
M e s s a g e B
o a r d

広報なりた 2018.9.15 10

催 

し 

物

お
知
ら
せ

募
　
集

労災・職業病なんでも相談会
弁護士や専門家が応じます

日時＝9月29日㈯ 午後1時〜4時
会場＝千葉市中央コミュニティセンター
※相談は無料です。相談を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは千葉中央
法律事務所（☎043-225-4567）へ。

ホールの開放
成田国際高校で

期間＝10〜3月の木・土・日曜日
時間＝午後2時〜6時（木曜日は午後6時

30分〜8時30分）
対象＝芸術文化の振興を目的とした社会

教育団体
使用料＝無料（冷暖房費は実費）
申込方法＝9月18日㈫・19日㈬の午前

9時〜午後4時に、成田国際高校にあ
る申請書に必要事項を書いて同校へ

※12月まで冷暖房は使用できません。
くわしくは同校（☎27-2610）へ。

中郷運動施設体育館の閉鎖
利用は10月末まで

　中郷運動施設体育館は、中郷小学校の
跡地整備工事に伴い、10月31日㈬で閉
鎖します。なお、運動場は、工事に支障
がない範囲で引き続き利用できます。
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-158 

4）へ。

録音図書目録の配付
文字を読むのが困難な人へ

　図書館では、視覚障がいのある人に向
けた音声による図書（録音図書）を作成し
ています。これは小説や実用書などをCD
などに録音したもので、図書館では利用
案内と最新版の目録を配付しています。
※くわしくは市立図書館（☎27-2000、月

曜日、9月18日㈫・25日㈫・28日㈮は
休館）へ。

銚子特別支援学校の公開
施設や授業を見学

日時＝10月10日㈬・11日㈭ 午前9時
30分〜正午

※申し込みは各開催日の前日までに銚子
特別支援学校（☎0479-22-0243 FA 
X0479-25-0551）へ。

催し物催し物

千葉盲祭
生徒による発表など

日時＝10月27日㈯ 午前9時10分〜午
後3時
会場＝千葉盲学校（四街道市）
内容＝生徒による音楽の発表、作品の展

示、マッサージ体験など
※くわしくは同校（☎043-422-0231 ホー

ムページhttp://cms1.chiba-c.ed.jp/ 
chiba-sb）へ。

なかよし動物フェスティバル
命の大切さを学ぶ

日時＝9月23日（日・祝） 午前10時〜午
後2時
会場＝イオンモール千葉ニュータウン
（印西市）
内容＝犬との触れ合い、獣医師体験など
※くわしくは県動物愛護センター（☎93-

5711）へ。

鉄道の日記念イベント
D51の見学会やミニSLの運行

　蒸気機関車D51の見学会やミニSLの
運行が行われます。また、鉄道グッズや
写真の展示、花の苗の配布もあります。
日時＝10月14日㈰ 午前10時〜午後3時
（雨天の場合は10月21日㈰）
会場＝栗山公園（花崎町）
※公園には駐車場がないため市役所駐車

場または公共交通機関を利用してくだ
さい。くわしくは成田SL保存会事務局

（公園緑地課・☎20-1562）へ。

結の会公演
平和について考える

日時＝10月14日㈰ 午後1時30分〜2時
30分
会場＝成田山新勝寺信徒会館
内容＝平和を題材にしたバレエや朗読、

講演など
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは結の会事務局・茅森さん
（☎080-1381-5805）へ。

Red it be 〜君想ふ 春夏秋冬
倉木麻衣ライブ

日時＝10月13日㈯ 午後5時から
会場＝国際文化会館
入場料（全席指定）＝7,500円（3歳以下

は無料。ただし、座席を使用する場合
は有料）
入場券予約方法＝次の通り受け付けます
（1人2枚まで）

◦会館友の会会員…9月21日㈮午前10
時から電話で国際文化会館（☎23-13 
31）へ（予定枚数に達し次第終了）
◦そのほかの人…9月22日㈯午前10時

から電話で国際文化会館へ。チケット
ぴあ・ローソンチケット・イープラ
ス・CNプレイガイドでも予約できます

※残席がある場合のみ、9月23日（日・
祝）午前9時から窓口販売します。く
わしくは国際文化会館（☎23-1331、
月曜日、9月18日㈫・25日㈫は休館）
へ。

