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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

楊洲周延展
幕末志士となった浮世絵師

　幕末から明治にかけて活躍した浮世絵
師・楊

よう
洲
しゅう

周
ちか

延
のぶ

の作品約30点を展示しま
す。
日時＝10月30日㈯～12月3日㈮ 午前

10時～午後5時
会場＝スカイタウンギャラリー
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは文化芸術センター（☎20-1 
133、月曜日は休館）へ。

橋本大輝選手・並木月海選手写真展
オリンピックの感動を共有しよう

　東京オリンピックでメダルを獲得し
た、本市出身の橋

はし
本
もと

大
だい

輝
き

選手（体操競技）
と並

なみ
木
き

月
つき

海
み

選手（ボクシング）の活躍を記
念して、競技中の姿などの写真展を開催
します。
日時＝11月11日㈭～18日㈭ 午前8時

30分～午後5時15分
会場＝市役所1階ロビー
橋本大輝選手～出身地写真展
日時＝10月20日㈬～31日㈰ 午前9時

～午後5時
会場＝下総公民館
並木月海選手～出身地写真展
日時＝10月20日㈬～31日㈰ 午前9時

～午後9時
会場＝三里塚コミュニティセンター
※入場は無料です。鑑賞を希望する人は

当日直接会場へ。各会場の休館日に注
意してください。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。

水辺の風景画作品展
小中学生の力作を

もりんぴあこうづ
日時＝11月2日㈫～7日㈰ 午前10時～午

後6時（入館は午後5時30分まで。7日
は午後3時まで）

市役所1階ロビー（入賞作品のみ）
日時＝11月19日㈮～24日㈬ 午前8時30

分～午後5時15分（24日は午後3時ま
で）

※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。
くわしくは環境計画課（☎20-1533）へ。

スカイタウンコンサート
オカリナの心地よい音色を

日時＝12月19日㈰ 午後4時から
会場＝スカイタウンホール
内容＝オカリナ奏者の千

ち
葉
ば

稔
みのる

さんらに
よるクリスマスファミリーコンサート

定員＝271人（先着順）
入場料（全席指定）＝1,500円（高校生以

下は500円。2歳以下は1人まで膝上
鑑賞無料）

申込方法＝10月21日㈭から直接または
電話で文化芸術センター事務室（スカ
イタウン成田4階、☎20-1133）へ。
電話で申し込んだ場合は席を選ぶこと
はできません

※くわしくは同センター（月曜日は休館）
へ。

防火フェスタ・防火ポスター展
火災予防のイベント

会場＝ユアエルム成田店1階センタープ
ラザ

防火フェスタ
日時＝11月13日㈯ 午前10時～午後4

時30分
内容＝住宅用火災警報器の設置に関する

相談、消防車両の展示など
防火ポスター展
期間＝11月9日㈫～15日㈪
内容＝市内の小中学生から寄せられた防

火ポスターの入選作品の展示
※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

菊花大会
丹精を凝らした作品を展示

　境内で鉢物・盆栽・懸
けん

崖
がい

などの菊花が
展示されます。
期間＝10月20日㈬～11月15日㈪
会場＝成田山新勝寺
※くわしくは成田山新勝寺（☎22-2111）

へ。

空き家バンク
住んでいない物件を活用

　市では、所有者が継続して維持管理を
することができない空き家（一戸建て）を
有効活用するため、空き家バンクを開設
しています。
　空き家バンクは、物件情報を市に登録
することで空き家バンクホームページ

（http://www.akiya-navi.com/unar 
i_akiya_bank）などで公開され、利用
希望者を募ることができる制度です。契
約手続きは千葉県宅地建物取引業協会印
旛支部の会員が仲介します。
※仲介手数料がかかります。くわしくは

