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市民ゴルフ競技大会
目指せ優勝

日時＝8月19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。

お知らせお知らせ

選挙人名簿
登録者数が確定

　令和元年6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 …… 53,383人
◦女 …… 53,481人
◦合計…106,864人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

22-1111 内線3152）へ。

オリジナルフレーム切手
成田祇園祭の

　各町内の山車・屋台がデザインされた
82円切手10枚1シートが、6月24日㈪
から市内の郵便局（下総・大栄地区を除
く）で販売されます。
価格（1シート当たり）＝1,300円
販売数＝1,000部
※くわしくは成田駅前郵便局（☎22-19 

92）へ。

市営プール
7月6日にオープン

期間＝7月6日㈯・7日㈰、7月13日㈯〜
8月31日㈯
時間＝午前9時〜午後5時（7月16日㈫〜

8月15日㈭は午後6時まで）
場所＝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。

また、中台運動公園水泳プールは建て
替え工事のため利用できません。くわ
しくは市体育館（☎26-7251）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4日㈭〜9日㈫
※くわしくは市立図書館（☎27-2000、

月曜日、6月28日㈮は休館）へ。

催し物催し物

ゲーリックフットボール北アジア大会
アイルランド発祥のスポーツ

　国内外からゲーリックフットボールの
強豪チームが集結します。
日時＝7月13日㈯ 午前9時から
会場＝中台運動公園陸上競技場・球技場
※入場は無料です。観戦を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくはスポーツ
振興課（☎20-1584）へ。

七夕コンサートinもりんぴあ
歌や朗読で楽しもう

日時＝6月29日㈯ 午後2時から
会場＝もりんぴあこうづ
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。

くわしくは同館（☎27-5252、第4月
曜日は休館）へ。

国際文化会館のイベント
かいけつゾロリの舞台を楽しもう

日時＝9月28日㈯ 正午から、午後2時30
分から
会場＝国際文化会館
内容＝舞台「かいけつゾロリとなぞのス

パイ・ローズ」
入場料（全席指定）＝3,000円（2歳未満

は1人まで膝上鑑賞無料）
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、新
星堂成田ユアエルム店、ヨネダカメラ
店、多古町コミュニティプラザ、キョー
ドー東京、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

※くわしくは国際文化会館（☎23-1331、
月曜日、祝日の翌日は休館）へ。

国立歴史民俗博物館関連イベント
展示と講演会を開催

展示会
日時＝7月18日㈭〜8月18日㈰ 午前10

時〜午後5時
会場＝スカイタウンギャラリー
内容＝国立歴史民俗博物館所蔵の少し怖

い浮世絵や屏風の展示など
入場料＝無料
講演会
日時＝8月4日㈰ 午後2時から
会場＝スカイタウンホール
テーマ＝浮世絵の中の幽霊・妖怪〜歴博
「もののけの夏」展の紹介をかねて
講師＝大久保純一さん（国立歴史民俗博

物館教授）
定員＝250人（先着順）
参加費＝無料
※講演会の申し込みは文化芸術センター
（☎20-1133、月曜日は休館）へ。

印旛支部消防操法大会
新勝寺と一坪田が出場

　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。
　本市からは、平成30年10月に行われ
た成田市消防操法大会で優勝した新勝寺

（ポンプ車の部）と一坪田（小型ポンプの
部）が代表として出場します。
日時＝6月30日㈰ 午前8時30分から
会場＝栄町町民Cグラウンド
※くわしくは消防総務課（☎20-1590）へ。

消防サマーキャンペーン
救助活動の体験も

　消防の現場で使用される道具や車両に
触れられるイベントを開催します。
日時＝7月14日㈰ 午前10時〜午後4時
会場＝イオンタウン成田富里
※くわしくは成田消防署（☎20-1594）へ。

湖北特別支援学校「夏の市」
生徒が作った野菜などを販売

日時＝7月3日㈬・4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。
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はじめての萬葉集
日本の文化に親しもう

日時＝7月27日㈯、8月10日㈯・31日㈯、
9月14日㈯（全4回） 午後2時〜4時
会場＝中央公民館
内容＝万葉集のさまざまな歌を読み解き

ながら、その時代性や民俗的背景を学
ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝7月4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）・電話番号を中央公民館（〒286-0 
017 赤坂1-1-3 Eメールkominkan@ 
city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日・祝日、7月16日㈫は休館）へ。

市内施設見学会
魅力的なスポットを紹介

日時＝7月12日㈮ 午前9時〜午後3時
見学先＝成田富里いずみ清掃工場・リサ

イクルプラザ、文化芸術センター、国
際医療福祉大学成田キャンパス
対象と定員＝市内在住の人・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24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（ふりがな）・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。

