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防火ポスター展
小中学生の力作を展示

期間＝10月29日㈪〜11月4日㈰
会場＝ユアエルム成田店1階センタープ

ラザ
内容＝市内小中学校の児童・生徒から寄

せられた防火ポスターの入選作品の展
示、特別賞受賞者の表彰式（11月4日）

※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

骨髄バンクチャリティ
コンサートと落語会

日時＝11月10日㈯ 午後2時〜4時30分
会場＝スカイタウンホール
内容＝ピアノ三重奏や落語、骨髄移植患

者と提供者のミニトーク
定員＝300人（先着順）
入場料（全席自由）＝2,500円（学生は1,0 

00円。小学生以下は無料）
申込方法＝FAXまたはEメールで住所・

氏名・電話番号・参加人数を千葉骨髄
バンク推進連絡会（FAX043-497-50 
83 Eメール8ns3um@bma.biglobe.
ne.jp）へ

※くわしくは同連絡会（☎043-497-508 
3 ホームページhttp://www.marro 
w.or.jp/chiba）へ。

Xmas JAZZ LIVE IN NARITA
大人のための音楽の夜

日時＝12月7日㈮ 午後7時から
会場＝スカイタウンホール
出演＝伊藤君子さん、中

な か む れ
牟礼貞則さん、

岡安芳明さん、ハル高内さんほか
対象＝20歳以上の人
定員＝100人（応募者多数は抽選。11月

20日㈫以降に当選者にチケットを発送）
入場料（全席自由）＝無料（別途、飲食代

として2,000円がかかります）
申込方法＝11月15日㈭（当日消印有効）

までに、はがきに住所・氏名・年齢・
性別・電話番号・参加人数（1枚2人ま
で）を書いて、ベイエフエム事業開発部

（〒261-7127 千葉市美浜区中瀬2-6-
1 WBGマリブウエスト27階）へ。ベ
イエフエムホームページ（http://ww 
w.bayfm.co.jp）からも申し込めます

※くわしくは文化芸術センター（☎20-1 
133、月曜日は休館）へ。

大栄ふるさと文化まつり
日頃の活動の成果を披露

日時
◦展示の部…10月30日㈫〜11月4日㈰ 

午前9時〜午後5時（10月30日は午前
10時から、11月4日は午後3時まで）

◦発表の部…11月4日㈰ 午前9時30分
〜午後3時30分
会場＝大栄公民館
内容＝短歌・ペン習字・写真などの展示

と、舞踊・民謡・詩吟などの発表
※くわしくは同館（☎73-7071、月曜日・

祝日は休館）へ。

三里塚コミセンまつり
バザーや模擬店も

日時＝11月4日㈰ 午前9時30分〜午後
4時
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝サークルの発表、ミニプラネタリ

ウム、バザー、模擬店など
※当日は、なかよしひろばと図書室は休

みです。くわしくは同センター（☎40-
4880、月曜日は休館）へ。

ちばハートフル・ヒューマンフェスタ
人権ついて考える

日時＝12月5日㈬ 午後1時〜4時
会場＝千葉市民会館
内容＝ピアニスト辻井伸行さんの母であ

る辻井いつ子さんによる講演、県警察
音楽隊によるコンサートなど
定員＝1,000人（応募者多数は抽選）
入場料＝無料
申込方法＝11月1日㈭（必着）までに往復

はがきに住所・氏名・電話番号・参加
人数（1枚2人まで）、託児・手話通訳・
要約筆記の利用の有無、車いすの使用
の有無を書いて、ちばハートフル・ヒュー
マンフェスタ事務局（県健康福祉政策
課内）（〒260-0855 千葉県庁内郵便
局留）へ

※返信用の宛名も記入してください。くわ
しくは同事務局（☎043-223-2348）へ。

陸上教室見学
世界のトップアスリートが指導

　世界陸上リレー銀メダリストのマイ
ク・ロジャースさんや全米選手権100m
ハードル金メダリストのシャリカ・ネル
ヴィスさんなどが市内小中学生を指導し
ます。トップアスリートが指導する姿を
見学しませんか。
日時＝10月21日㈰ 午前9時30分〜午

後3時30分
会場＝中台運動公園陸上競技場（雨天時

は西中学校体育館。上履きを持ってき
てください）
入場料＝無料
※見学を希望する人は当日直接会場へ。

ただし、雨天時は人数を制限する場合
があります。くわしくはスポーツ振興
課オリンピック・パラリンピック推進
室（☎20-1584）へ。

市消防操法大会
訓練の成果を競う

　消防操法技術の向上と団員の士気高揚
を目的に、各地区の消防団員が訓練で
培った技術を競います。
日時＝10月28日㈰ 午前8時から
会場＝大栄運動場
※くわしくは消防総務課（☎20-1590）へ。

