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労災職業病なんでも相談会
弁護士や専門家が応じます

　労働災害や職業病などの問題について
相談しませんか。
日時＝8月31日㈯ 午後1時～4時
会場＝船橋市勤労市民センター
※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。

バナー広告
市ホームページでPRを

　市では、市ホームページ上に掲載する
バナー広告を募集しています。
掲載する場所＝市ホームページのトップ

ページ
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（https://

www.city.narita.chiba.jp/boshu/ 
page043000.html）または広報課（☎ 
20-1503）へ。

催し物催し物

成田山みたま祭り盆踊り大会
夏の夜を楽しもう

日時と内容
◦8月23日㈮…午後7時から法楽、午後

7時30分～9時30分に盆踊り大会
◦8月24日㈯…午後7時～9時30分に盆

踊り大会
会場＝弘恵会田町駐車場
※両日とも雨天中止のときは8月25日

㈰に23日と同じ日程で開催します。
くわしくは成田市観光協会（☎22-21 
02）へ。

御待夜祭
たくさんの露店でにぎわう

期日＝8月31日㈯、9月1日㈰
会場＝宗吾霊堂とその周辺
内容＝屋台の曳

ひ
き廻

まわ
し、カラオケ大会、

弓道・剣道大会、舞踊・詩吟・歌謡な
どの発表

※くわしくは宗吾霊堂（☎27-3131）へ。

Wリーグ成田大会
女子バスケットボール

日時＝10月19日㈯・20日㈰ 午後2時
から
会場＝市体育館
対戦カード＝トヨタ自動車対日立ハイテ

ク、デンソー対アイシンAW
入場料
◦自由席…一般1,600円、小学生～高校

生400円（当日券は100円増し。未就
学児は無料）
◦指定席…コートサイド席3,500円、S席

3,000円、A席2,500円
前売り券販売期間＝9月1日㈰～10月12

日㈯
前売り券販売場所＝チケットぴあ
当日券販売場所＝市体育館（自由席のみ）
※くわしくは市バスケットボール協会ホー

ムページ（http://basketnrt.web.fc 
2.com）または同協会事務局・宮本さ
ん（☎080-5475-1188）へ。

赤坂消防フェスタ
訓練を体験できる

　消防車両の見学やはしご車搭乗体験、
放水体験などができます。消防や救急に
ついて学んでみませんか。
日時＝8月25日㈰ 午前10時～正午、午

後2時～4時
会場＝赤坂消防署
※くわしくは同署（☎26-3210）へ。

成田ふるさとまつり
ニュータウンが熱気に包まれる

期日＝8月24日㈯・25日㈰
会場＝ボンベルタ成田店周辺
内容＝地区内4中学校吹奏楽部の演奏、

市消防音楽隊の演奏行進、フラダンス
やベリーダンスなどのサークル・グ
ループの発表、阿波踊りや花笠踊り、
人気キャラクターショー、自治会・町
内会による模擬店など
前夜祭
　23日㈮の午後6時～9時に開催されま
す。中央ステージではカラオケ大会が楽
しめます。
※くわしくは成田ふるさとまつり実行委

員会事務局・遠藤さん（☎26-8300、
祭り当日は☎28-3010）へ。

星空映画会
夏休みの終わりに

日時＝8月31日㈯ 午後5時30分～9時
会場＝ボンベルタ成田店2階アネックス

館前（雨天時は同館大会議室）
上映作品＝グリンチ、はとよひろしまの

空を（平和教育映画）
※入場は無料です。鑑賞を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは市青少年
相談員連絡協議会ニュータウン地区・
岩川さん（☎090-4606-8657）へ。

空の日フェスティバル
成田空港周辺で

　9月20日の「空の日」にちなんで、成
田空港周辺ではさまざまなイベントが行
われます。
航空科学博物館
日時と内容
◦9月7日㈯・8日㈰ 午前10時～午後5

時…航空ジャンク市（8日は午後4時ま
で）
◦9月22日㈰ 午前10時～午後5時…お

天気フェア、キャラクターショー、お
楽しみ抽選会、フリーマーケットなど
◦9月23日（月・祝） 午前10時～午後5

時…ブーメラン製作教室、こども模型
飛行機教室など
入館料＝大人700円、中高生300円、4

歳以上200円（22日・23日は無料）
成田空港中央広場（第2ターミナルビル
前）
日時＝9月23日（月・祝） 午前10時30分

～午後5時
内容＝ステージイベント、キャラクター

ショー、お楽しみ抽選会、スタンプラ
リーなど
入場料＝無料
※くわしくは成田国際空港総務人事部（☎ 

34-5400）へ。航空科学博物館の催し
は同館（☎0479-78-0557）へ。

会場を盛り上げるステージイベント
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アイスをつくろう
簡単にできる