オープン卓球大会
みんなで勝利をつかもう

日時＝8月18日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
競技方法＝男女別団体戦（4シングルス、

1ダブルス）
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17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。

非常勤職員
大栄幼稚園で

職種＝養護補助員
応募資格＝幼稚園教諭免許または保育士

の資格を持ち、業務に意欲的に取り組
める人（学生不可）
募集人員＝1人
業務内容＝日常的に支援を必要とする園

児の介助
勤務期間＝7月1日〜3月31日
勤務日時＝月〜金曜日（祝日を除く。幼稚

園の長期休業期間は9日程度） 午前8時
30分〜午後3時30分のうち5時間（時
間外勤務あり。勤務日時は応相談）
勤務場所＝大栄幼稚園
時給＝1,220円（雇用条件に応じて、社

会・雇用保険加入）
応募方法＝6月24日㈪（必着）までに写真

を貼った履歴書を直接または郵送で保
育課（市役所2階 〒286-8585 花崎町
760）へ。後日、面接日を通知します

※くわしくは同課（☎20-1607）へ。

ビジネス・キャリア検定試験
職種に合わせて選べます

　ビジネス・キャリア検定試験は厚生労
働省が定める職業能力評価基準に準拠し
ています。8分野43試験から自分の職
種に合わせて受験できます。
試験日＝10月6日㈰
受付期間＝7月26日㈮まで
試験内容＝中央職業能力開発協会ホーム

ページ（https://www.javada.or.jp/ 
jigyou/gino/business/index.html）
から確認してください

※くわしくはビジネス・キャリア検定試
験運営事務局（☎03-3233-6810）へ。

ソフトボール選手
県民体育大会

　10月27日㈰、11月2日㈯・3日（日・祝）
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28日㈯、10月6日㈰・20

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25日㈰までに市ソフト

ボール協会・坪田さん（☎26-0889）へ。

国際医療福祉大学市民公開講座
健康について学びませんか

日時＝7月31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
テーマ＝身近にいる寄生虫とヒトの暮ら

し、血液検査でわかること・わからな
いこと
講師＝工藤芳子さん・清宮正徳さん（同

大学成田保健医療学部医学検査学科准
教授）
定員＝100人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同大学成田キャンパス総務

課（☎20-7701）へ。

千葉ロッテマリーンズ公式戦
フレンドシップシティ合同企画

　千葉ロッテマリーンズの試合に招待
（内野席）します。
試合日時＝7月10日㈬ 午後6時15分か

ら
会場＝ZOZOマリンスタジアム（千葉市）
対戦相手＝北海道日本ハムファイターズ
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝150組300人（抽選）
申込方法＝6月17日㈪午前10時〜23日

㈰午後10時に申し込み専用ホームペー
ジ（http://www.cnplayguide.co 
m/marines/narita）または下の二次
元バーコードから申し
込む。当選結果は6月
28日㈮にEメールで通
知します

※くわしくはマリーンズインフォメーショ
ンセンター（☎03-5682-6341）へ。

伝 板言

募　集募　集

成田富里いずみ清掃工場を見学
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レクリエーション祭
ニュースポーツを体験

日時＝7月20日㈯ 午前9時から
会場＝市体育館
種目＝ユニカール、フォークダンス、バ

ウンドテニス、スカットボールなど
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。

夏季バレーボール大会
チーム一丸となって

日時＝7月28日㈰ 午前9時30分から
会場＝市体育館
競技方法＝男女別6人制でのトーナメン

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。高校生は2,000円）
申込方法＝6月28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・区分（一般・高校生）を市バレー
ボール協会事務局（Eメールnarita.vo 
lleyball.association@gmail.com）へ

※くわしくは同事務局・安齋さん（☎09 
0-6140-0945）へ。

初級英会話講座
実践的な知識を学ぼう

日時＝7月24日㈬、8月7日㈬・21日㈬、
9月4日㈬（全4回） 午後6時30分〜8時
会場＝男女共同参画センター
定員＝15人（先着順）
参加費＝4,000円（国際交流協会の会員

でない人は別途入会金1,000円（学生
は500円））

※申し込みは成田市国際交流協会事務局
（☎23-3231）へ。

税務職員
令和元年度採用試験

　人事院では税務職員を募集します。第
1次試験日は、9月1日㈰です。
申込方法＝6月17日㈪〜26日㈬に人事

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

※くわしくは成田税務署（☎28-5151）へ。

自然観察会
親子で昆虫採集

期日＝8月10日㈯（雨天決行）
集合時間＝午前9時30分（正午解散予定）
会場＝坂田ヶ池総合公園
対象＝市内在住の小学生以下と保護者
定員＝30人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝7月29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。