銚洋祭
銚子特別支援学校で

日時＝10月27日㈯ 午前9時30分〜午
後2時30分
会場＝銚子特別支援学校
内容＝生徒による作品展示や作業製品の

販売など
※くわしくは同校（☎0479-22-0243）へ。

もりんぴあフェスティバル
地域の絆を感じて

日時＝9月24日㈪ 午前10時〜午後5時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝音楽・ダンスの発表、書道・絵画

などの展示、工作・飾り切り教室、移
動型プラネタリウム、模擬店など

※くわしくは、もりんぴあこうづ（☎27-
5252）へ。

　広報なりた9月1日号20ページの
「フリーマーケット」の家具の即売会
の開始時間に誤りがありました。お
詫びして訂正します。

　正：午前10時30分から
　誤：午前10時から

お詫びと訂正



M e s s a g e B
o a r d

広報なりた 2018.9.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です11

催 

し 

物

お
知
ら
せ

募
　
集

活用事業者選考
旧小御門小学校の

　市では、地域の活性化などを図るため、
旧小御門小学校の校舎や体育館、校庭な
どを一体的に活用する事業者を募集しま
す。選考は公募型プロポーザル方式で行
います。提案者は、説明会や現地見学な
どに参加し、事業計画や地域貢献案など
を提案してください。
　条件や募集スケジュールなどは市ホー
ムページ（http://www.city.narita.ch 
iba.jp/environment/page315000.h 
tml）で公表します。
※くわしくは企画政策課（☎20-1500）へ。

印旛沼環境基金公開講座
歴史を学ぶ

日時＝10月6日㈯ 午後1時30分〜4時
会場＝ミレニアムセンター佐倉
テーマ＝かつてのいんば沼を語る〜生活

と風習
定員＝100人（先着順）
参加費＝無料
申込期間＝9月18日㈫〜10月5日㈮
申込方法＝電話またはEメールで住所・

氏名（ふりがな）・電話番号を佐倉市役
所生活環境課（☎043-484-4278 E
メールseikatsukankyo@city.sakur 
a.lg.jp）へ

※くわしくは同課へ。

中郷プレーパーク
自由に遊べる

　閉校した中郷小学校の跡地で火おこし
や泥遊びなどの自然体験に挑戦しません
か。
日時＝10月13日㈯・14日㈰ 午前10時

〜午後4時
会場＝旧中郷小学校
参加費＝無料
持ち物＝着替え、昼食、飲み物、火おこ

しで食べたい物
※参加を希望する人は当日直接会場へ。
くわしくは成田おむすびプレーパー
ク・武田さん（☎070-5467-3244）へ。

3B体操
無理なく楽しみながらできる

日時＝10月4日㈭・11日㈭・18日㈭（全
3回） 午前10時〜11時30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝ボールなどの3B体操用具を使っ

て筋力トレーニングやストレッチ体操
をする
対象＝16歳以上の人
定員と参加費＝20人（先着順）・無料
持ち物＝動きやすい服装、上履き、タオ

ル、ヨガマットまたはバスタオル、飲
み物

※申し込みは9月29日㈯までに三里塚
コミュニティセンター（☎40-4880、
9月18日㈫・25日㈫、10月1日㈪は
休館）へ。

自動車点検教室
毎日の安全のために

日時＝10月6日㈯ 午前10時〜午後1時
会場＝中央公民館
内容＝日常の整備や点検方法の講習と、

タイヤ交換などの実技
対象＝自動車の運転免許を持っている人
定員＝50人（先着順）
参加費＝無料（昼食付き）
※軽作業ができる服装で来てください。

申し込みは月〜金曜日（祝日を除く）の
午前10時〜午後4時に千葉県自動車整
備振興会成田支部（☎22-3525）へ。

フォークダンス祭
みんなでステップ

日時＝10月14日㈰ 午前9時50分〜午
後3時
会場＝市体育館
参加費＝500円（保険料・飲み物代）
持ち物＝動きやすい服装、上履き、昼食
※申し込みは10月5日㈮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。