菊花大会
成田山と宗吾霊堂で

　境内で鉢物・懸
けん

崖
がい

などの菊花が展示さ
れます。
会場と期間
◦成田山新勝寺…10月20日㈯〜11月

15日㈭
◦宗吾霊堂…10月20日㈯〜11月25日

㈰
※くわしくは成田山新勝寺（☎22-2111）、

宗吾霊堂（☎27-3131）へ。

スマートフォンで読む「広報なりた」

専用アプリを無料でダウンロードできます。 多種多様な菊花を展示
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レクダンス講習会
おなじみの名曲に合わせて

日時＝11月25日㈰ 午前10時〜正午
会場＝中央公民館
参加費＝500円（保険料など）
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは11月16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。

高等工科学校生徒
陸上自衛官を養成

応募資格＝中卒（見込みを含む）で17歳
未満の男子（推薦は校長の推薦が必要）
申込期間＝11月1日㈭〜1月7日㈪（推

薦は11月30日㈮まで）
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

お知らせお知らせ

ぐるなりスタンプラリー
参加店を巡って豪華賞品を

期間＝12月9日㈰まで
賞品＝国内航空券、食事券、映画観賞券

など
応募方法＝参加店を3店回り、スタンプ

を3つ集める（500円でスタンプ1つ）
※くわしくは成田空港通り活性化協議会

事務局（ぴーぽっぷ成田店・☎20-23 
45 ホームページhttp://www.gurun 
ari.com）へ。

フェイスブック
成田の「いいね！」を発信

　市では、フェイスブックを通して市内
のイベントや地域の行事などの情報を紹
介しています。
ページ名＝成田市役所広報課-Narita C 

ity
URL＝http://www.facebook.com/

naritacity.koho
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

バナー広告
市ホームページでPRを

　市では、バナー広告を募集しています。
あなたの会社をPRしませんか。
掲載料（1枠当たり）＝月額3万円
規格＝縦60ピクセル×横150ピクセル

で20キロバイト以内
※くわしくは市ホームページ（http://w 

ww.city.narita.chiba.jp/boshu/p 
age043000.html）または広報課（☎
20-1503）へ。

排水設備の清掃・点検
訪問セールスにご用心

　「市役所から紹介されて排水設備の清
掃・点検に来た」と家庭を訪問し、不要
な契約や金銭を求める業者が見受けられ
ます。
　市では業者のあっせんを行っていませ
ん。市から業務を委託された業者は、市
発行の身分証明書を携帯しています。訪
問セールスで不審に感じたら下水道課

（☎20-1553）へ連絡してください。
※くわしくは同課へ。

催し物催し物

特別支援学校文化祭
活動の成果を発表

富里特別支援学校「とみよう祭」
日時＝11月10日㈯ 午前9時30分〜午

後1時45分
会場＝富里特別支援学校
内容＝小学部の発表、中学部・高等部の

作業製品の販売、富里若駒太鼓など
問い合わせ先＝同校（☎92-2100）
香取特別支援学校「かよう祭」
日時＝11月10日㈯ 午前10時〜午後1時

20分
会場＝香取特別支援学校（神崎町）
内容＝小学部の発表、中学部・高等部の

作業製品の販売、児童生徒の作品展示
など
問い合わせ先＝同校（☎0478-72-291 

1）
※上履きを持ってきてください。くわし

くは各問い合わせ先へ。

市民ミュージカル
みんなで作り上げた舞台を

　演目は「オズの魔法使い」です。歌や踊
りの稽古の成果を披露します。
日時＝11月11日㈰ 午後3時から
会場＝国際文化会館
入場料
◦指定席…2,000円
◦自由席…1,500円（中学生以下は1,00 

0円）
入場券販売場所＝国際文化会館、ボンベ

ルタ成田店4階サービスカウンター、
ヨネダカメラ店

※4歳未満は入場できません。くわしく
は国際文化会館（☎23-1331、月曜日
は休館）へ。

全日本前装銃射撃競技選手権大会
火縄銃の迫力を間近で

日時＝10月28日㈰ 午前9時から
会場＝総合スポーツセンター射撃場（千

葉市）
※見学を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市ライフル射撃協会・茅場
さん（☎090-3003-7864）へ。

ラ・フェスタ・ミッレミリア
クラシックカーが疾走

　国内外のクラシックカー102台が、約
1,400kmを走破します。
　市内では2カ所がチェックポイントに
なっています。世界の名車を間近で見て
みませんか。
通過予定日時と会場
◦10月21日㈰ 午後4時5分〜5時5分…

