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リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

日時＝8月19日㈭〜22日㈰ 午前9時〜
午後4時
会場＝リサイクルプラザ
リサイクル製品＝自転車、家具類
価格（1点当たり）＝5,000円以内
対象＝市内在住で品物を持ち帰ることが

できる人（希望者には建物1階までの
運送を有料で行います）
申込方法＝運転免許証などの本人確認が

できる物を持って、リサイクルプラザ
にある申込用紙を提出
抽選日＝8月24日㈫（当選者にはがきで

通知）
※マスクを着用していない人は入場でき

ません。また、混雑の状況によっては
入場を制限する場合があります。申し
込みのなかった品物は24日の午後1
時から即売します。くわしくはリサイ
クルプラザ（☎36-1000）へ。

ら知お せi

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
校卒業認定試験を行っています。
申込期限＝9月3日㈮
試験日＝10月21日㈭
※くわしくは県教育庁指導課（☎043-2 

23-4056）へ。

市議会定例会
9月3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.
jp/gikai/index.html）などで確認して
ください。請願・陳情は、8月27日㈮
の午後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。

成田祇園祭オリジナルフレーム切手
昔の写真をデザインした

　成田山奥之院の祭礼が始まってから
300年を記念し、各町内の山車・屋台
の昔の写真を使用した84円切手（10枚1
シート）を販売しています。
販売場所＝成田市・富里市・佐倉市・

酒々井町・栄町の郵便局、郵便局のネッ
トショップ（https://www.shop.po 
st.japanpost.jp/shop/default.as 
px）
価格（1シート当たり）＝1,330円
販売数＝600部
※くわしくは平日の午前9時〜午後5時

に日本郵便㈱（☎048-600-1043）へ。

電子書籍サービス
いつでもどこでも借りられる

　パソコンやスマートフォンなどでいつ
でも電子書籍を読むことができます。
対象＝市内在住・在勤・在学の人
貸出期間＝2週間（1度だけ延長可）
予約・貸出点数＝各3点まで
※サービスを利用するには市立図書館の

利用カードと電子書籍用パスワードの
発行が必要です。くわしくは市立図書
館（☎27-2000）または同館ホームペー
ジ（https://www.library.city.narit 
a.lg.jp）へ。

物し催

寄席さんりづか亭
笑う門には福来る

日時＝9月1日㈬ 午後1時30分〜3時30
分
会場＝三里塚コミュニティセンター
出演＝めずらし家

や
芝
しば

楽
らく

さん、百
ひゃく

楽
らく

庵
あん

金一
さん、せんよう亭

てい
島
しま

っ孝
たか

さん
定員＝30人（先着順）
入場料（全席自由）＝500円（高校生以下

は無料）
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日は休館）へ。

アニメトーイ水彩画展
北総の景色を描く

　タイ人のイラストレーター・アニメ
トーイさんが描いた北総地域の水彩画を
展示します。
期間と会場
◦9月1日㈬〜21日㈫…市役所1階ロビー
◦9月23日（木・祝）〜26日㈰…成田観

光館
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは観光プロモーション課（☎
20-1540）へ。
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＊感染症の拡大防止のため、中止または変更になる場合があります。また、マスクを着用するなどの基本的な感染症対策を徹底してください

　本市出身の東京オリンピック出場
選手が怒

ど と う
涛の快進撃を見せてくれま

した。橋本大輝選手は体操競技に出
場し、男子個人総合・男子鉄棒で金
メダル、男子団体で銀メダルを、並
木月

つ き み
海選手はボクシング女子フライ

級に出場し、銅メダルを見事獲得しま
した。
橋本大輝選手
　旧高岡小学校出身。令和2年全日
本学生体操競技選手権・令和3年体
操全日本選手権では共に個人総合で
優勝を勝ち取るなど、輝かしい成績
を収めています。

並木月海選手
　三里塚小学校・遠山中学校出身。
中学2年生からボクシングを始め、令
和2年アジア・オセアニア大陸予選
で2位を勝ち取り、東京オリンピック
への出場権を獲得しました。
　広報なりた9月1日号では、橋本選
手と並木選手の特集を掲載する予定
です。
※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。

東京オリンピックでメダルを獲得！
祝　橋本大輝選手・並木月海選手

＊8月4日時点の情報です
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＊感染症の拡大防止のため、中止または変更になる場合があります。また、マスクを着用するなどの基本的な感染症対策を徹底してください