お知らせお知らせ

選挙人名簿
登録者数が確定

　平成30年9月3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……53,300人
◦女……53,681人
◦合計…106,981人
※くわしくは選挙管理委員会（☎22-11 

11 内線3152）へ。

市立学校の教科書
平成31年度分が決定

　平成31年度に市立学校で使用する教
科書は平成30年度と同じものとなりま
す。ただし、中学校の道徳が教科化され
るため、道徳の教科書（教育出版）が追加
されます。また、小中学校や義務教育学
校の特別支援学級で、一人一人の障がい
の状況に応じて、教科書としても使用で
きる一般図書は、県教育委員会の候補図
書の中から116冊が選ばれました。
※くわしくは学務課（☎20-1581）へ。

無料調停相談
一人で悩まずに

　離婚・交通事故・遺産相続などの相談
に、調停委員・弁護士が応じます。
日時＝10月27日㈯ 午前10時〜午後3

時30分
会場＝保健福祉館 
※相談を希望する人は当日直接会場へ。

裁判で取り扱い中の事件については相
談できません。くわしくは千葉地方裁
判所佐倉支部庶務課（☎043-484-12 
15）へ。

図書館で工事
騒音を伴うことも

　市立図書館では、平成31年2月15日㈮
までトイレの改修工事を行います。通常
通り開館しますが、大きな音がする場合
がありますので、ご理解をお願いします。
※くわしくは市立図書館（☎27-2000、月
曜日、9月18日㈫・25日㈫・28日㈮
は休館）へ。

伝 板言

いろいろな曲に合わせて踊ろう

募　集募　集
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ソフトボール大会
チーム一丸となって

日時＝11月11日㈰（予備日12月2日㈰） 
午前8時から
会場＝北羽鳥多目的広場
試合方法＝トーナメント方式・10人制

スローピッチ
対象＝中学生以上（女性または60歳以上
の人を3人以上含む）
参加費（1チーム当たり）＝6,000円
※代表者会議・抽選会を11月6日㈫午

後6時30分から中央公民館で行いま
す。申し込みは10月30日㈫までに市
ソフトボール協会・坪田さん（☎26-08 
89）へ。

関東デイ・ウォーク
自然を満喫しながら

日時＝10月27日㈯ 午前7時出発
集合場所＝大谷津運動公園駐車場
内容＝バスで栃木県へ移動し、真岡市・

益子町などを歩く
対象と定員＝市内在住の健康で脚力に自

信のある人・80人（応募者多数は抽選）
参加費＝3,500円（交通費・保険料など）
申込方法＝10月5日㈮（必着）までに往

復はがき（1枚2人まで）に参加者全員
の住所・氏名・年齢・電話番号・「関
東デイ・ウォーク参加希望」を書いて
スポーツ振興課（〒286-8585 花崎町
760）へ

※くわしくは同課（☎20-1584）へ。

排水設備工事責任技術者試験
下水道の

受験資格＝下水道排水設備工事に関する
一定の経験年数などを持つ人
試験日＝1月12日㈯
会場＝千葉市総合保健医療センター
申込書配布期間＝10月5日㈮まで（土・

日曜日、祝日を除く）
申込方法＝10月11日㈭（当日消印有効）

までに千葉県下水道協会事務局（千葉
市下水道経営課内・〒260-8722 千
葉市中央区千葉港1-1）にある申込書
に必要事項を書いて、直接または郵送
で同事務局へ

