
空港わくわく探検隊
日時＝7月25日㈬ 午前9時〜午後3時

30分
会場＝成田国際空港（中央公民館からバ

スによる移動）
内容＝ランプコントロールタワーや格納

庫などを探検する
対象＝小学4〜6年生と保護者
定員＝18組36人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料（昼食代は自己負担）
持ち物＝筆記用具、飲み物
申込方法＝7月10日㈫（必着）までに、は

がきまたはEメールで参加者全員の住
所・氏名（ふりがな）・性別・生年月日・
電話番号・学校名・学年・行事名を中
央公民館（〒286-0017 赤坂1-1-3 E
メールkominkan@city.narita.chib 
a.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、7月2日
㈪・16日（月・祝）・17日㈫は休館）へ。

こども絵手紙教室
日時＝7月26日㈭ 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
内容＝絵手紙の手法で、うちわを作る
対象＝小学生
定員と参加費＝15人（先着順）・無料
持ち物＝絵に描きたい物（花や果物など）
※申し込みは7月22日㈰までに三里塚

コミュニティセンター（☎40-4880、
7月2日㈪・9日㈪・17日㈫・23日㈪
は休館）へ。

ジュニアボウリング
体験教室

日時＝7月28日㈯、8月4日㈯ 午後1時
〜2時30分
会場＝ラクゾー成田店（ボンベルタ成田

店5階）
内容＝インストラクターからルール・マ

ナーの講義や投球指導を受ける
対象と定員＝小学生・各15人（先着順）
参加費（1日当たり）＝600円（貸靴代は

別途）
持ち物＝運動のできる服装、靴下
※申し込みは7月25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。

親子そば打ち教室
日時＝8月19日㈰ 午後2時〜3時30分、

午後3時30分〜5時（選択不可）
会場＝成田公民館
対象＝小学生と保護者
定員＝10組20人（応募者多数は抽選）
参加費（1組当たり）＝1,500円（材料費）
申込方法＝7月20日㈮（必着）までに、

はがきまたはEメールで住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・学校名・学年・
教室名を成田公民館（〒286-0024 
田町299-2 Eメールkominkan@cit 
y.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎24-0787、月曜
日・祝日、7月17日㈫は休館）へ。

子どもトール
ペインティング教室

日時＝8月24日㈮ 午前10時〜午後3時
会場＝豊住公民館
内容＝アクリル絵の具で小物に絵を描く
対象＝小学生
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円程度（材料費）
申込方法＝8月2日㈭（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・学校名・学年・
教室名を豊住公民館（〒286-0807 
北羽鳥2024-1 Eメールkominkan@
city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎37-1003、月曜日・
祝日、7月17日㈫は休館）へ。

親子市内施設見学会
日時＝8月9日㈭ 午前9時〜午後3時
行き先＝市議会議場、赤坂消防署、鉄建

建設建設技術総合センター（市役所か
らバスによる移動）
対象＝市内在住の小学生と保護者
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＝7月9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。

親子で学ぶ
消費者移動教室

日時＝7月26日㈭ 午前8時30分〜午後
4時
行き先＝がすてなーに ガスの科学館（江

東区）、東京都虹の下水道館（江東区）
内容＝日々の生活に密接に関わるガスや

下水道について楽しく学ぶ
対象＝市内在住の小学生と保護者
定員と参加費＝20組40人（初めての人

を優先に先着順）・無料
持ち物＝昼食、飲み物
申込方法＝7月13日㈮までに電話また

はEメールで住所・氏名（フリガナ）・
性別・電話番号・学年・参加経験の
有無を商工課（☎20-1622 Eメール
shoko@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

親子レスキューロボットカー
工作教室

日時＝8月18日㈯・19日㈰（全2回） 午
前9時〜午後3時
会場＝大栄公民館
内容＝はんだごてで簡単な電子回路を組

み立てロボットカーを製作し、タイム
レースを行う
対象＝小学4〜6年生と保護者
定員＝15組30人（応募者多数は抽選）
参加費（1組当たり）＝2,000円程度（教

材費）
持ち物＝筆記用具、子ども用の軍手、昼

食
申込方法＝7月28日㈯（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・氏名（ふり
がな）・性別・生年月日・電話番号・
学校名・学年・教室名を大栄公民館

（〒287-0234 松子393 Eメールko 
minkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎73-7071、月曜・
祝日、7月17日㈫は休館）へ。

