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新春書道・華道展
年の初めに

　新春にふさわしい生け花や書で新年を
彩る展覧会を開催します。市内外で活躍
する華道家や書道家の作品のほか、書に
併せた盆栽を展示します。家族や友人と
一緒に鑑賞してみませんか。
日時＝1月1日（土・祝）〜10日（月・祝） 

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、1月3日・10日を除く月曜日は
休館）へ。

ザ・お正月
もりんぴあこうづで

期日＝1月9日㈰
会場＝もりんぴあこうづ
箏
こと
の演奏
時間＝午後0時30分〜1時
出演＝成田国際高校箏

そうきょく
曲部

定員＝70人（先着順）
入場料＝無料
華道パフォーマンス
時間＝午後1時15分〜1時45分
入場料＝無料
もりんぴあ寄席
時間＝午後2時〜4時
定員＝70人（先着順）
入場料（全席自由）＝500円
入場券販売場所＝もりんぴあこうづ
※筝の演奏と華道パフォーマンスの鑑賞

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。

かわいいもの展
手作りの魅力を

　アクリル画、フェルト画、陶芸、紙粘
土細工などの「かわいい」をテーマにした
作品を展示します。
日時＝1月18日㈫〜2月12日㈯ 午前9

時〜午後5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。くわしくは同館（☎
40-4880、月曜日は休館）へ。

帯で彩るお正月
日本の伝統を感じて

　梅の花や松の葉などを表現した着物の
帯飾りをロビーに展示します。古き良き
お正月の雰囲気を味わってみませんか。
日時＝1月4日㈫〜31日㈪ 午前9時〜午

後9時
会場＝もりんぴあこうづ
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは同館（☎27-5252、第4月
曜日は休館）へ。

Premium Live Tour 2022
中島美嘉アコースティックコンサート

　数々のヒット曲で人々を魅了する日本
の歌姫・中

なか
島
しま

美
み

嘉
か

さんによるコンサート
を開催します。
日時＝2月11日（金・祝） 午後5時30分

から
会場＝スカイタウンホール
対象＝小学生以上
定員＝271人（先着順）
入場料（全席指定）＝7,700円
申込方法＝次の通り受け付けます
◦優先申し込み（市内在住の人のみ）…12

月17日㈮から直接、文化芸術センター
事務室（スカイタウン成田4階）へ

◦一般申し込み…12月21日㈫から直接
または電話で同センター事務室（☎20-
1133 電話は21日午後1時から）へ

※くわしくは同センター（☎20-1133、
1月3日・10日を除く月曜日、1月11
日㈫は休館）へ。

新春コンサート
耳に残る名曲を

　電子オルガンとピアノのデュオによる
コンサートを開催します。
　季節の曲やドラマ・映画のテーマソン
グなど、子どもも大人も楽しめる楽曲を
演奏します。
日時＝1月30日㈰ 午後2時〜3時30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
定員＝50人（先着順）
入場料＝無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

1月10日を除く月曜日、1月11日㈫は
休館）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。

物し催

若き表現者たちの挑戦展
新チバニアン宣言

　北総地域を拠点に活動する若手アー
ティスト6人と高校生2人の絵画や写真作
品を展示します。1月4日㈫・23日㈰の午
後1時にはギャラリートークも行います。
日時＝1月4日㈫〜23日㈰ 午前9時〜午

後7時（23日は午後3時まで）
会場＝もりんぴあこうづ
※入場は無料です。鑑賞を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは同館（☎
27-5252、第4月曜日は休館）へ。

平原綾香CONCERT TOUR 2020-2021
圧倒的な歌唱力を

日時＝3月5日㈯ 午後5時〜7時
会場＝国際文化会館
入場料（全席指定）＝7,000円
入場券販売場所＝国際文化会館、同館オ

ンラインチケットサービス（https://t 
icket.kxdfs.co.jp/kpb-s/showLis 
t）、ヨネダカメラ店、多古町コミュニ
ティプラザ、チケットぴあ、ローソン
チケット、イープラス

※未就学児は入場できません。延期と
なった「平

ひら
原
はら

綾
あや

香
か

 CONCERT TOUR 
2020」の入場券を持っている人は、手
持ちの入場券で鑑賞できます。くわし
くは国際文化会館（☎23-1331、1月10
日を除く月曜日、1月11日㈫は休館）へ。
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環境講演会
生き物の進化について学ぶ

　「ざんねんないきもの事典」を監修した
今
いま

泉
いずみ

忠
ただ

明
あき

さんを講師に迎えた環境講演
会を開催します。
日時＝1月23日㈰ 午後1時30分〜3時
会場＝スカイタウンホール
テーマ＝生き物の多様性から学べる進化

のふしぎ
対象＝市内在住の小中学生と保護者
定員＝260人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝1月6日㈭（必着）までに、は

がきまたはEメールで応募者全員の住
所・氏名・電話番号、託児（2歳〜未
就学児）利用の有無を環境計画課（〒2 
86-8585 花崎町760 FAX22-4449 
Eメールkankei@city.narita.chiba.j 
p）へ

