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太巻き寿司講習会
伝統料理に挑戦しよう

日時＝2月20日㈬ 午前10時～午後2時
会場＝中央公民館
対象＝市内在住・在勤の20歳以上の人
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円（材料費）
持ち物＝三角巾、エプロン、巻き簾

す

申込方法＝1月31日㈭（必着）までに、は
がきまたはEメールで住所・氏名・電
話番号・行事名を農政課（〒286-858 
5 花崎町760 Eメールnosei@city.na 
rita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1541）へ。

ふれあいコンサート出演者
市役所を会場に

　市役所ロビーなどで開催される「ふれ
あいコンサート」に出演しませんか。
日時＝第3または第4木曜日 午後0時10

分～0時50分
申込方法＝市ホームページ（https://w 

ww.city.narita.chiba.jp/downloa 
d/page283200.html）にある申請書
を直接または郵送で文化国際課（市役
所4階 〒286-8585 花崎町760）へ

※電話での申請書請求もできます。くわ
しくは同課（☎20-1534）へ。

文化団体連絡協議会
一緒に活動しませんか

　成田市文化団体連絡協議会（文団連）で
は、平成31年度の新規加盟団体を募集
します。加盟を希望する団体には書類を
送付します。
申込期限＝3月15日㈮
※申し込みは文化国際課（☎20-1534）へ。

お知らせお知らせ

成人式の記念品
欠席者は受け取りに

　成人式を欠席し記念品を受け取ってい
ない人は、2月28日㈭までに生涯学習課

（市役所5階）へ案内状を持ってきてくだ
さい。
※くわしくは同課（☎20-1583）へ。

ヘルプカード
知っていますか

　ヘルプカードは、外見からは支援や配
慮を必要としていることが分かりにくい
人が、周囲の人に支援を必要としている
ことを知らせるためのカードです（下図）。
住所や連絡先、手助けしてほしいことな
どの必要な情報を書いて、財布に入れた
り、ケースに入れてかばんの外に取り付
けたりして、普段から携帯します。
　このカードを携帯している人を見掛け
たら、声を掛け、必要な支援を尋ねるな
どの配慮をお願いします。
配布場所＝障がい者福祉課（市役所議会

棟1階）、下総・大栄支所、ほっとすま
いるセンター（保健福祉館内）

※くわしくは同課（☎20-1539）へ。

催し物催し物

スカイタウンコンサート
多彩な音色を楽しんで

　本市出身のトロンボーン奏者・湯浅佳
代子さんらによる、トロンボーン・バイ
オリン・ベース・アコーディオン・ピア
ノの演奏をお楽しみください。
日時＝3月1日㈮ 午後7時から
会場＝スカイタウンホール
対象＝小学生以上
定員＝270人（先着順）
入場料（全席指定）＝1,500円
入場券販売開始日＝1月16日㈬
入場券販売場所＝文化芸術センター事務

室（スカイタウン成田4階）、チケット
ぴあ
※くわしくは同センター（☎20-1133、
月曜日は休館）へ。

New Year Party!
各国の歌や踊りを堪能

　世界各国の歌や踊りを楽しんだり、さ
まざまな国の人とゲームなどを通して交
流を深めたりしながら、新年を一緒に祝
いませんか。
日時＝1月27日㈰ 午後1時から
会場＝中央公民館
参加費＝500円（飲み物・菓子代など）
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは成田市国際交流協会（☎23-
3231）へ。

子どもミュージカル
稽古の成果を披露

日時＝2月16日㈯ 午後3時30分から
会場＝もりんぴあこうづ
演目＝twinkle☆stars
定員と入場料＝185人（先着順）・無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくはもりんぴあこうづ（☎27-5 
252、第4月曜日は休館）へ。

レ・フレールピアノコンサート
1台4手連弾の熱い演奏を

　国内外で活躍する斎藤守也さんと斎藤
圭
け い と

土さんによるピアノのデュオ演奏です。
日時＝3月29日㈮ 午後7時から
会場＝スカイタウンホール
対象＝小学生以上
定員＝270人（先着順）
入場料（全席指定）＝5,000円
入場券販売開始日＝1月22日㈫
入場券販売場所＝文化芸術センター事務