ロボットカー作りに挑戦しよう
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公民館や市内の施設などでさまざまな催しが開催されます。
家族や友達と参加して、楽しい思い出をつくりませんか。

子ども絵画教室
日時＝7月22日㈰・29日㈰、8月5日㈰
（全3回） 午前10時〜11時30分
会場＝公津公民館
内容＝水彩画の基礎を学び、実際に描く
対象＝小学生
定員＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝100円（材料費）
申込方法＝7月10日㈫（必着）までに、

はがきまたはEメールで住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・学校名・学年・
教室名を公津公民館（〒286-0004 
宗吾1-839-1 Eメールkominkan@
city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎26-9610、月曜日・
祝日、7月17日㈫は休館）へ。

親子工作 
紙ヒコーキ教室

日時＝7月22日㈰ 午後1時30分〜3時
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝小学生と保護者
定員と参加費＝30人（先着順）・無料
※申し込みは7月18日㈬までに同センター
（☎40-4880、7月2日 ㈪・9日 ㈪・17
日㈫は休館）へ。

ねん土で作ろう！貯金箱
日時＝7月28日㈯ 午前10時〜11時30

分
会場＝久住公民館
対象＝小学生と保護者
定員＝15組30人（応募者多数は抽選）
参加費（1組当たり）＝1,500円（材料費）
持ち物＝絵の具セット、タオル
申込方法＝7月12日㈭（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・学校名・学年・行事
名を久住公民館（〒286-0814 幡谷9 
22-2 Eメールkominkan@city.narit 
a.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎36-1646、月曜日・
祝日、7月17日㈫は休館）へ。

貯金箱をつくろう
日時＝7月22日㈰・24日㈫、8月24日

㈮・25日㈯ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
内容＝牛乳パックでおみくじ型（8月24

日・25日はペットボトル容器でトロ
フィー型）の貯金箱を作る
対象と定員＝小学生・各15人（先着順）
参加費＝300円（材料費）
※申し込みは7月7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。

親子リサイクル教室
日時＝7月21日㈯ 午後1時〜4時
会場＝リサイクルプラザ
内容＝はがきと小物入れを作る
対象＝小学生と保護者
定員と参加費＝10組（先着順）・無料
持ち物＝広告紙5枚、牛乳パック、のり、

はさみ
※申し込みはリサイクルプラザ（☎36-

1000、祝日は除く）へ。

ボランティアスクール
日時＝8月2日㈭ 午前10時〜正午
会場＝保健福祉館
内容＝障がい者スポーツのボッチャにつ

いて学び、競技を体験する
対象＝市内在住の小学生
定員と参加費＝40人（先着順）・無料
※申し込みは7月26日㈭までにボラン

ティアセンター（☎27-8010）へ。

小学生茶道体験
日時＝8月8日㈬・22日㈬ 午後1時30

分〜4時
会場＝赤坂ふれあいセンター
対象＝小学3〜6年生
定員＝各8人（先着順）
参加費＝300円（菓子代など）
※申し込みは8月6日㈪までに高齢者福

祉課（☎20-1537）へ。

親子科学実験教室
日時＝8月4日㈯ 午後1時〜4時
会場＝中央公民館
内容＝磁石の特性を生かした実験と工作

をする
対象＝小学生と保護者
定員＝30組60人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝7月15日㈰（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・学校名・学年・教室名
を書いて中央公民館（〒286-0017 赤
坂1-1-3 Eメールkominkan@city.na 
rita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、7月2日
㈪・16日（月・祝）・17日㈫は休館）へ。

科学あそび講座
日時＝8月9日㈭ 午前10時〜正午、午

後2時〜4時
会場＝市立図書館2階集会室
テーマ＝酸とアルカリであそぼう〜おふ

ろのシュワちゃんをつくろう
講師＝坂口美佳子さん（科学読物研究会）
対象＝小学2〜6年生
定員＝各36人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝鉛筆、はさみ、汚れてもよいタ
オル

※申し込みは7月3日㈫午前9時30分か
ら市立図書館（☎27-2000）へ。

小中学生のための
認知症サポーター養成講座

日時＝8月11日（土・祝） 午後1時30分
〜3時30分
会場＝新町玲光苑
内容＝認知症の人やその家族を温かく見

守り、助け合うことの大切さを学ぶ
対象＝小中学生（保護者も可）
定員と参加費＝20人（先着順）・無料
※申し込みは8月6日㈪までに西部南地域

包括支援センター（☎23-7151）へ。

夏休み のイベント
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