環境学習会
秋の里山で自然観察

日時＝9月25日㈯（雨天決行） 午前9時
30分〜正午
集合場所＝公津の杜駅
コース＝公津の杜公園、付近の里山
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＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝9月13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。

指定管理者
コミュニティセンターの

　市では、公津の杜コミュニティセンター
と三里塚コミュニティセンターの各指定
管理者候補者を募集します。
指定管理期間＝令和4年4月1日〜9年3

月31日
要項配布場所＝市ホームページ（https: 

//www.city.narita.chiba.jp/enviro 
nment/index0319.html）
応募方法＝要項配布場所にある申請書類

に必要事項を書いて市民協働課（市役
所2階）へ

※くわしくは同課（☎20-1507）へ。

秋季ユニカール教室
室内で楽しむカーリング

　専用のカーペットの上でプラスチック
製のストーンを滑らせて楽しむカーリン
グです。
日時＝9月8日㈬・15日㈬・22日㈬・29

日㈬ 午後6時30分〜8時30分
会場＝市体育館
対象＝市内在住・在勤・在学の人
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは各開催日の前日までに市レ

クリエーション協会事務局（スポーツ
振興課・☎20-1584）へ。

再就職支援セミナー・出張相談
女性のための

期日＝9月28日㈫
会場＝市役所6階中会議室
対象＝就職を希望する女性
再就職支援セミナー
時間＝午前10時〜正午
内容＝女性を取り巻く環境、自己分析と

適職の理解、応募書類の書き方と面接
対策について学ぶ
定員＝20人（先着順）
出張相談
時間＝午後1時30分〜4時（1人当たり

30分程度）
定員＝4人（セミナー参加者で先着順）
※参加費は無料です。託児を希望する人

は9月3日㈮までに申し出てください。
申し込みは商工課（☎20-1622）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7日㈫・14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。

バウンドテニス体験教室
室内で楽しもう

　室内の小さなコートで行うテニスで
す。大人から子どもまで気軽に楽しめる
ので参加してみませんか。
日時＝9月16日㈭・30日㈭ 午前9時45

分〜11時45分
会場＝市体育館
対象＝16歳以上の人
定員＝各20人（応募者多数は抽選）
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。

バルシューレC級指導者講習会
子どもの運動教育に携わる

　バルシューレは幼児期からのボール運
動プログラムです。子どもの体力向上に
貢献する指導者になってみませんか。
期日＝下記のいずれかの日程（各全2回）
◦8月28日㈯・29日㈰
◦9月25日㈯・26日㈰
◦10月23日㈯・24日㈰
◦11月27日㈯・28日㈰
時間
◦土曜日…午後1時〜5時30分
◦日曜日…午前9時〜午後4時30分
会場＝旧小御門小学校
対象＝18歳以上で、スポーツ教室・学

校などで実際に指導している人または
これから指導者になりたい人
定員＝各10人（先着順）
受講料＝1万7,380円（テキスト代など）
持ち物＝筆記用具、運動のできる服装、

運動靴
※申し込みは各開催日の5日前までに成

田スポーツアカデミー（☎36-5318）
へ。くわしくは同アカデミーホームペー
ジ（https://npo-narita-sports.or.j 
p）へ。

フレンドリータウンデイズ
鹿島アントラーズを応援しよう

　サッカー J1リーグの「鹿島アントラー
ズ対アビスパ福岡」の試合にペアで無料
招待します。家族や友人と一緒に応援し
ませんか。
日時＝9月11日㈯ 午後6時から
会場＝カシマサッカースタジアム（茨城

県鹿嶋市）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝350組700人（抽選）
申込方法＝鹿島アントラーズホームペー

ジ（https://www.an 
tlers.co.jp）または右の
二次元バーコードから
申し込む

※申し込み開始日と当選者発表日は同
ホームページで確認してください。く
わしくは午前10時〜午後4時に鹿島ア
ントラーズコールセンター（☎0299- 
82-5555 Eメールsupport@antler 
s.co.jp）へ。
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里山ボランティア研修会

みんなで進める森づくり

日時＝9月18日㈯、10月9日㈯・30日㈯、
11月20日㈯（全4回）
会場＝市役所6階中会議室、市内の里山
内容＝座学や先進地の見学、現場実習な

どを通して里山の保全について学ぶ
定員＝20人（先着順）
申込方法＝9月10日㈮までに電話また

はEメールで住所・氏名・電話番号を
農政課（☎20-1541 Eメールnosei＠ 
city.narita.chiba.jp）へ

※参加費は無料です。くわしくは同課へ。

関東10マイル・10キロロードレース
自己ベストを目指して

期日＝12月19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
事務局・木村さん（☎080-3027-769 
0）へ。