室（スカイタウン成田4階）、チケット
ぴあ

※くわしくは同センター（☎20-1133、
月曜日は休館）へ。

作業製品イオン販売会
特別支援学校の生徒による作品

日時
◦高等部…1月30日㈬・31日㈭ 午前

10時～午後4時
◦中学部…2月1日㈮ 午前10時30分～

午後3時
会場＝イオンモール成田サクラコート
※くわしくは香取特別支援学校（☎047 

8-72-2911）へ。

千葉県
チーバくん

私が配慮や手助けをして欲しいこと

千葉県 チーバくん

私が配慮や手助けをして欲しいこと
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児童ホーム
入所申請書を配布中

対象＝市内在住で小学校に通っていて、
保護者が仕事や病気などにより保育で
きない家庭の児童
受付期間＝1月28日㈪～2月6日㈬（都合

の悪い人は、事前に保育課（☎20-160 
7）に連絡してください）
受付場所＝市役所2階202会議室
配布書類＝入所案内、入所申請書、就労

証明書など
配布場所＝保育課（市役所2階）、各児童

ホーム、市ホームページ（https://w 
ww.city.narita.chiba.jp/kosodat 
e/page141500.html）

※くわしくは保育課へ。

市民テニス教室
楽しみながらレベルアップ

日時＝2月2日㈯ 正午～午後3時
会場＝中台運動公園テニスコート
内容＝初心者・中級者・女子に分かれて

の基本練習、ゲーム形式練習
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上、市テニス協会加盟クラブ員
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市テニス協会事務局・林さ
ん（☎090-4063-5859）へ。

環境学習会
早春の成田山公園を歩く

　自然と歴史を感じられる成田山公園
で、自然散策をしませんか。
期日＝2月24日㈰（雨天決行）
集合時間＝午前9時30分（正午解散予定）
会場＝成田山公園
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＝30人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝2月7日㈭（必着）までに、はが

き・FAX・Eメールのいずれかで、参
加者全員の住所・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。

伝 板言

ラケットの正しい持ち方を習得

募　集募　集

非常勤職員の募集
勤務期間＝4月1日～3月31日
応募方法＝封筒に職種を書き、写真を貼った履歴書を直接または郵送で各応募先へ
職種（募集人員）
勤務場所 応募資格 業務内容 勤務条件 応募期間

応募・問い合わせ先など

事務員
看護師
保健師
栄養士
助産師
保育士
（いずれも若干名）
健康増進課

◦事務員…パソコン操作ができ
る人

◦栄養士…栄養士の資格を持ち、
パソコン操作ができる人

◦そのほかの職種…それぞれの
資格を持つ人

◦事務員…健診の受け付け・
入力業務

◦看護師・保健師・栄養士
…健診や健康教育などの
保健業務

◦助産師…子育て世代包括
支援センターの保健業務

◦保育士…健診時や健康教
育などの保育業務

◦勤務日時＝健診日程など
により不定期

◦時給＝事務員950円、看
護師1,410円、保健師・
助産師1,460円、栄養士
1,220円、保育士1,310円

◦1月31日㈭（必着）まで（土・
日曜日、祝日を除く）

◦健康増進課（〒286-0017 
赤坂1-3-1）・☎27-1111

　後日、面接日を通知します
看護師
医療事務員
（いずれも若干名）
急病診療所

◦看護師…急病診療所にお
ける診療や各種検査の補
助業務

◦医療事務員…受け付けや
会計業務など

◦勤務日時＝健康増進課へ
問い合わせてください

◦時給＝看護師2,080円（夜
間は2,200円）、医療事務
員1,490円

事務員
（2人）
文化芸術センター

パソコン操作ができる人 受け付け事務、施設管理業
務など

◦勤務日時＝週3日程度（土・
日曜日、祝日を含む） 午後
4時30分～9時45分（夜間使
用のない場合は午後7時ま
で）

◦時給＝950円

◦1月31日㈭（必着）まで（月曜
日を除く）

◦文化芸術センター（スカイ
タウン成田4階 〒286-00 
33 花崎町828-11）・☎2 
0-1133

　後日、面接日を通知します

医療適正受診相談員
（1人）
社会福祉課

以下のいずれかに当てはまる人
◦薬剤師、看護師、保健師のい

ずれかの資格を持つ人
◦社会福祉士の資格を持ち、医

療機関などでの医療に関する
相談業務の経験がある人

◦医療機関や薬局での報酬請求
事務で3年以上の経験がある人

生活保護受給者の医療に関
する相談・助言や医療機関
などとの連絡調整など

◦勤務日時＝月～金曜日（祝
日を除く） 午前9時～午後
5時

◦時給＝1,460円

◦2月28日㈭（必着）まで（土・
日曜日、祝日を除く）

◦社会福祉課（市役所議会棟
1階 〒286-8585 花崎町
760）・☎20-1536

　後日、面接日を通知します
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大栄B＆G海洋センターのイベント
ヨガに挑戦