建築住宅課（☎20-1564）へ。

住宅無料耐震相談
建築士が対応

　市では月1回、住宅の耐震性について
の相談を無料で受け付けています。日程
などは「困りごと・悩みごと相談室」（11
ページ）で確認してください。
対象＝一戸建て住宅または併用住宅（居

住部分が総床面積の2分の1以上のも
の）・マンションのいずれかを市内に
所有し、自ら居住している人

定員（1日当たり）＝6組（先着順）
持ち物＝図面（持っていない人は簡単な

間取り図）
※申し込みは開催日の2日前までに建築

住宅課（☎20-1564）へ。

物し催

交通安全ポスターの展示
コミュニティバスの車内に

　秋の全国交通安全運動の一環として、
小中学生から募集した「交通安全ポス
ター展」の入賞作品をコミュニティバス
の車内で展示します。
期間＝11月1日㈪～30日㈫
※くわしくは交通防犯課（☎20-1527）へ。

華やかな菊の花が並ぶ

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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成人式
開催日時が決定

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため、卒業した学校ごとに分けて実施
します。詳細は市ホームページ（https: 
//www.city.narita.chiba.jp/bunka_ 
sports/page204300_00002.html）ま
たは12月上旬に送付する案内状で確認
してください。
期日＝1月9日㈰
会場＝国際文化会館
対象と時間
　平成13年4月2日～14年4月1日に生
まれた人
◦成田・遠山・久住・下総・大栄中学校

の卒業生…午前9時30分～10時
◦中台・吾妻・玉造・公津の杜中学校の

卒業生…正午～午後0時30分
◦西・成田付属・市外中学校などの卒業

生…午後2時30分～3時
市外在住の人へ
　本人が市外に住所を移している場合で
も出席できます。出席を希望する人は
11月12日㈮までに生涯学習課（☎20-1 
583）へ連絡してください。
※くわしくは同課へ。

交通規制
成田POPラン大会に伴う

　成田POPラン大会が開催されるため、
交通規制が行われます。
　規制中は警察官、交通整理員の指示に
従ってください。
日時＝11月7日㈰ 午前10時～11時
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 

84）へ。

NARITA Enjoy Morning
ベイエフエムで放送中

　ベイエフエム（78MHz）で2分間の市
の広報番組「NARITA Enjoy Morning」
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」（https://radiko.jp）でも聴く

ことができます。スマートフォンで聴く
場合は、下の二次元バーコードからra 
dikoのホームページにアクセスし、アプ
リをダウンロードしてくだ
さい。
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。

市の広報映像
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。スマートフォンからも
視聴できますので利用してください。
◦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。

なりた知っ得情報
ケーブルテレビで配信

　成田ケーブルテレビ（111チャンネ
ル）で、市の広報番組「なりた知っ得情報」
を放送しています。生活に役立つ情報を
お届けする「特集」と市政情報や市内のイ
ベント情報をお知らせする「トピックス」
で構成される15分番組です。
放送時間＝午後0時30分、午後5時30

分、午後8時30分
※成田ケーブルテレビは大栄地区の一部

では視聴できませんので注意してくだ
さい。くわしくは広報課（☎20-1503）
へ。

児童ホーム
入所申請を受け付けます

　4月から児童ホームに入所を希望する
児童を対象に、入所申請書を配布してい
ます。入所を希望する場合は、申請書と
必要書類を用意して、期間内に申請して
ください。
対象＝市内在住で小学校に通学（入学予

定を含む）していて、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＝11月8日㈪～12日㈮
受付場所＝市役所2階202会議室
申請書類＝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（☎20-1607）へ。
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中台運動公園
陸上競技場