成田商工会議所創業スクール
起業を考えている人へ

日時＝9月27日㈪・30日㈭、10月4日㈪・
7日㈭・11日㈪・14日㈭・18日㈪・
21日 ㈭・25日 ㈪・28日 ㈭（全10回） 
午後6時30分〜9時30分（10月18日・
21日は個別相談会）
会場＝成田商工会議所（花崎町）
内容＝創業に必要な知識を習得する
定員＝15人（先着順）
参加費＝5,000円（受講料・教材費など）
申込方法＝直接・FAX・Eメールのいず

れかで、住所・氏名・生年月日・電話
番号を成田商工会議所（FAX22-210 
7 Eメールinfo@naritacci.or.jp）へ

※くわしくは同会議所（☎22-2101）へ。

子育て支援員研修
保育の仕事に携わる

　保育施設などで働くことを目指す人を
対象に研修を開催します。
　修了者には全国の保育施設などで子育
て支援員として働くことができる修了証
書を交付します。
　保育や子育て支援に生かすための知識
や技術を学びませんか。
科目と期日
◦基本研修…10月4日㈪・18日㈪・25

日㈪（全3回）
◦共通科目…10月30日㈯、11月1日

㈪・6日㈯・8日㈪・13日㈯、12月
20日㈪（全6回。このほかに1日間の
心肺蘇生法講習あり）

◦選択科目…①②のいずれかを選択（両
方も可）

①保育従事者…11月29日㈪、12月6日
㈪（このほかに2日間の保育実習あり）

②ファミリー・サポート・センター協力
会員…11月15日㈪・22日㈪
時間＝午前9時20分〜午後1時10分
会場＝成田国際福祉専門学校（郷部）、市

内保育園
内容＝乳幼児の食事と栄養、子どもの発

達などを講義や実習を通して学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の20歳以

上で、基本研修・共通科目・選択科目
の全日程に参加できる人
定員＝15人（応募者多数は抽選。団体で

申し込む場合は1事業者当たり5人ま
で）
参加費＝3,000円（テキスト代など）
申込方法＝8月31日㈫までに子育て支

援課（市役所2階）または市ホームペー
ジ（https://www.city.narita.chiba.
jp/kosodate/page139100.html）
にある申込用紙に必要事項を書いて同
課へ

※くわしくは同課（☎20-1538）へ。

明治大学・成田社会人大学
もっと知りたいをサポート

　明治大学・成田社会人大学の令和3年
度の受講生を募集します。今年度はオン
ライン受講もできます。会場での講義は
対面で行わず、オンライン配信を視聴す
る形式となります。
　また、会場設営や受け付けなどを行う
運営ボランティアを募集します。ボラン
ティアの定員は3人程度（応募者多数は
抽選）です。
日時＝10月2日・16日・30日、11月13日・

27日の土曜日 午前10時〜11時30分
会場＝市役所6階大会議室
テーマと講師（全5回）
◦50代からの自分再発見と未来キャリ

アの作り方…安部博枝さん（明治大学
先端数理科学インスティテュート研究
員）

◦運動すればコロナウイルスにかかりま
せんか？…鈴井正敏さん（同大学経営
学部教授）

◦選挙から見えるアメリカ…井田正道さ
ん（同大学政治経済学部教授）

◦グローバル化・技術革新で激変する今
後の社会を生き抜けるわが子の育て方
とは…小笠原泰さん（同大学国際日本
学部教授）

◦高齢化社会の到来と我が国の公的制
度：経済学的視点から…加藤竜太さん

（同大学ガバナンス研究科教授）
対象＝市内在住・在勤・在学の18歳以

上で、学習意欲のある人
定員＝150人（応募者多数は抽選。オン

ライン受講を含む）
受講料＝無料（材料費などは実費）
申込方法＝8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）・年齢・電話番号・市外在住の
人は勤務先や学校名・オンライン受講
を希望する場合は「オンライン受講希
望」・運営ボランティアを希望する場合
は「運営ボランティア希望」を書いて生
涯学習課「明大」係（〒286-8585 花崎
町760 Eメ ー ルshogaku@city.
narita.chib a.jp）へ

※令和3年度は称号の取得年度に加算さ
れません。くわしくは同課（☎20-15 
83）へ。

募 集
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