※全席指定となりますが席を選ぶことは
できません。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。

図書館講座
ひきこもり支援を学ぶ

　Web会議サービス「Zoom」でオンラ
イン受講もできます。
日時＝1月22日㈯ 午後2時〜4時
会場＝市立図書館本館
テーマ＝ひきこもりを理解する〜対話の

試み
講師＝斎

さい
藤
とう

環
たまき

さん（筑波大学医学医療系
社会精神保健学教授）
定員＝40人（オンライン受講は70人・

先着順）
参加費＝無料
持ち物＝筆記用具
申込方法＝直接または電話で市立図書館

本館（☎27-2000）へ。同館ホームペー
ジ（https://www.library.city.narit 
a.lg.jp）からも申し込めます。オンラ
イン受講を希望する場合は同館ホーム
ページへ

※くわしくは同館へ。

介護事務講習会
管理士の資格取得を目指して

日時＝2月21日㈪〜3月14日㈪の平日
（全15回） 午前10時〜午後4時
会場＝勤労会館（不動ヶ岡）
対象＝市に住民記録があり、現在求職中

で、介護事務管理士の資格を取得し就
職しようとする人
定員＝15人（応募者多数は選考）
受講料＝7,700円（教材費。交通費・検

定料などは別途）
申込方法＝1月7日㈮（必着）までに商工課
（市役所4階）または市ホームページ（h 
ttps://www.city.narita.chiba.jp/k 
urashi/page0137_00001.html）に
ある申込書を直接または郵送で同課

（〒286-8585 花崎町760）へ
※くわしくは同課（☎20-1622）へ。

ら知お せi

国勢調査
ご協力ありがとうございました

　令和2年に行った国勢調査の結果、人
口・世帯数が次の通り確定しました。
◦人口 …132,906人（＋1,716）
◦男………66,231人（＋ 303）
◦女………66,675人（＋1,413）
◦世帯数…60,231世帯（＋4,769）
※かっこ内は平成27年調査時との比較

です。くわしくは行政管理課（☎20-1 
501）へ。

ユネスコ世界寺子屋運動
書き損じはがきなどで学びの場を

　書き損じなどにより投
とう

函
かん

されていない
はがき、未使用の切手・テレホンカード
などを回収しています。
期間＝2月28日㈪まで
回収場所＝生涯学習課（市役所5階）、下

総・大栄支所、保健福祉館、各公民館、
市立図書館、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、文化芸術センター、市内
の小中義務教育学校など

※くわしくは成田ユネスコ協会事務局
（生涯学習課・☎20-1583）へ。

自宅前の除雪
事故防止のために

　雪道では歩行者の転倒や、車両のス
リップ事故の恐れがあります。市では、
雪が降った場合、バス通りなどの幹線道
路と通学路から除雪作業を行います。集
落や住宅地内の生活道路の除雪には時間
を要するので、自宅前の除雪にご協力を
お願いします。
※くわしくは道路管理課（☎20-1551）へ。

路上の看板など
道路に物を置かないで

　道路や歩道上に店舗の看板や商品、の
ぼり旗、植木鉢、乗り入れブロックなど
があると、通行の妨げになり事故の原因
にもなりかねません。皆さんが安全に通
行できるよう、看板などは敷地内に置く
ようにしましょう。
※くわしくは道路管理課（☎20-1551）へ。

選挙人名簿
登録者数が確定

　令和3年12月1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…………52,300人
◦女…………53,209人
◦合計 ……105,509人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

22-1111 内線3152）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。
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市体育館のイベント
体を動かして健康に

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＝1月17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）で申し込む（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）
ピラティス教室
日時＝2月1日㈫・3日㈭・8日㈫・15日

㈫・17日㈭・22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。3日・17日
は午後2時〜3時のみ）
ヨガ教室
日時＝2月2日㈬ ・4日㈮・16日㈬・25

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。2日・16日は午前10時〜11
時のみ）
健康増進フィットネス体操
日時＝2月3日㈭ ・14日㈪・17日㈭・21

日㈪・28日㈪ 午後1時30分〜2時30
分（3日・17日は午前10時〜11時）
中台ナイト・ヨガ
日時＝2月3日㈭・14日㈪・28日㈪ 午後

7時〜8時
健康リズム体操
日時＝2月9日㈬ 午後1時30分〜2時30分
筋膜リリース
日時＝2月9日㈬ 午後7時〜8時30分
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝2月10日㈭・24日㈭ 午前10時〜

11時
骨盤体操
日時＝2月10日㈭・24日㈭ 午後2時〜

3時
モーニング・ヨガ
日時＝2月14日㈪・21日㈪・28日㈪ 午

前9時30分〜10時30分
ランタン・ヨガ
日時＝2月17日㈭ 午後7時〜8時
※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

大ホールひとりじめ
コンサート体験を

　国際文化会館の大ホールでスタイン
ウェイのピアノを弾いたり、持ち込みの
楽器を演奏したりと自由に演奏できま
す。自分たちだけのコンサートを体験し
てみませんか。
日時＝1月29日㈯・30日㈰ 午前9時〜