日本自動車大学校（桜田）
◦10月22日㈪ 午前9時10分〜10時10

分…成田山新勝寺総門前広場
※くわしくは観光プロモーション課（☎2 

0-1540）へ。

伝 板言

世界の名車が集結

募　集募　集
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消費生活サポーター養成講座
基礎知識を身につけませんか

　地域の中で消費生活に関するサポート
役として活動していくために、消費生活
トラブルの現状や地域の見守り活動につ
いて学びませんか。
日時＝11月8日㈭・9日㈮ 午前10時30

分〜午後4時10分（9日は午前10時〜
午後3時45分）
会場＝茂原市役所
定員＝各50人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝10月29日㈪までにFAXまた

はEメールで住所・氏名・年齢・電話
番号を県消費者センター（FAX047-4 
31-3858 Eメール188c8@mz.pref.
chiba.lg.jp）へ

※くわしくは同センター（☎047-431-3 
811）へ。

市内施設見学会
魅力的なスポットを紹介

　麻薬探知犬を訓練・育成している施設
や、ごみの処理・再生利用を行っている
清掃工場を見学します。
日時＝11月13日㈫ 午前9時〜午後3時
見学先＝市議会議場、成田富里いずみ清

掃工場・リサイクルプラザ、麻薬探知
犬訓練センター
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＝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・電話番号を広報課（〒286-858 
5 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。

非常勤職員
資産税課で

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝1人
業務内容＝償却資産申告書の送付・受け

付け・内容の確認など
勤務期間＝12月上旬〜3月中旬
勤務日時＝週2・3日（土・日曜日、祝日

を除く） 午前9時〜午後5時
勤務場所＝資産税課（市役所2階）
時給＝940円
応募方法＝10月24日㈬（土・日曜日を

除く）までに写真を貼った履歴書を資
産税課へ。後日、面接を行います

※くわしくは同課（☎20-1514）へ。

さんりづかキッズ音楽隊
鍵盤ハーモニカで演奏

　鍵盤ハーモニカを練習して、12月8
日㈯のコンサートで発表します。一緒に
演奏してみませんか。
日時＝11月18日㈰・24日㈯、12月2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
対象＝5歳〜小学生
定員と参加費＝15人（先着順）・無料
持ち物＝鍵盤ハーモニカ（貸し出しあり。

ただし吹き口代200円は自己負担）
※申し込みは11月7日㈬までに三里塚コ

ミュニティセンター（☎40-4880、月曜
日は休館）へ。

DV・児童虐待予防セミナー
一緒に考えてみませんか

日時＝11月7日㈬ 午前11時から
会場＝Qiball（きぼーる）（千葉市）
テーマ＝幸せ夫婦リメイク講座再び〜不

幸予防はじめませんか？
講師＝赤星たみこさん（漫画家）
定員＝255人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝10月31日㈬までにFAXまた

はEメールで住所・氏名・電話番号・
性別・手話通訳の利用の有無を県男女
共同参画課（FAX043-222-0904 E
メールkyodo3@mz.pref.chiba.lg.jp）
へ。手話通訳を利用する場合は10月24
日㈬までに同課へ

※くわしくは同課（☎043-223-2376）へ。

絆〜「Ekiden」〜42.195㎞
たすきをつないで

　陸上競技場トラックを含めた約1km
の特設コースを周回する駅伝大会が開催
されます。走る順番や回数は自由です。
家族や友人と参加しませんか。
日時＝12月8日㈯ 午前9時30分から
会場＝中台運動公園陸上競技場
チーム編成＝5〜14人
定員＝20チーム（応募者多数は抽選）
参加費（1チーム当たり）＝7,000円
申込期限＝11月12日㈪
申込方法＝申込書を市陸上競技協会ホー

ムページ（http://www1.plala.or.jp 
/OOYA/naririku/naririku1.htm）から
ダウンロードし、必要事項を書いてE
メールで同協会（tf-2007naririku@jm 
ail.plala.or.jp）へ

※くわしくは同協会ホームページまたは
祝日を除く月〜金曜日の午後7時以降
に同協会事務局・大矢さん（☎090-3 
430-8175）へ。

いきいき美容教室
いつまでも若々しく

日時＝11月13日㈫ 午前10時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝美容部員から肌の手入れや化粧の

