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＊新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止になる場合があります。
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広報番組・映像
市ホームページで配信中

　市では、広報映像を市ホームページで
配信しています。
◦なりた知っ得情報…市からのお知らせ

や催し物、生活に役立つ情報、市役所
の業務などを紹介
◦ビデオルポなりた…毎年度を前期と後

期に分けて、市内で行われたイベント
や式典などを記録
◦市長ビデオメッセージ…市長から皆さ

んへのメッセージ
URL＝https://www.ci 

ty.narita.chiba.jp/sh 
isei/page028200.h 
tml

※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

NARITA Enjoy Morning
ベイエフエムで放送中

　県内外の人に成田の魅力を知ってもら
うため、ベイエフエム（78MHz）で2分
間の市の広報番組「NARITA Enjoy Mo 
rning」を放送しています。
　インターネットストリー
ミングによる放送「r

ラ ジ コ
adiko」

（http://radiko.jp）でも聴
くことができます。
放送日時＝火曜日 午前8時57分〜8時

59分
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

催し物催し物

芸術の秋特別企画展
イタリアのアートに触れる

会場＝もりんぴあこうづ
入場料＝無料
展示会
　ルネサンス後期からの銅版画や北イタ
リアを代表する現代芸術家・バラッコ兄
弟の版画作品を展示します。
日時＝9月14日㈪〜10月11日㈰ 午前9

時〜午後7時（11日は午後3時まで）
テーマ＝イタリア版画の世界〜版画で描

かれたイタリアと現代版画作品
ギャラリートーク
日時＝10月4日㈰ 午後2時〜3時30分
内容＝北イタリア・ヴェネト地方の歴史

と美術を紹介しながら、バラッコ兄弟
の作品や制作背景について解説する
講師＝酒井清一さん（東北芸術工科大学

教員）
※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-
5252、第4月曜日は休館）へ。

星空映画会
夏の終わりに

日時＝8月29日㈯ 午後6時〜9時
会場＝ボンベルタ成田2階アネックス館

前（雨天時は中止）
上映作品＝ペット2、いわたくんちのお

ばあちゃん（平和教育映画）
入場料＝無料
※マスクをしていない人は入場できませ

ん。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。

きかんしゃトーマス
ファミリーミュージカル

日時＝11月23日（月・祝） 午前10時30分
から、午後1時から、午後3時30分から
会場＝国際文化会館
入場料（全席指定）＝3,050円（2歳未満

は1人まで膝上鑑賞無料）
入場券販売場所＝次の通り受け付けます
◦会館友の会会員…午前9時から国際文

化会館で窓口販売。電話予約は同館（☎
23-1331）へ（1人4枚まで）

◦そのほかの人…8月18日㈫午前9時から
国際文化会館、ヨネダカメラ店、多古
町コミュニティプラザ、イープラス。電
話予約は午後1時から国際文化会館へ

※くわしくは同館（月曜日、祝日の翌日
は休館）へ。

 「広報なりた」

市ホームページで閲覧できます。
https://www.city.narita.chiba.jpURL

PDF版・電子ブック版

　市では、保健福祉館内にある精神障がい者の活動の場「あじさい工
房」や、文化・運動施設などの指定管理者候補者を募集します。下記
の要項配布場所にある申請書類に必要事項を書いて各担当課へ。
指定管理期間＝令和3年4月1日〜8年3月31日

※くわしくは各問い合わせ先へ。

対象施設と応募・問い合わせ先
施設名 要項配布場所 応募・問い合わせ先

あじさい工房 障がい者福祉課ホームページ（https://www.city.narita.chiba.j 
p/kenko_fukushi/page130000_00001.html）

障がい者福祉課
（市役所議会棟1階

☎20-1539）

国際文化会館 文化国際課ホームページ（https://www.city.narita.chiba.jp/b 
unka_sports/page0119_00017.html）

文化国際課
（市役所4階
☎20-1534）

中台・大谷津運動公園、久住体育館、久
住テニスコート、印東体育館 スポーツ振興課ホームページ（https://www.city.narita.chiba.

jp/bunka_sports/page0118_00118.html）
スポーツ振興課
（市役所4階
☎20-1584）

ナスパ・スタジアム、大栄B＆G海洋セン
ター、大栄テニスコート、大栄運動場、久
茂富第一公園テニスコート

公園（141施設） 公園緑地課ホームページ（https://www.city.narita.chiba.jp/b 
usiness/page189300_00001.html）

公園緑地課
（市役所5階
☎20-1562）

市内施設の指定管理者
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やさしい日本語クラス
Online Japanese Lesson

　ビデオ通話サービス「ZOOM」を使っ
て、自宅で簡単な日本語を学んでみませ
んか。
日時＝9月27日、10月25日、11月22

日、12月20日、1月24日、2月28日
の日曜日（全6回） 午前10時から
対象＝市内在住の外国人
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝9月25日㈮までに電話また

はEメールで住所・氏名・電話番号を
成田市国際交流協会（☎23-3231 E
メールnifs@ngy.3web.ne.jp）へ
※くわしくは同協会事務局へ。

中郷地区の自然と歴史散策
集落跡地を巡る

日時＝9月30日㈬ 午前9時〜正午
集合場所＝中郷ふるさと交流館
内容＝旧野毛平区にある自然や文化財、

寺社などを歩いて巡る
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＝8月28日㈮（当日消印有効）

までに、はがきで住所・氏名・年齢・
電話番号・行事名を中郷ふるさと交流
館（〒286-0832 赤荻1574）へ

※くわしくは同館（☎33-4075、月曜日
は休館）へ。

炊飯器でケーキづくり
親子で一緒に

日時＝9月6日㈰ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
内容＝炊飯器を使ってバナナケーキを作

る
対象＝小学生と保護者
定員＝6組（先着順）
参加費＝500円（材料費）
持ち物＝炊飯器、ボウル、エプロン、三

角巾、マスク、布巾、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。

関東10マイル・10キロロードレース
力強く走り抜ける

　歴史がある大会で、自己ベストを目指
して走ってみませんか。
期日＝12月20日㈰（雨天決行）
会場＝宗吾霊堂
種目＝①10km②10マイル
対象＝①男子（高校生、30歳以上の人）、

女子（高校生以上）②大学生〜70歳の
人
定員＝各1,000人（先着順）
参加費＝3,800円（①高校生・大学生2, 

500円②大学生3,500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。

リサイクル教室
着物から作務衣作り

　使わなくなった着物を利用して、オリ
ジナルの作

さ
務
む

衣
え

を作ってみませんか。
日時＝9月8日㈫・15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、寸法（ズボン丈・
ヒップ・ウエスト）のメモ

※申し込みは同館（☎36-1000）へ。

写経・写仏講座
心を落ち着かせて

日時＝9月9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＝8人（先着順）
参加費＝500円（教材費）
※申し込みは9月1日㈫までに同センター
（☎40-4880、月曜日は休館）へ。

親子のコミュニケーション講座
どならない子育て練習法

　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＝9月8日・15日・29日、10月6日・

13日・27日、11月10日の火曜日（全
7回）  午前10時〜正午
会場＝赤坂ふれあいセンター
対象＝市内在住の平成23年4月2日〜

28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
定員と参加費＝8人（先着順）・無料
※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1日㈫まで
に子育て支援課（☎20-1538）へ。

お知らせお知らせ

中学校卒業程度認定試験
高校に入学するための

　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。
申込期限＝9月4日㈮
試験日＝10月22日㈭
※くわしくは県教育庁学習指導課（☎0 

43-223-4056）へ。

楽しみながら歴史を学ぶ

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。
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