※くわしくは同事務局（☎043-245-61 
12）へ。

英語で遊ぼう！
お母さんと一緒に

日時＝11月6日㈫・13日㈫・20日㈫（全
3回） 午前10時〜11時
会場＝橋賀台公民館
内容＝英語の手遊び歌、英語の絵本の読

み聞かせなど
対象＝10月1日現在で2歳の子どもと母親
定員＝12組（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
持ち物＝クレヨンまたは色鉛筆、のり
申込方法＝10月10日㈬（必着）までに、

はがきまたはEメールで住所・親子の
氏名（ふりがな）・子どもの生年月日・
電話番号を橋賀台公民館（〒286-00 
37 橋賀台1-43-1 Eメールkominka 
n@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎26-9695、月曜日・
祝日、9月18日㈫・25日㈫、10月9
日㈫は休館）へ。

CTUデュアスロンinフレンドリー下総
ランとバイクで競う

日時＝11月23日（金・祝） 午前8時45分
から
会場＝下総運動公園サイクルロード
競技種目
◦小学生（低・中・高学年）…ラン1㎞・

バイク3㎞・ラン1㎞
◦中学生・一般（高校生以上）B…ラン

1.5㎞・バイク10.5㎞・ラン1.5㎞
◦一般（高校生以上）A…ラン3㎞・バイ

ク21㎞・ラン3㎞
定員＝小学生各学年30人、中学生30人、一

般各40人（先着順）
参加費＝小学生2,000円、中学生・一般

B3,000円、一般A4,000円（保険料
など）

※くわしくは大会事務局・加藤さん（☎0 
90-7216-3528 ホームページhttp://
www.ne.jp/asahi/shake/hand）へ。

マンション管理組合セミナー・相談会
専門家がポイントを解説

日時＝10月13日㈯ 午後1時〜4時30分
会場＝中央公民館
内容＝「誰でも解る大規模修繕工事の進

め方（初級編）」「管理組合活動のヒント
（財源と合意形成）」をテーマにした講
演と個別相談会
定員＝20人（個別相談会は5組。先着順）
参加費＝無料
※申し込みは千葉県マンション管理士会
（☎043-244-9091）へ。

非常勤職員
こども発達支援センターで

応募資格＝基本的なパソコン操作ができ、
普通自動車運転免許を持っている人
募集人員＝1人
業務内容＝データ入力、書類の整理など
勤務期間＝10月22日〜3月31日
勤務日時＝月14日以内（土・日曜日、祝

日を除く） 午前9時〜午後5時
勤務場所＝こども発達支援センター（保

健福祉館敷地内）
時給＝940円
応募方法＝9月28日㈮（必着）までに写真

を貼った履歴書を直接または郵送で障
がい者福祉課（市役所議会棟1階 〒2 
86-8585 花崎町760）へ。10月5日
㈮に面接を行います

※くわしくは同課（☎20-1539）へ。

ゴルフ大会
目指せホールインワン

日時＝10月22日㈪ 午前8時から
会場＝長太郎カントリークラブ（奈土）
申込方法＝9月25日㈫までに参加費を

持って市アマチュアゴルフ協会事務局
（〒286-0021 土屋1373-1 ㈱日翔内）へ
シニアゴルフ大会
対象＝市内在住で、昭和39年12月31日
（グランドシニアの部は昭和24年12月
31日）以前に生まれた男子アマチュア
参加費＝3,000円（プレー費は別途）
女子ゴルフ大会
対象＝市内在住・在勤の女子アマチュア
参加費＝2,000円（プレー費は別途）
※くわしくは市アマチュアゴルフ協会事

務局（☎22-1251、日曜日は除く）へ。力の限り自転車をこぐ
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印旛沼クリーンハイキング
楽しみながら沼をきれいに

日時＝10月20日㈯ （雨天の場合は10月
21日㈰） 午前9時〜正午
会場＝甚兵衛公園（北須賀）。会場の駐車

場は混雑します。車で来場する場合は
乗り合わせをお願いします。また、市
役所（午前8時10分）発、図書館前（午
前8時30分）経由の送迎バスが運行さ
れます
内容＝ごみを拾いながらハイキング、麻