仕方を学ぶ
対象＝60歳以上の人
定員＝20人（先着順）
参加費＝500円（教材費）
持ち物＝フェイスタオル
※くわしくは、もりんぴあこうづ（☎27-

5252、第4月曜日は休館）へ。

防火・防災管理新規講習
災害に強い事業所づくり

期日＝12月4日㈫・5日㈬（全2回）
会場＝国際文化会館
定員＝144人（先着順）
申込方法＝11月7日㈬・8日㈭に直接ま

たはFAXで日本防火・防災協会ホーム
ページ（http://www.n-bouka.or.jp）、
県消防設備協会（千葉市中央区道場南
1-9-15）、市予防課（市役所地下1階）、
各消防署にある申込書を県消防設備協
会（FAX043-223-6610）へ

※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。市議会議場を見学
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バウンドテニスフェスタ
運動でリフレッシュ

日時＝11月10日㈯ 午前9時〜午後4時
10分
会場＝市体育館
競技方法＝6人制団体戦
対象＝市内在住・在勤・在学の人
参加費（1チーム当たり）＝6,000円（保

険料など）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、飲

み物、昼食
※申し込みは10月26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。

なりたの五つ星給食レストラン
学校で提供されるメニューを

　市では、学校給食に関する取り組みを
知ってもらうため「なりたの五つ星給食
レストラン」を開催します。
期日と会場
◦11月16日㈮…公津の杜中学校
◦11月29日㈭…本城小学校学校給食共

同調理場
時間＝午前11時30分から
定員＝各20人（応募者多数は抽選）
参加費＝270円（材料費）
応募方法＝10月29日㈪（必着）までに、

はがきに住所・氏名（1枚2人まで）・電
話番号・希望する会場・「給食レスト
ラン希望」を書いて、学校給食センター

（〒286-0011 玉造1-14）へ
※くわしくは同センター（☎27-9449）へ。

市体育館のイベント
運動不足の解消に

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＝11月5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
ピラティス教室
日時＝12月4日㈫・6日㈭・11日㈫・18

日㈫・20日㈭・25日㈫ 午後2時〜3
時
リズム＆ステップ入門
日時＝12月5日㈬・19日㈬ 午前10時〜

11時
初めてのエアロビクス
日時＝12月6日㈭・12日㈬・20日㈭ ・

26日㈬ 午前10時〜11時30分（12日・
26日は午後1時30分〜3時）
健康増進フィットネス体操
日時＝12月6日㈭・13日㈭・20日㈭・

27日㈭ 午後1時30分〜3時
ナイト・ヨガ
日時＝12月6日㈭・17日㈪ 午後7時〜

8時30分
ヨガ教室
日時＝12月7日㈮・14日㈮・21日㈮ 午

後1時30分〜2時45分、午後3時〜4
時15分（同日に両方への参加はできま
せん）
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝12月10日㈪・17日㈪ 午後1時

30分〜3時
ナイト・シェイプアップ・ヨガ
日時＝12月10日㈪・20日㈭ 午後7時

〜8時30分
骨盤体操
日時＝12月13日㈭・27日㈭ 午後2時

〜3時
ナイト・ピラティス教室
日時＝12月26日㈬ 午後7時〜8時
※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

わたしたちのまち成田フェア
みんなでクイズラリーに挑戦

日時＝12月1日㈯ 午前9時から
会場＝宗吾霊堂
内容＝5人までのグループを組み、公津

地区に関するクイズラリーに挑戦する
対象＝市内在住・在勤・在学の人（小学

生以下は保護者同伴）
定員＝100人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝11月16日㈮までに、電話また

はEメールで代表者の住所・氏名・電話
番号、参加者全員の氏名・勤務先また
は学校名（市内在勤・在学の人のみ）を
観光プロモーション課「わたしたちのまち
成田フェア」係（☎20-1540 Eメール
kanpro@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

放課後わくわく科学あそび
みんなで実験

日時＝11月7日㈬・14日㈬・21日㈬（全
3回） 午後4時50分〜5時40分
会場＝子ども館
対象＝全回参加でき、保護者が迎えに来

られる小学生
定員＝16人（先着順）
参加費＝600円（材料費）
※申し込みは10月16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。

中学生！将棋教室
レベルに合わせて学ぶ

日時＝11月17日㈯・24日㈯、12月1日
㈯（全3回） 午後2時〜4時
会場＝中央公民館
内容＝将棋の基本や対局についてレベル

に合わせて学ぶ
対象＝中学生
定員＝10人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝11月15日㈭までに電話また

はEメールで住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・学校名・学年・教室名を中
央公民館（☎27-5911 Eメールkomi 
nkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（11月3日（土・祝）・5
日㈪は休館）へ。学校給食を体験

募　集募　集