★

成田北高

ゴ
ル
フ
練
習
場

玉造公民館

児童ホーム名 場所

中台 中台1-4（中台小校内）

向台 中台3-6（向台小校庭）

玉造 玉造3-4（玉造小校庭）

神宮寺 玉造5-28（神宮寺小校庭）

新山 加良部4-23（新山小校庭）

加良部 加良部6-8（加良部小校庭）

橋賀台 橋賀台3-4（橋賀台小校庭）

吾妻 吾妻2-6（吾妻小校庭）

成田 幸町948-1（成田小校内）

美郷台 美郷台2-19-1（美郷台小校内）

平成 江弁須617-2（平成小校庭）

公津の杜 公津の杜3-2
（公津の杜小校内）

公津 台方851（公津小校内）

三里塚 本三里塚153-1
（三里塚小校庭）

遠山 小菅1411（遠山小校内）

本城 本城178-1（本城小校庭）

八生 松崎1468（八生小校内）

久住 久住中央3-12-1（久住小校庭）

豊住 北羽鳥1985-2（豊住小校内）

下総 名古屋1214
（下総みどり学園内）

大栄 伊能125（大栄みらい学園内）

広報なりた 2021.10.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です13
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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

雇用に関する支援策
期間を延長

　国では、雇用調整助成金の特例措置期
間と、新型コロナウイルス感染症対応休
業支援金・給付金の対象期間を延長しま
す。
雇用調整助成金
措置期間＝11月30日㈫まで
対象＝新型コロナウイルス感染症により

休業などの雇用調整を行った事業者
問い合わせ先＝雇用調整助成金コールセ

ンター（10120-60-3999）
新型コロナウイルス感染症対応休業支援

金・給付金
対象期間＝11月30日㈫まで
対象＝新型コロナウイルス感染症による

休業中に休業手当を受けられなかった
人など

問い合わせ先＝新型コロナウイルス感染
症対応休業支援金・給付金コールセン
ター（10120-221-276）

※くわしくは各コールセンターへ。

ラジオ広報なりた
市内のFM放送局で

　ラジオ広報なりたは「耳で聴く広報なり
た」として、広報紙に掲載した市からのお
知らせやイベント情報の中から内容を厳
選して放送しています。ラジオ成田ホー
ムページ（https://radio-narita.com）
でも聴くことができます。
　右の二次元バーコード
からアクセスし、通勤中
などにぜひ聴いてみてく
ださい。
放送局＝ラジオ成田（83. 7MHz）
放送日時＝毎日 午前9時～9時5分、正

午～午後0時5分
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

声の広報
CDやテープで聞ける

　視覚障がいのある人を対象に、ボラン
ティアグループ・さくら草の皆さんが広
報なりたを朗読し、CDやカセットテー
プに収録した「声の広報」を無料で郵送し
ています。
※申し込みは障がい者福祉課（☎20-15 

39）へ。

成田市公式SNS
さまざまな情報をお届け

　市では、イベント情報や緊急情報など、
皆さんの役に立つさまざまな情報をSN 
Sで配信しています。
LINE
　市からのお知らせや市内のイベント情
報、緊急情報などを配信しています。情
報を受け取るには、LINEアプリ内の公式
アカウント検索で「成田市」と検索して友
達追加してください。下の二次元バーコー
ドからも登録できます。
アカウント名＝成田市
LINE ID＝@narita_city
フェイスブック
　市内のイベント情報や取材した地域行
事の様子などを投稿しています。
アカウント名＝成田市役

所広報課-NaritaCity
ユーザー ID＝@naritaci 

ty.koho
インスタグラム
　市内の日常風景や景観、イベントなど
の写真や動画を投稿しています。
アカウント名＝成田市広

報課
ユーザー ID＝@narita_

city
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

資源物の回収
分別に協力を

　市では、紙類、衣類・布類を資源物と
して回収しています。紙類、衣類・布類
には指定袋がありませんので、次の通り
分別してごみ集積所へ出してください。
紙類
◦新聞・雑誌・段ボール・紙パック…種

