈪〜27日㈬に人事院

ホームページ（http://www.jinji-shik 
en.go.jp/juken.html）から申し込む

※くわしくは成田税務署（☎28-5151）へ。

市体育館のイベント
体を動かしませんか

　大栄B&G海洋センターでも使用でき
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＝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＝①6月15日㈮②③6月18

日㈪④⑤6月19日㈫⑥⑦6月20日㈬
⑧6月21日㈭⑨6月22日㈮⑩⑪6月
25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①
②両方の参加はできません）
①②ヨガ教室
日時＝7月6日㈮・13日㈮・20日㈮・27

日㈮ ①午後1時30分〜2時45分②午
後3時〜4時15分
③ナイト・ヨガ
日時＝7月5日㈭・23日㈪・30日㈪ 午

後7時から
④ピラティス教室
日時＝7月3日㈫・5日㈭・10日㈫・17

日㈫・19日㈭・24日㈫・31日㈫ 午
後2時から
⑤ナイト・ピラティス教室
日時＝7月25日㈬ 午後7時から
⑥シェイプアップ・ヨガ
日時＝7月9日㈪・19日㈭ 午後7時から
⑦骨盤体操
日時＝7月12日㈭・26日㈭ 午後2時か

ら
⑧認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝7月9日㈪・23日㈪・30日㈪ 午

後1時30分から
⑨健康増進フィットネス体操
日時＝7月5日㈭・12日㈭・19日㈭・

26日㈭ 午後1時30分から
⑩リズム＆ステップ入門
日時＝7月4日㈬・18日㈬ 午前10時か

ら
⑪初めてのエアロビクス
日時＝7月5日㈭・11日㈬・19日㈭・ 25

日㈬ 午前10時から（11日・25日は午
後1時30分から）

※くわしくは市体育館へ。

ナイターシニアリーグ
みんなでサッカー

日時＝7月7日、9月15日、10月13日、
11月10日、12月8日の土曜日 午後5
時〜7時
会場＝中台運動公園球技場
内容＝男女混合8人制でリーグ戦を行う
対象
◦男性…平成31年3月31日現在で55歳

以上の人
◦女性…どなたでも
参加費（1回当たり）＝男性500円（グラウ

ンド使用料）、女性は無料
※申し込みは各開催日の前日までに市

サッカー協会・濱田さん（☎090-859 
9-6918）へ。

大栄B&G海洋センターのイベント
武道場とプールで

会場＝大栄B&G海洋センター
対象＝16歳以上の人
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）
【武道場】
定員＝各50人（先着順）
申込開始日＝6月15日㈮
ヨガ教室
日時＝7月4日㈬・18日㈬ 午前10時〜

11時30分
シェイプアップ・ヨガ
日時＝7月13日㈮・27日㈮ 午前10時

〜11時30分
【プール】
定員＝各30人（先着順）
持ち物＝水着、水泳帽、飲み物
申込開始日＝6月19日㈫
アクアビクス教室
日時＝7月3日㈫・10日㈫ 午前10時〜
11時
シェイプアップ教室
日時＝7月5日㈭・12日㈭・19日㈭ 午

前10時〜11時
水中ウォーキング教室
日時＝7月7日㈯・14日㈯・21日㈯・28

日㈯ 午前10時〜11時
※申し込みは各申込開始日の午前9時か

ら大栄B&G海洋センター（☎73-511 
0、月曜日、7月17日㈫は休館）へ。

募 集
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小学生水泳教室
レベルに応じた2つのコースで

会場＝大栄B&G海洋センター
対象＝市内在住・在学の小学生
定員＝各40人
参加費＝1,200円（保険料など）
持ち物＝水着、水泳帽
Aコース
期日＝①7月24日㈫〜27日㈮（全4回）、