日時＝8月31日㈯ 午前10時～正午
会場＝子ども館
内容＝牛乳や生クリームを塩と氷を使っ

て冷やし、アイスクリームを作る
対象と定員＝小学生・20人（先着順）
参加費＝200円（材料費）
持ち物＝子ども用軍手、タオル、飲み物
※申し込みは午前10時から子ども館（☎

20-6300、月曜日・祝日・第3日曜
日は休館）へ。

太極拳教室
ゆっくりした動きで健康に

日時＝9月9日㈪ 午後1時～4時
会場＝市体育館
参加費＝無料
持ち物＝上履き、タオル、飲み物
申込方法＝9月7日㈯までにFAXで住所・

氏名・電話番号を市スポーツ協会事務
局（FAX33-3813）へ

※くわしくは太極拳連盟・麻生さん（☎
26-6473）へ。

どならない子育て練習法講座
褒めて伸ばそう

　子どもが言うことを聞いてくれない、
しつけをどうしたらいいか分からないな
ど、子育てで困っていませんか。この講
座では、子どもを褒めるコミュニケー
ション方法を学びます。
日時＝10月1日・8日・15日・29日、11

月12日・26日、12月10日の火曜日（全
7回） 午前10時～正午
会場＝市役所
対象＝市内在住の平成22年4月2日～

27年4月1日生まれの子どもの保護者
で、全回参加できる人
定員＝8人（先着順）
参加費＝1,000円（テキスト代。消費税

は別途）
※乳幼児の託児を5人（先着順）まで受け

付けます。申し込みは9月24日㈫まで
に子育て支援課（☎20-1538）へ。

まるごとげんき教室
講座やゲームで介護予防

　運動・口
こう

腔
くう

・栄養の講座やゲームなど、
介護予防に必要なプログラムを行う教室
を開催します。
会場と期日
①美郷台地区会館…10～12月の火曜日
②遠山公民館…10～12月の火曜日
③大栄公民館…10～12月の水曜日
④久住体育館…10～12月の水曜日
⑤赤坂ふれあいセンター（午前）…10～3

月の第1・3・5木曜日
⑥赤坂ふれあいセンター（午後）…10～3

月の第1・3・5木曜日
時間＝午前9時30分～11時30分（②④⑥

は午後1時30分～3時30分）
対象＝市内在住の65歳以上の人
定員＝各30人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
※申し込みは9月13日㈮までに介護保険

課（☎20-1545）へ。

ドキドキ縄文体験
土器や勾玉について学ぼう

日時＝9月29日㈰ 午後1時30分～4時
会場＝下総公民館
内容＝縄文土器に触れたり勾

まが
玉
たま

を作った
りして、縄文時代の文化を学ぶ
対象＝市内在住・在学の小中学生（保護

者も可）
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝300円（材料費）
申込方法＝9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
名を中央公民館（〒286-0017 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
日は休館）へ。

フリーマーケット
出店しませんか

日時＝9月29日㈰ 午前9時～午後2時
会場＝リサイクルプラザ
条件＝アマチュアであること
出店数＝20店舗（先着順）
※申し込みはリサイクルプラザ（☎36-

1000、祝日は除く）へ。

お知らせお知らせ

若者サポートステーション
就労に悩みを抱える人へ

日時＝月～金曜日（祝日・年末年始を除
く） 午前10時～午後5時
会場＝勤労会館（不動ヶ岡）
対象＝15～39歳の就労に悩みを抱えて

いる人やその家族
相談料＝無料
申込方法＝電話またはEメールでちば北

総地域若者サポートステーション（☎
24-7880 Eメールhyss@hokusou-sa 
posute.jpn.org）へ

※くわしくは同ステーションへ。

市議会定例会
8月30日に開会

　定例会の日程や内容は、市ホームペー
ジ（https://www.city.narita.chiba.j 
p/gikai/index0419.html）などで確認し
てください。請願・陳情は、8月23日
㈮午後5時までに議会事務局（市役所議
会棟2階）へ提出してください。
※くわしくは同事務局（☎20-1570）へ。

中学校卒業認定試験
高校の受験資格を取得

　国では、病気などでやむを得ず小中学
校に就学できなかった人を対象に、中学
校卒業程度の学力があることを認定する
試験を行っています。
申込期間＝8月19日㈪～9月6日㈮
試験日＝10月24日㈭
※くわしくは県教育庁指導課（☎043-22 