類ごとにまとめ、ひもで十文字に縛る
◦雑がみ（封筒、お菓子・ティッシュの

箱など）…ビニールや汚れを取り除き
紙袋に入れ、ひもで十文字に縛る

衣類・布類
◦スーツ・Tシャツ・ハンカチなど…雨

に濡れないように透明なビニール袋に
入れる

雑がみ保管袋の配布
　各家庭での雑がみの分別をしやすくす
るため、雑がみ保管袋を作成しました。
クリーン推進課（市役所5階）、行政資料
室（市役所1階）、下総・大栄支所、各公
民館などで配布していますので利用して
ください。
※くわしくはクリーン推進課（☎20-15 

30）へ。

相続登記相談センター
司法書士制度150周年

　民法の一部改正により、相続登記が義
務化されました。
　千葉司法書士会では無料相談会などを
開催しているほか、日本司法書士会連合
会では相続登記相談センター（10120-
13-7832）を設置しています。気軽に相
談してください。
※くわしくは千葉司法書士会事務局（☎

043-246-2666）または同会ホームペー
ジ（https://chiba.shihoshoshikai.
or.jp）へ。

災害時の情報収集はこちら
◦防災行政無線テレホンサービス（10120-38-3898）
◦市ホームページ（https://www.city.narita.chiba.jp/anshin/index0329.html）
◦防災情報ツイッター（https://twitter.com/bousai_narita）
◦なりたメール配信サービス（事前登録が必要）
　右の二次元バーコードを読み取るか、登録用アドレス（t-narita@sg-p.jp）に空メールを

送信して登録する
※くわしくは危機管理課（☎20-1523）へ。

なりたメール配信
サービス
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ハロウィンウォークラリー
仮装してまちを歩こう

日時＝10月30日㈯ 午前10時～正午
集合場所＝JR成田駅西口歩道橋上
内容＝仮装して成田山表参道周辺を歩く
対象＝小学生以上のグループ、小学生と

その家族（小学生未満の家族は保護者
同伴）

定員＝10組（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝歩きやすい仮装の衣装、お菓子

を入れる袋
※申し込みは代表者が10月16日㈯午前

10時から子ども館（☎20-6300、月
曜日・第3日曜日は休館）へ。

大栄B&G海洋センターのイベント
運動不足の解消に

会場＝大栄B&G海洋センター
対象＝16歳以上の人
定員＝各25人（先着順）
参加費（1回当たり）＝市内在住・在勤・

在学の人500円、そのほかの人600
円（保険料など）

健康コンディショニング教室
日時＝12月10日㈮・24日㈮ 午前10時

～11時30分
ヨガ教室
日時＝12月15日㈬ 午前10時30分～11

時30分
※申し込みは大栄B&G海洋センター（☎

73-5110、月曜日休館）へ。

法律とこころの安心相談会
専門家が応じます

　借金の督促、住宅強制退去、心の悩み
などについて弁護士と社会福祉専門職が
相談に応じます。
日時＝11月30日㈫ 午後1時～5時15分
会場＝保健福祉館
対象＝市内在住の人
定員＝5人（先着順）
相談料＝無料
※申し込みは11月22日㈪までに暮らし

サポート成田（☎20-3399）へ。

任期付職員・育休代替任期付職員
医師・言語聴覚士

募集人員
任期付職員（短時間勤務）
◦医師…1人
育休代替任期付職員
◦言語聴覚士…1人
任期
◦任期付職員（短時間勤務）…令和4年4

月1日～6年3月31日
◦育休代替任期付職員…令和3年12月1

日～6年3月31日のうち、おおむね6
カ月～2年

受験資格
◦医師…医師法による医師免許を取得後

10年以上の臨床経験がある人
◦言語聴覚士…言語聴覚士の資格を持つ

人
試験案内・申込書の配布場所＝人事課
（市役所3階）、市ホームページ（http 
s://www.city.narita.chiba.jp/bo 
shu/index0644.html）