②7月31日㈫〜8月3日㈮（全4回）
時間＝午前10時30分〜正午
内容＝ビート板などを使って泳ぎを体験

する
Bコース
日時＝7月24日㈫〜27日㈮（全4回） 午

後1時30分〜3時
内容＝泳ぐことができる子のレベルアッ

プを図る
※Aコースは①②両方への参加はできま

せん。申し込みは6月20日㈬午前9時
から大栄B&G海洋センター（☎73-51 
10、月曜日、7月17日㈫は休館）へ。

ソフトボール選手
県民体育大会

　10月28日㈰、11月3日（土・祝）・4
日㈰に行われる県民体育大会に市の代表
として出場する男女の選手を募集しま
す。
対象＝18歳以上の経験者（高校生は除

く）で、市内在住の人または県内在住
で市内の小中学校を卒業した人
練習日時＝9月30日㈰、10月6日㈯・21

日㈰ 午前9時〜正午
練習場所＝大谷津運動公園多目的広場
※申し込みは8月12日㈰までに市ソフト

ボール協会・坪田さん（☎26-0889）へ。

太極拳教室
ゆっくりとした動きで健康に

日時＝7月3日㈫ 午後1時〜4時
会場＝市体育館
参加費＝無料
持ち物＝上履き
申込方法＝6月30日㈯までにFAXで住

所・氏名・電話番号を市体育協会事務
局（FAX33-3813）へ。

※くわしくは太極拳連盟・麻生さん（☎
26-6473）へ。

男女共同参画セミナー
働くママパパ応援講座

日時＝7月21日㈯ 午後1時30分から
会場＝男女共同参画センター
講師＝てぃ先生（保育士）
定員＝30人（市内在住・在勤・在学の人

を優先に先着順）
参加費＝無料
申込方法＝7月10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、市内在勤・在学かどうか、
託児（2歳〜未就学児）の利用の有無を
市民協働課（☎20-1507 FAX24-10 
86 Eメールkyodo@city.narita.chib 
a.jp）へ

※くわしくは同課へ。

明治大学・成田社会人大学公開講座
学びの機会を

会場＝市役所6階大会議室
参加費＝無料
ライフマネジメント課程
日時＝7月21日㈯ 午後2時〜4時
テーマ＝健康長寿を促進するアンチエイ

ジングフード〜スーパーフードを取り
入れて細胞を若返らせよう
講師＝松尾瑞穂さん（管理栄養士）
定員＝30人（先着順）
教養文化課程
日時＝7月28日㈯ 午前10時〜正午
テーマ＝オリンピックとメディア
講師＝藤原庸介さん（流通経済大学スポー

ツ健康科学部准教授）
定員＝100人（先着順）
※申し込みは生涯学習課（☎20-1583）へ。

バウンドテニス体験教室
室内で楽しめる

日時＝7月5日㈭・12日㈭ 午後1時20
分〜4時
会場＝市体育館
対象と定員＝小学生以上（小学生は保護

者同伴）・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。

夏季バドミントン大会
ペアで力を合わせて

日時＝7月15日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
内容＝男女混合3ペア（男子・女子・混

合ダブルス）での団体戦
対象＝中学生以上
定員＝50チーム（先着順）
参加費（1チーム当たり）＝6,000円（シャ

トル代など）
申込方法＝7月7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。

印旛地区自閉症協会講演会
発達が気になる子どもへのアプローチ

日時＝8月5日㈰ 午前10時〜午後0時30
分
会場＝保健福祉館
講師＝菅谷恵子さん（元小学校教諭）
参加費＝無料
申込方法＝FAXまたはEメールで住所・氏

名・電話番号を印旛地区自閉症協会事
務局（FAX94-0266 Eメールa_inbac 
hiku_c2002@yahoo.co.jp）へ

※くわしくは同事務局・瀧本さん（☎9 
4-0266）へ。

市民ゴルフ競技大会
優勝を目指そう

日時＝8月27日㈪（雨天決行） 午前8時
から
会場＝白鳳カントリー倶楽部（磯部）
対象＝市内在住の男子アマチュアプレー

ヤーで、各地区の予選会などで選出さ
れた人

※くわしくは市アマチュアゴルフ協会事
務局（㈱日翔・☎22-1251）へ。

白熱したラリー
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成田POPラン大会
完走を目指して

期日＝11月11日㈰（雨天決行）
会場＝中台運動公園陸上競技場
種目＝3km・10km・ハーフマラソン
定員＝5,000人（先着順）
参加費＝小学生1,000円、中学生1,500

円、一般3,000円（市内在住・在勤・
在学の人以外は、小学生1,500円、中
学生2,000円、一般3,500円。ハーフ
マラソンに参加する人は3,600円）
申込方法＝成田POPラン大会ホーム