賀多神社の獅子舞、クイズ大会、金魚
すくい、バルーンアートなど
参加費＝無料
持ち物＝作業用手袋、飲み物
※参加を希望する人は当日直接会場また

は送迎バス乗り場へ。中学生以下は保
護者同伴で来てください。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。

写経・写仏講座
書を深く見つめる

日時＝10月2日㈫・16日㈫・30日㈫（全
3回） 午前10時〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝16歳以上の人
定員＝20人（先着順）
参加費＝500円（教材費）
※申し込みは9月26日㈬までに三里塚

コミュニティセンター（☎40-4880、
9月18日㈫・25日㈫、10月1日㈪は
休館）へ。

危険物取扱者試験
受験者講習会も

危険物取扱者試験
期日＝11月18日㈰　
会場＝日本大学実籾校舎（習志野市）
受験料＝甲種6,500円、乙種4,500円、

丙種3,600円
申込方法＝10月9日㈫（当日消印有効）

までの月〜金曜日（祝日を除く）に、消
防署にある願書に必要事項を書いて直
接または郵送で消防試験研究センター
千葉県支部（〒260-0843 千葉市中
央区末広2-14-1）へ。同センターホー
ムページ（http://www.shoubo-shi 
ken.or.jp）からも申請できます（10月
6日㈯まで）
受験者講習会
期日＝10月31日㈬ 午前9時30分〜午

後4時45分
会場＝志津コミュニティセンター（佐倉市）
受講料＝3,600円（テキスト代は実費）
申込方法＝9月25日㈫〜10月1日㈪に、

予防課（市役所地下1階）にある申込書
に必要事項を書いて、受講料と共に同
課へ

※くわしくは、試験については消防試験
研究センター千葉県支部（☎043-268-
0381）、講習会については予防課（☎
20-1591）へ。

大栄B＆G海洋センターのイベント
ヨガでリフレッシュ

　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＝大栄B＆G海洋センター
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＝11月7日㈬・21日㈬ 午前10時〜

11時30分
シェイプアップ・ヨガ
日時＝11月9日㈮ 午前10時〜11時30分
※申し込みは9月20日㈭午前9時から
　大栄B＆G海洋センター（☎73-5110、

9月17日・24日を除く月曜日、9月18
日㈫・25日㈫、10月9日㈫は休館）へ。

市体育館のイベント
体を動かそう

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（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）
申込方法＝10月1日㈪午前9時から市ス

ポーツ・みどり振興財団のオンライン
予約システム（http://
www4.revn.jp/park-
narita）または右の二次
元バーコードから申し
込む
初めてのエアロビクス
日時＝11月1日㈭・14日㈬・15日㈭ ・28

日㈬ 午前10時〜11時30分（14日・28
日は午後1時30分〜3時）
健康増進フィットネス体操
日時＝11月1日㈭・8日㈭・15日㈭・22

日㈭・29日㈭ 午後1時30分〜3時
ピラティス教室
日時＝11月1日㈭・6日㈫・13日㈫・15

日㈭・20日㈫・27日㈫・29日㈭ 午
後2時〜3時
ナイト・ヨガ
日時＝11月1日㈭・19日㈪・26日㈪ 午

後7時〜8時30分
ヨガ教室
日時＝11月2日㈮・16日㈮・30日㈮ 午

後1時30分〜2時45分、午後3時〜4
時15分（16日は午後3時〜4時15分の
み。同日に両方への参加はできません）
リズム＆ステップ入門
日時＝11月7日㈬・21日㈬ 午前10時〜

11時
骨盤体操
日時＝11月8日㈭・22日㈭ 午後2時〜

3時
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝11月12日㈪・19日㈪・26日㈪ 

午後1時30分〜3時
ナイト・シェイプアップ・ヨガ
日時＝11月12日㈪・15日㈭ 午後7時〜

8時30分
ナイト・ピラティス教室
日時＝11月28日㈬ 午後7時〜8時
※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

みんなで歩いてごみ拾い

募　集募　集