バウンドテニス体験教室
気軽に楽しめる

日時＝7月8日㈪・29日㈪ 午前9時30
分〜正午
会場＝市体育館
対象＝小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員＝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（月・祝） 午前9時から
会場＝市体育館
競技方法＝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
定員と参加費（1チーム当たり）＝50チー

ム（先着順）・6,000円（シャトル代など）
申込方法＝7月5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）を市バドミントン協会事務
局（Eメールnrt-badkyo@cpost.plal 
a.or.jp）へ

※くわしくは市スポーツ協会事務局（☎
33-3811）へ。

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＝6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
相談料＝無料
※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（☎04 
3-225-4567）へ。

成田POPラン大会
完走を目指して

期日＝11月10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://www.narita-pop-run.jp）
から申し込む。または成田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
申込期限＝8月23日㈮（郵便振替は8月2

日㈮）
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＝8月23日㈮までに成田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。

たくさんの人が参加
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大栄B＆G海洋センターのイベント
プールで体を動かそう

時間＝午前10時〜11時
会場＝大栄B＆G海洋センタープール
対象＝16歳以上の人
定員＝各30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）
持ち物＝水着、水泳帽、飲み物
水中ウォーキング教室
期日＝8月3日・10日・17日・24日・31

日の土曜日
アクアビクス教室
期日＝8月6日㈫・20日㈫・27日㈫
シェイプアップ教室
期日＝8月8日㈭・22日㈭・29日㈭
※申し込みは6月18日㈫午前9時から大

栄B＆G海洋センター（☎73-5110、月
曜日、祝日の翌日は休館）へ。

男女共同参画セミナー
家族みんなで子育てに参加

日時＝7月27日㈯ 午前10時30分から
会場＝保健福祉館
テーマ＝パパ・じぃじとあそぼ!〜みん

なで楽しいカラダあそび
講師＝村上誠さん（NPO法人ファザーリ

ング・ジャパン理事）
対象＝子どもと保護者
定員と参加費＝30組（市内在住・在勤・

在学の人を優先に先着順）・無料
申込方法＝7月25日㈭までに電話・FAX・

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）利用の有無を市民
協働課（☎20-1507 FAX24-1086 E
メールkyodo@city.narita.chiba.jp）
ヘ。託児の申し込みは7月17日㈬まで
に同課へ

※手話通訳があります。くわしくは同課へ。

市体育館のイベント
体を動かして健康に

　体操やヨガなどで健康な体づくりを始
めませんか。
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＝7月8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://www4.revn.
jp/park-narita）から申し込む
初めてのエアロビクス
日時＝8月1日㈭・28日㈬ 午前10時〜

11時30分（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＝8月1日㈭・8日㈭・22日㈭・29

日㈭ 午後1時30分〜3時
ピラティス教室
日時＝8月1日㈭・6日㈫・27日㈫・29

日㈭ 午後2時〜3時
ナイト・ヨガ
日時＝8月1日㈭・26日㈪ 午後7時〜8

時15分
モーニング・ヨガ
日時＝8月2日㈮・9日㈮・16日㈮・23

日㈮ 午前9時30分〜10時45分
ヨガ教室
日時＝8月2日・9日・16日・23日・30

日の金曜日 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）
リズム＆ステップ入門
日時＝8月7日㈬・21日㈬ 午前10時〜

11時
骨盤体操
日時＝8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＝8月26日㈪ 午後1時30分〜3時
ナイト・ピラティス教室
日時＝8月28日㈬ 午後7時〜8時
※「認知症予防＆アルファエクササイズ」

への参加を希望する人は当日直接会場
へ。くわしくは市体育館（☎26-7251）
へ。

環境講演会
テレビで人気の気象予報士による

日時＝9月1日㈰ 午後1時30分〜3時
会場＝スカイタウンホール
テーマ＝近年の異常気象の現状と対応策

について
講師＝依

よ
田
だ

司さん（気象予報士）
定員＝200人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝8月16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 FA 
X22-4449 Eメールkankei@city.na 
rita.chiba.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。

消費者講座
正しい知識で家計の助けに

日時＝7月23日㈫ 午後1時30分〜3時30
分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝消費税引き上げに関する基本知識

と家計への負担軽減策について学ぶ
講師＝中村裕史さん（千葉県税理士会成

田支部）
定員と参加費＝100人（先着順）・無料
申込方法＝電話・FAX・Eメールのいず

れかで、住所・氏名・電話番号を商工
課（☎20-1622 FAX24-2185 Eメー
ルshoko@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

スタンプラリー印旛
楽しく集めよう

　印旛地域の観光施設など20カ所に、ご
当地キャラクターのスタンプを設置しま
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。
実施期間＝9月1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（https://www.pre 
f.chiba.lg.jp/kc-hokusou/hokusou/
kennminnnohi.html）へ。

募　集募　集