ページ（http://narita-pop-run.jp/）
から申し込む。成田POPラン大会事
務局（市役所4階スポーツ振興課）、市
体育館、中台運動公園陸上競技場、各
公民館、市立図書館にある申込書に必
要事項を書いて、郵便振替で参加費を
払うこともできます
申込期間＝6月22日㈮〜8月24日㈮（郵

便振替は8月3日㈮まで）
運営ボランティア募集
　ボランティアスタッフにはジャンパー
と弁当を用意します。
内容＝選手やニュータウン内走路の安全

確保
対象＝中学卒業以上の人
申込方法＝6月22日㈮〜8月24日㈮に

成田POPラン大会事務局（スポーツ振
興課・☎20-1584）へ

※くわしくは同事務局へ。

体験台湾茶inもりんぴあ
異国の香りと味を楽しむ

日時＝7月6日㈮ 午後1時30分〜3時
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝16歳以上の人
定員＝20人（先着順）
参加費＝500円（材料費）
※申し込みは同館（☎27-5252、第4月

曜日は休館）へ。

親子環境学習会
印旛沼の水質や機能を知る

日時＝7月23日㈪ 午前9時〜午後4時
見学先＝千葉用水総合管理所大和田機

場、道の駅やちよ、佐倉市観光船（乗船）
対象＝市内在住の小学生と保護者
定員＝24人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料（昼食は各自で用意）
申込方法＝7月4日㈬（必着）までに、はが

き・FAX・Eメールのいずれかで、希
望者全員の住所・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 FA 
X22-4449 Eメールkankei@city.na 
rita.chiba.jp）へ

※くわしくは同事務局（環境計画課・☎
20-1533）へ。

印旛沼・流域再生大賞
自薦他薦は問いません

　県では、印旛沼をきれいにするなどの
活動をしている人を「印旛沼・流域再生
大賞」として表彰しています。その活動
内容は、いんばぬま情報広場ホームペー
ジ（http://inba-numa.com/）などで紹
介されます。
応募方法＝7月6日㈮（必着）までに、同

ホームページからダウンロードできる
応募用紙に必要事項を書いて直接また
は郵送で印旛沼流域水循環健全化会議
事務局（〒260-8667 千葉市中央区市
場町1-1）へ

※くわしくは県河川環境課（☎043-223-
3155）へ。

豊住ふれあい親子陶芸教室
オリジナルの作品を

　マグカップやアジサイの葉の形をした
皿を作ります。
日時＝7月29日㈰、8月12日㈰・19日㈰
（全3回） 午前9時〜正午
会場＝豊住ふれあい健康館
対象＝小学生以上の子どもと保護者
定員＝30人（先着順）
参加費（1人当たり）＝500円（材料費な

ど）
持ち物＝タオル、エプロン
※申し込みは7月20日㈮までにスポー

ツ振興課（☎20-1584）へ。

子ども料理教室
朝ごはんを作ってみよう

日時＝7月24日㈫ 午前9時30分〜午後
1時30分
会場＝保健福祉館
内容＝バランスの取れた朝食を作る
対象＝市内在住の小学4〜6年生
定員＝15人（先着順）
参加費＝400円（調理実習費）
持ち物＝エプロン、三角巾
※申し込みは6月29日㈮までに健康増進課
（☎27-1111）へ。

市内施設見学会
魅力的なスポットを紹介

　6代続く刃物工房や、本格的なサーキッ
トがある自動車の専門校を見学します。
日時＝7月12日㈭ 午前9時〜午後3時
見学先＝正次郎鋏刃物工芸、さくらの山、

日本自動車大学校
対象＝市内在住の人
定員＝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＝6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。

環境講演会
eco実験パフォーマンスショー

　科学実験を交えながら災害や環境問題
の原理を分かりやすく説明します。
日時＝7月14日㈯ 午後1時30分〜3時
会場＝スカイタウンホール
講師＝らんま先生（eco体験工房理事長）
定員＝200人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝7月6日㈮（必着）までに、はが

き・FAX・Eメールのいずれかで住所・
氏名・電話番号・参加人数を環境計画
課（〒286-8585 花崎町760 FAX22-
4449 Eメールkankei@city.narita.c 
hiba.jp）へ

※くわしくは、なりた環境ネットワーク
事務局（環境計画課・☎20-1533）へ。

募 集