申込方法＝10月29日㈮（当日消印有効）
までに申込書を直接または郵送で人事
課（〒286-8585 花崎町760）へ

試験日＝11月15日㈪
会場＝市役所議会棟3階第三委員会室
※くわしくは同課（☎20-1505）へ。

就活セミナー
応募書類や面接のポイントを学ぶ

　履歴書の書き方やお辞儀の仕方などの
就職活動の基本を学びます。また、セミ
ナー終了後には個別相談も行います。
期日＝11月18日㈭
会場＝市役所6階中会議室
テーマと時間
◦応募書類の書き方セミナー…午後1時

～2時10分
◦面接準備セミナー…午後2時25分～3

時35分
対象＝就職を希望する15～44歳の人
定員＝各10人（個別相談は6人。先着順）
参加費＝無料
申込方法＝電話またはEメールで住所・

氏名・年齢・電話番号・個別相談希望
の有無を商工課（☎20-1622 Eメール
shoko@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

ら知お せi

無料空き家セミナー・相談会
管理・相続・解体など

　空き家に関する問題について、弁護士
などの専門知識を持つ講師がセミナーを
行うほか、無料で相談に応じます。
期日＝11月6日㈯
会場＝保健福祉館
内容と時間
◦セミナー…午後2時～2時45分
◦相談会…午後2時45分～4時15分
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは空き家対策有識者会議・森
もり

田
た

さん（☎043-483-7407）へ。

スマートフォン用アプリ
広報なりたが読める

　市では、広報なりたを多くの皆さんに
提供できるよう、スマートフォン用無料
アプリ「マチイロ」で配信しています。こ
のアプリをダウンロードして登録する
と、毎月1日・15日の発行日にお知ら
せが届き、広報紙を読むことができます。
　右の二次元バーコード
からマチイロのホーム
ページ（https://machii 
ro.town）にアクセスし、
ダウンロードしてください。
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

夕焼け小焼けの放送
時刻を変更

　市では、防災行政無線が正常に作動す
ることを確認するために、試験放送を1
日2回（正午と夕方）実施しています。夕
方の放送「夕焼け小焼け」の時刻を、11
月1日㈪から午後4時に変更します。
※くわしくは危機管理課（☎20-1523）へ。

M e s s a g e B o a r d
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募 集

災害に備えて
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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

県立学校開放講座
書道の基本を学ぶ

日時＝11月6日～3月12日の土曜日（全
10回） 午前10時～正午

会場＝成田国際高校
テーマ＝書に親しもう（基礎からの書）
対象＝20歳以上の人
定員＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝2,000円（材料費などは別途）
申込方法＝10月20日㈬～27日㈬（必着）

に、往復はがきに住所・氏名・年齢・
電話番号・書歴を書いて県立学校開放
講座係（〒286-0036 加良部3-16）へ

※返信用の宛名も記載してください。く
わしくは成田国際高校（☎27-2610）へ。

家庭教育学級・教育講演会
望ましい保護者の在り方とは

日時＝11月21日㈰ 午前10時～11時30
分

会場＝大栄公民館
テーマ＝新時代の学びと“これからの子

どもたち”の育て方
講師＝西

さい
郷
ごう

孝
たか

彦
ひこ

さん（元世田谷区立桜丘
中学校校長）

定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝11月5日㈮までに電話また

はFAXで住所・氏名・電話番号を生涯
学習課（☎20-1583 FAX24-4326）へ

※くわしくは同課へ。

駅からハイキング
成田線開業120周年

　成田線（我孫子～成田間）開業120周
年を記念して、JR安食駅からJR下総松
崎駅までの9.5㎞のコースを、自然や古
墳・神社などの歴史を楽しみながら歩き
ます。
日時＝10月29日㈮～31日㈰ 午前9時30