　ヨガで心と体をリフレッシュしません
か。また、市体育館と大栄B＆G海洋セ
ンターで利用できる11回分で3,000円
の回数券を販売していますので、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＝2月6日㈬・14日㈭・20日㈬ 午

前10時30分～11時30分
シェイプアップ・ヨガ
日時＝2月8日㈮ 午前10時30分～11時

30分
※申し込みは1月16日㈬午前9時から大

栄B＆G海洋センター（☎73-5110、月
曜日、1月15日㈫は休館）へ。

自衛官候補生
平和を守る仕事

応募資格＝18～32歳の人
受付期限＝3月4日㈪（女子は2月25日㈪）
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

男女共同参画セミナー
弁護士によるハラスメント講座

日時＝2月23日㈯ 午前10時30分から
会場＝男女共同参画センター
テーマ＝知らずにあなたも加害者に?! ～

75分でわかるハラスメント対策
講師＝加藤美香保さん（弁護士）
定員＝40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＝2月21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.chi 
ba.jp）へ。託児の申し込みは2月13日
㈬までに同課へ

※くわしくは同課へ。

パパママのリフレッシュサロン
スクラップフォト作り

　家族の写真や旅先で撮った思い出の写
真をシールなどで装飾して、オリジナル
のボードを作ります。子育ての息抜きに
参加してみませんか。
日時＝2月8日㈮ 午前10時～正午
会場＝子ども館
対象＝小学生～高校生の子を持つ保護者
定員＝10人（先着順）
参加費＝300円（材料費）
持ち物＝写真
※申し込みは2月3日㈰までに子ども館
（☎20-6300、月曜日・祝日・第3日
曜日は休館）へ。

保健福祉審議会
委員として活動しませんか

　市では、保健・医療・福祉施策の計画
や運営などに協力してくれる人を募集し
ます。
応募資格＝2019年4月1日現在、20～

74歳で市内在住の人（ほかの審議会の
委員に委嘱されている人などは除く）
募集人員＝2人
任期＝2019年4月1日～2021年3月31

日
応募方法＝2月15日㈮（必着）までに写真

を貼った履歴書と応募理由（400字程
度）を直接または郵送で社会福祉課（市
役所議会棟1階 〒286-8585 花崎町
760）へ

※くわしくは同課（☎20-1536）へ。

鬼ぎりと金棒ソーセージづくり
みんなで節分を祝おう

　ソーセージで作った金棒や鬼の絵を描
いたおにぎりで節分を祝います。
日時＝2月3日㈰ 午前10時～午後1時
会場＝子ども館
対象と定員
◦小学生～高校生…30人（先着順）
◦乳幼児と保護者…10組（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝エプロン、三角巾、マスク、布

巾、タオル、おわん
※申し込みは1月19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。

防災講演会
家庭や地域のつながりを考える

　災害が発生したときに被害の拡大を防
ぐためには、地域の人同士で互いに協力
しながら防災活動に取り組むことが重要
になります。
　家庭や地域のつながりという視点から
防災について考えてみませんか。
日時＝2月16日㈯ 午後2時～3時30分
会場＝保健福祉館
テーマ＝災害を乗り越えるための備え～
「つながり」という防災力
講師＝野村恭

や す よ
代さん（大阪市立大学大学

院生活科学研究科准教授）
定員＝150人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは2月12日㈫までに危機管

理課（☎20-1523）へ。

水墨画教室
基礎から学ぶ

　水墨画の基本的な描き方を学びます。
墨の濃淡を使い分けて描く楽しさを味わ
いませんか。
日時＝2月15日・22日、3月1日・8日・

15日の金曜日（全5回） 午後1時30分
～3時30分
会場＝公津公民館
対象＝20歳以上の人
定員＝18人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円（材料費）
申込方法＝1月31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・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、1月15日㈫、2月12日㈫は休館）
へ。