3-4056）へ。

フェイスブック
成田の「いいね!」を発信

　市では、フェイスブックで、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 

City
URL＝https://www.facebook.com/ 

naritacity.koho
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

募　集募　集
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シニア従業員のお仕事説明会
レジ接客・配達・清掃など

　市とセブン-イレブン・ジャパンでは、
高齢者を対象としたセブン-イレブン店
舗で働くための説明会を開催します。
日時＝9月27日㈮ 午前10時～11時30

分
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝60歳以上の人
定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは月～金曜日の午前9時30分

～午後5時にセブンイレブン千葉地区
事務所（☎043-274-6511）へ。

月見だんごをつくろう
十五夜のお供に

日時＝9月8日㈰ 午前10時～正午
会場＝子ども館
対象＝小中学生
定員＝16人（先着順）
参加費＝400円（材料費）
持ち物＝エプロン、三角巾、ボウル、ス

プーン、タオル、飲み物、持ち帰り用
の袋

※申し込みは8月25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。

リサイクル教室
着物から作務衣作り

日時＝9月3日㈫・10日㈫（全2回） 午前
10時～午後4時
会場＝リサイクルプラザ
定員＝10人（先着順）
参加費＝無料（昼食は各自で用意）
持ち物＝ほどいた着物、裁縫道具、はさ

み、50cmの物差し
※申し込みはリサイクルプラザ（☎36-

1000、祝日は除く）へ。

市体育館のイベント
運動不足を解消しませんか

　体操やヨガで健康な体づくりを始めて
みませんか。
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＝9月2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
ピラティス教室
日時＝10月1日㈫・3日㈭・8日㈫・15日

㈫・17日㈭・29日㈫・31日㈭ 午後2
時～3時
リズム＆ステップ入門
日時＝10月2日㈬・16日㈬ 午前10時～

11時
初めてのエアロビクス
日時＝10月3日㈭・9日㈬・17日㈭・23

日㈬ 午前10時～11時30分（9日・23
日は午後1時30分～3時）
健康増進フィットネス体操
日時＝10月3日㈭・17日㈭・24日㈭・

31日㈭ 午後1時30分～3時
ナイト・ヨガ
日時＝10月3日㈭・17日㈭・21日㈪・

28日㈪ 午後7時～8時15分
モーニング・ヨガ
日時＝10月4日㈮・25日㈮ 午前9時30

分～10時45分
ヨガ教室
日時＝10月4日㈮・25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＝10月21日㈪・28日㈪ 午後1時30

分～3時
ナイト・ピラティス教室
日時＝10月23日㈬ 午後7時～8時
骨盤体操
日時＝10月24日㈭ 午後2時～3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。

大栄B＆G海洋センターのイベント
健康づくりのために

　市体育館でも使用することができる
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
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）
申込開始日＝8月16日㈮
ヨガ教室
日時＝10月16日㈬ 午前10時～11時15

分
定員＝50人（先着順）
健康コンディショニング教室
日時＝10月4日㈮・18日㈮ 午前10時～

11時30分
定員＝30人（先着順）
※申し込みは午前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。

印旛沼環境基金公開講座
きれいな水を取り戻す

日時＝9月7日㈯ 午後2時～4時30分
会場＝ミレニアムセンター佐倉
テーマ＝水環境の変遷と原因
講師＝本橋敬之助さん（農学博士）
定員と参加費＝100人（先着順）・無料
申込方法＝9月5日㈭までに電話またはE

メールで住所・氏名（ふりがな）・電話
番号を佐倉市役所生活環境課（☎043-

　484-4278 Eメールseikatsukanky 
o@city.sakura.lg.jp）へ

※くわしくは同課へ。

初めての押し花教室
美しい作品を

　生花から押し花を作ります。すてきな
押し花を作って飾ってみませんか。
日時＝9月17日㈫、10月1日㈫・15日㈫
（全3回） 午前10時～正午
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝16歳以上の人
定員＝10人（先着順）
参加費＝3,000円（材料費など）
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27- 

5252、第4月曜日は休館）へ。ミシンで縫い合わせる
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養育費相談
法律の専門家が応じます

日時＝8月24日㈯ 午後1時～4時（1人当
たり40分程度）
会場＝ミレニアムセンター佐倉
内容＝離婚に伴う養育費の取得などに関

する相談
相談料＝無料
※申し込みは千葉県母子寡婦福祉連合会
（☎043-222-5818）へ。

オストメイト社会適応訓練講習会
ストーマケアについて学ぶ

日時＝9月7日㈯ 午後1時～4時
会場＝印西市役所印旛支所
内容＝日本医科大学千葉北総病院の看護

師による講演、装具の展示・相談
定員と参加費＝80人（先着順）・無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは月・火・金曜日の午前10
時～午後4時に日本オストミー協会千
葉県支部（☎043-309-7571）へ。