分～午後4時（受け付けは午前11時30
分まで）

集合場所＝JR安食駅前
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接集合場所

へ。くわしくは企画政策課（☎20-15 
00）または成田線活性化推進協議会
ホームページ（https://naritaline.co 
m）へ。

図書館講座
貝塚から歴史を学ぶ

日時＝11月7日㈰ 午後2時～3時30分
会場＝市立図書館本館
テーマ＝貝塚が語る成田の縄文
講師＝小

お
川
がわ

和
かず

博
ひ ろ

さん（日本考古学協会会員）
定員と参加費＝40人（先着順）・無料
申込方法＝直接または電話で同館（☎27- 

2000）へ。同館ホームページ（https: 
//www.library.city.narita.lg.jp）
からも申し込めます

※くわしくは同館（月曜日、祝日、10月
18日㈪～22日㈮は休館）へ。

保育士・看護師
保育園で働きませんか

勤務期間＝12月1日～3月31日
勤務日時＝月～金曜日と月1回の土曜日
（祝日を除く） 午前8時30分～午後5
時のシフト制（時間外勤務あり。短時
間勤務も可）

勤務場所＝市立保育園
応募方法＝11月5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

保育士
応募資格＝保育士の資格を持つ人（学生

不可）
募集人員＝20人程度
業務内容＝乳幼児の保育
時給＝1,270円～1,320円（金額は職務

経験年数に応じて決定。社会・雇用保
険加入）

看護師
応募資格＝看護師または准看護師の資格

を持つ人
募集人員＝2人程度
業務内容＝園児の健康管理、乳幼児保育

の補助
時給＝1,400円～1,440円（金額は職務

経験年数に応じて決定。社会・雇用保
険加入）

※くわしくは保育課（☎20-1607）へ。

運動施設の企業広告
会社のPRに利用できます

　市では、民間企業などとの協働により、
一部の運動施設で企業名や商品名がPRで
きる有料の企業広告を募集しています。
区画ごとのサイズや料金などは市スポー
ツ・みどり振興財団ホー
ムページ（https://www.
park-narita.jp）で確認し
てください。
中台運動公園
◦体育館アリーナ（壁面）…14区画
◦球技場（壁面）…12区画
◦野球場（ラバーフェンス）…20区画
大谷津運動公園
◦野球場（ラバーフェンス）…20区画
※くわしくは市スポーツ・みどり振興財

団（☎26-7251）へ。

歌舞伎講座～歌舞伎俳優の世界
市川九團次さんによる

　歌舞伎俳優である市
いち

川
かわ

九
く

團
だん

次
じ

さんが歌
舞伎俳優の世界をテーマにトークショー
を行います。
日時＝12月26日㈰ 午後1時30分～3時
会場＝スカイタウンホール
定員＝246人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは10月25日㈪から観光プロ

モーション課（☎20-1540）へ。全席指
定となりますが、席を選ぶことはでき
ません。

スポーツ電話法律無料相談
弁護士が応じます

　千葉県弁護士会では、スポーツ選手や
指導者などを対象に、スポーツに関する
法律相談を行っています。
期間＝12月24日㈮まで
時間＝平日の午前10時～11時30分、午

後1時～4時
相談料＝無料
申込方法＝千葉県弁護士会法律相談セン

ター（☎043-227-8954）へ「スポー
ツ電話法律無料相談希望」と伝えて申
し込む

※相談は1回当たり20分程度で、同一
内容は2回までです。くわしくは同セ
ンターへ。

広 報 なり た
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八生地区歴史散歩

文化財を巡ろう

日時＝11月13日㈯ 午前9時～正午（小
雨決行）

集合場所＝八生公民館
内容＝八生地区にある文化財や史跡など

を歩いて巡る
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝10月28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・行事名を八生公
民館（〒286-0846 松崎317 Eメール
kominkan＠city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-1533、月曜日・
祝日は休館）へ。

印旛沼環境基金公開講座
理解を深めよう

時間＝午後2時～3時45分
会場＝ミレニアムセンター佐倉
定員＝各45人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝12月9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・希望する回（複数申し込みも可）
を佐倉市役所生活環境課（☎043-484- 
4278 Eメールseikatsukankyo@ci 
ty.sakura.lg.jp）へ