墨で濃淡を表現する
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食と命の教室
有機農業を体験

　1年を通じて田植え・稲刈り、野菜の
栽培、みそや稲わら納豆作りなどを学び
ます。
日時＝2月17日㈰ 午前10時～午後5時

30分（全10回。11月まで毎月1回開催）
会場＝おかげさま農場の畑（伊能）
参加費＝3万8,000円（1回ごとの参加は

4,500円。昼食代は別途1人500円）
申込方法＝2月14日㈭までに、みんなの

農村ネットワークホームページ（http 
s://www.minson.jp）から申し込む

※くわしくは同事務局・片岡さん（☎09 
0-1461-3881）へ。

市民ユニカール大会
初心者教室も開催

　ユニカールは子どもから大人まで誰で
も楽しむことができるニュースポーツで
す。家族や友人と気軽に参加してみませ
んか。
日時＝2月10日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
チーム編成＝3人（1人での参加も可）
参加費（1人当たり）＝500円（昼食代・

保険料）
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※初心者教室も開催します。申し込みは

1月28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・☎20-1 
584）へ。

市体育館のイベント
体を動かして健康に

　ヨガや体操で運動不足を解消しません
か。
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＝2月4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（https://w 
ww4.revn.jp/park-nar 
ita）または右の二次元バー
コードから申し込む
ヨガ教室
日時＝3月1日㈮・8日㈮・15日㈮・22

日㈮・29日㈮ 午後1時30分～2時45
分、午後3時～4時15分（15日は午後
1時30分～2時45分のみ。同日に両
方への参加はできません）
ピラティス教室
日時＝3月5日㈫・7日㈭・12日㈫・19

日㈫・26日㈫ 午後2時～3時
リズム＆ステップ入門
日時＝3月6日㈬・20日㈬ 午前10時～

11時
初めてのエアロビクス
日時＝3月7日㈭・13日㈬・27日㈬ 午

後1時30分～3時（7日は午前10時～
11時30分）
健康増進フィットネス体操
日時＝3月7日㈭・14日㈭・28日㈭ 午

後1時30分～3時
ナイト・ヨガ
日時＝3月7日㈭・18日㈪・25日㈪ 午

後7時～8時30分
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝3月11日㈪・18日㈪・25日㈪ 午

後1時30分～3時
ナイト・シェイプアップ・ヨガ
日時＝3月11日㈪ 午後7時～8時30分
骨盤体操
日時＝3月14日㈭・28日㈭ 午後2時～

3時
ナイト・ピラティス教室
日時＝3月27日㈬ 午後7時～8時
※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

国際医療福祉大学市民公開講座
人生の最期について考える

日時＝2月8日㈮ 午後1時～2時30分
会場＝国際医療福祉大学成田キャンパス
内容＝ゲームを通して、人生の最期に大

切にすることを考える
講師＝荻野美恵子さん（同大学医学部医

学科教授）
定員と参加費＝100人（先着順）・無料
※申し込みは同大学成田キャンパス総務

課（☎20-7701）へ。

いきいき笑顔の美容レッスン
いつまでも若々しく

日時＝1月29日㈫ 午前10時～正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝専門家の指導を受けて自身でメー

クを行う
対象＝60歳以上の女性
定員＝24人（先着順）
参加費＝500円（教材費）
※申し込みは1月25日㈮までに三里塚

コミュニティセンター（☎40-4880、
月曜日、1月15日㈫は休館）へ。

陶芸教室
初めての人も歓迎

日時＝2月6日㈬・14日㈭、3月7日㈭（全
3回） 午後1時30分～4時30分
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝茶わんや皿を作る
対象＝16歳以上の人
定員＝10人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費）
持ち物＝エプロン、雑巾
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27- 

5252、第4月曜日は休館）へ。

募　集募　集

作戦を立てて投球

新春恒例
お年玉クロスワードの答え

（本紙1月1日号）

からくりどけい
　当選者には1月下旬に記念品（1,0 
00円分の図書カード）を送付します。
※当選者の発表は、発送をもって代

えさせていただきます。くわしくは
広報課（☎20-1503）へ。