卓球大会
優勝目指して

日時＝9月29日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
競技方法＝小学生男女個人戦、中学生男

女個人戦・団体戦、一般男女個人戦・
団体戦、レディース（30歳以上）個人
戦
対象＝市内在住・在勤・在学の人、市内

卓球クラブ員
参加費＝個人戦600円（小中学生は300

円）、団体戦（1チーム当たり）3,000
円（中学生は1,500円）
申込方法＝9月4日㈬までに市卓球協会

事務局・大木さん（☎090-2742-109 
8）または関山さん（☎26-8968）へ

※くわしくは市卓球協会ホームページ
（http://www.nctv.co.jp/~tt/）へ。

まちの保健室in三里塚CC
理学療法士による健康講座

日時＝9月6日㈮ 午後2時30分～3時30
分
会場＝三里塚コミュニティセンター
テーマ＝さあ、はじめよう！腰痛たいそう
講師＝斎藤剛史さん（成田富里徳洲会病

院リハビリテーション科理学療法士）
定員と参加費＝20人（先着順）・無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日は休館）へ。

もりんぴあ演劇ワークショップ
出演してみませんか

　みんなで演劇を作り上げ、3月15日
㈰に発表します。体いっぱい使って表現
する楽しさを体験しませんか。
期日＝①10月19日㈯、11月9日㈯・23

日（土・祝）②12月7日㈯・21日㈯③1
月18日㈯・25日㈯④2月1日㈯・8日
㈯⑤2月22日㈯⑥3月14日㈯・15日㈰
時間＝①午前10時～正午②午前9時30

分～午後1時③午前9時30分～午後0
時30分④午前9時30分～午後3時⑤
午前9時30分～正午⑥午前9時30分
～午後6時
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝7歳以上の人
定員＝12人（先着順）
参加費＝8,000円（材料費など）
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27- 

5252、8月26日㈪、9月24日㈫は休
館）へ。

関東10マイル・10キロロードレース
最後まで走り抜こう

期日＝12月15日㈰（雨天決行）
会場＝宗吾霊堂
種目＝10km・10マイル
定員＝各1,000人（先着順）
参加費＝3,800円（高校生、大学生（女子）

は2,500円）
申込方法＝10月31日㈭までにRUNNE 

Tホームページ（https://runnet.jp）か
ら申し込む。またはスポーツ振興課（市
役所4階）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

※くわしくは千葉県印旛陸上競技クラブ・
木村さん（☎080-3027-7690）へ。

成田スポーツフェスティバル
家族や友人・同僚と

日時＝10月12日㈯ 午前9時～午後3時
10分
会場＝中台運動公園陸上競技場
種目＝綱引き、玉入れ、8の字跳び、歩測、

ニュースポーツ体験、400mリレー、
カイキくんと走ろう！、成田ソラあん
ぱん食い競走、パラスポーツ体験など
対象＝市内在住・在勤・在学の人
参加費＝無料
申込方法＝綱引き・玉入れ・8の字跳び・

400mリレーは事前に参加申し込みが
必要です。9月11日㈬（当日消印有効）
までに、申込書に必要事項を書いて直
接・郵送・FAX・Eメールのいずれか
で成田スポーツフェスティバル実行委
員会事務局（市役所4階スポーツ振興
課 〒286-8585 花崎町760 FAX22- 
4494 Eメールshosport@city.narita. 
chiba.jp）へ
申込書配布場所＝スポーツ振興課、行政

資料室（市役所1階）、下総・大栄支所、
保健福祉館、各公民館、市立図書館、
市体育館、久住体育館、印東体育館、
大栄B＆G海洋センター、ナスパ・ス
タジアム、十余三パークゴルフ場、久
住パークゴルフ場、各地区運動施設、
中郷ふるさと交流館、豊住ふれあい健
康館、国際文化会館、美郷台地区会館、
文化芸術センター、三里塚コミュニティ
センター、もりんぴあこうづ、赤坂ふ
れあいセンター、各小中学校、生涯大
学校、成田富里いずみ清掃工場、リサ
イクルプラザ、市ホームページ（https: 
//www.city.narita.chiba.jp/bunk 
a_sports/page213100.html）

※くわしくは成田スポーツフェスティバ
ル実行委員会事務局（スポーツ振興課・
☎20-1584）へ。

募　集募　集

籠を目掛けてたくさん投げる