第1回
期日＝11月13日㈯
テーマ＝原始古代の印旛沼～遺跡から見

た印旛沼と人とのかかわり
講師＝小

お
倉
ぐら

和
かず

重
しげ

さん（印旛郡市文化財セ
ンター職員）

第2回
期日＝11月27日㈯
テーマ＝中世の印旛沼～印旛沼周辺を拠

点とした千葉氏一族と城郭
講師＝遠

とお
山
やま

成
せい

一
いち

さん（千葉市立郷土博物
館職員）

第3回
期日＝12月11日㈯
テーマ＝現代の印旛沼～特定外来生物カ

ミツキガメの生態や現状と課題
講師＝今

いま
津
づ

健
たけ

志
し

さん（千葉県生物多様性
センター職員）

※くわしくは佐倉市役所生活環境課へ。

成田わくわくひろば
相談会を開催します

　成田わくわくひろば実施協議会では、
小学生を対象に遊びや学習の場を提供す
る成田わくわくひろばを実施していま
す。
　現在活動が行われていない地区で、新
たに立ち上げと運営を検討している人を
対象に相談会を行います。
日時＝11月26日㈮ 午前9時～午後5時
（1人当たり30分）

会場＝市役所5階503会議室
申込方法＝11月5日㈮までに電話また

はEメールで氏名・電話番号・地区名・
希望する時間を生涯学習課（☎20-
1583 Eメールshogaku@city.narit 
a.chiba.jp）へ

※事業内容は市ホームページ（https://
www.city.narita.chiba.jp/bunka_ 
sports/page204400.html）で確認
できます。くわしくは同課へ。

防火・防災管理講習
災害に強い事業所づくり

日時＝12月15日㈬・16日㈭（全2回） 午
前9時～午後5時

会場＝国際文化会館
申込方法＝10月28日㈭～11月4日㈭に

日本防火・防災協会ホームページ（h 
ttps://www.n-bouka.or.jp）から申
し込む。または同ホームページ、予防
課（市役所地下1階）、各消防署にある
申込書をFAXで同協会（FAX03-627 
4-6977）へ

防火・防災管理新規講習
定員＝85人（先着順）
受講料＝1万円（テキスト代など）
甲種防火管理新規講習
定員＝70人（先着順）
受講料＝8,000円（テキスト代など）
※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

市体育館のイベント
体を動かして健康に

　ヨガや体操など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25人（先着順）
参加費（1回当たり）＝市内在住・在勤・

在学の人500円、そのほかの人600円
（保険料など）

申込方法＝11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

ヨガ教室
日時＝12月1日㈬・3日㈮・10日㈮・15

日㈬・17日㈮ 午後1時30分～2時30
分、午後3時～4時（同日に両方への参
加はできません。1日・15日は午前10
時～11時のみ）

認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝12月2日㈭・9日㈭・16日㈭・23

日㈭ 午前10時～11時
健康増進フィットネス体操
日時＝12月2日㈭・13日㈪・16日㈭・

20日㈪ 午前10時～11時（13日・20
日は午後1時30分～2時30分）

ピラティス教室
日時＝12月2日㈭・7日㈫・16日㈭ 午

後2時～3時
ナイト・ヨガ
日時＝12月2日㈭・13日㈪ 午後7時～

8時
健康リズム体操
日時＝12月8日㈬・22日㈬ 午後1時30

分～2時30分
筋膜リリース
日時＝12月8日㈬・22日㈬ 午後7時～

8時30分
骨盤体操
日時＝12月9日㈭・23日㈭ 午後2時～

3時
モーニング・ヨガ
日時＝12月13日㈪・20日㈪ 午前9時

30分～10時30分
ランタン・ヨガ
日時＝12月16日㈭ 午後7時～8時
※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

募 集
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