午後5時
会場＝国際文化会館
演奏時間（1組当たり）＝60分
定員＝各8組（応募者多数は抽選）
参加費（1組当たり）＝1,000円（施設利

用料など）
申込方法＝1月12日㈬（必着）までに往復

はがき（1組1枚まで）に代表者の住所・
氏名・電話番号、希望日（午前・午後
のいずれか）、楽器を持ち込む場合は
その楽器名を書いて国際文化会館「大
ホールひとりじめ」係（〒286-0021 土
屋303）へ

※返信用の宛名も記載してください。く
わしくは同館（☎23-1331、1月10日
を除く月曜日、1月11日㈫は休館）へ。

応急手当普及員講習
心肺蘇生法を指導できるように

　心肺蘇生法やAEDの操作などの指導
方法を学び、応急手当普及員として普通
救命講習などで指導してみませんか。
日時＝2月16日㈬〜18日㈮ 午前9時〜

午後5時
会場＝赤坂消防署
対象＝次の全てに当てはまる人
◦市内在住・在勤・在学の18歳以上の人
◦普通救命講習会または上級救命講習会

の受講経験がある人
◦市内の自治会や事務所などで応急手当

てなどの指導をする人
定員＝12人（先着順）
参加費＝無料（教科書は別途実費）
申込期間＝1月5日㈬〜2月2日㈬
申込方法＝事前に警防課（☎20-1592）

へ連絡し、市ホームページ（https://w 
ww.city.narita.chiba.jp/anshin/p 
age216500.html）にある申込書を直
接または郵送で同課（市役所地下1階 〒 
286-8585 花崎町760）へ

※くわしくは同課へ。

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。同じ悩みを抱
えている保護者が集まり、子どもを褒めて
伸ばすコミュニケーション方法を学びます。
日時＝1月26日㈬ 午前10時〜正午
会場＝男女共同参画センター
対象＝市内在住のおおむね2〜8歳の子

どもの保護者
定員と参加費＝20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1月25日㈫ま
でに子育て支援課（☎20-1538）へ。

冬季バドミントン大会
練習の成果を試合で

日時＝1月30日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
競技方法＝男女別ダブルス
対象＝中学生以上
定員＝100組（先着順）
参加費（1組当たり）＝2,000円（シャト

ル代など）
申込方法＝1月14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。

ユネスコ世界遺産講演会
古代日本人へ思いをはせて

日時＝1月22日㈯ 午後2時〜4時
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝世界遺産になった縄文遺跡〜そ

の経緯と価値について
講師＝高

たか
田
だ

和
かず

徳
のり

さん（御所野縄文博物館
館長）
定員＝50人（先着順）
参加費＝無料
応募方法＝1月18日㈫までに電話また

はFAXで氏名（ふりがな）・電話番号を
成田ユネスコ協会事務局（生涯学習
課・☎20-1583 FAX24-4326）へ

※くわしくは同課へ。
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チャレンジドオフィスなりた事務員
市役所で働きませんか

　市役所で働きながら、民間企業などへ
の就職を目指す障がいのある人を募集し
ます。
応募資格＝市内在住または市から障害福

祉サービスの支給決定を受け、身体障
害者・療育・精神障害者保健福祉手帳
のいずれかを持つ人
募集人員＝若干名
業務内容＝書類印刷・配布などの軽作業
勤務期間＝4月1日〜9月30日（勤務実績

により延長あり）
勤務日時＝月〜金曜日（祝日を除く） 午

前9時〜午後4時
勤務場所＝チャレンジドオフィスなりた
（市役所議会棟地下1階）
時給＝990円（12月7日時点の予定額。

社会・雇用保険加入、期末手当あり）
応募方法＝1月12日㈬（必着）までに、写

真を貼った履歴書、医師の意見書（精
神障がいのある人のみ。就労の可否が
記載され、過去3カ月以内に作成され
たもの（コピー可））、障がい者福祉課（市
役所議会棟1階）または市ホームページ

（https://www.city.narita.chiba.j 
p/boshu/page0132_00002.html）
にある本人情報シートを直接または郵
送で同課（〒286-8585 花崎町760）
へ。後日、面接日を通知します（この
ほかに実習あり）

※くわしくは同課（☎20-1539）へ。

味噌づくり講習会
仕込みの工程を体験

日時＝2月18日㈮ 午前9時〜11時、午
後1時30分〜3時30分
会場＝農産物加工施設（一坪田）
内容＝みそ5キログラムを仕込む
対象＝市内在住の20歳以上の人
定員＝各4人（応募者多数は抽選）
参加費＝2,500円（材料費）
持ち物＝みそを持ち帰るための容器
申込方法＝1月21日㈮（必着）までに、

はがきまたはEメールで住所・氏名・
電話番号・希望する時間を農政課

（〒286-8585 花崎町760 Eメールn 
osei@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1542）へ。

思春期子育てふれあいゼミナール
年頃の子どもとの接し方を学ぶ

　思春期の子どもへの触れ合い方や声掛
けの方法、性教育などについて学びます。
子育てに役立つアドバイスが聞けるので
参加してみませんか。
日時＝1月15日㈯・22日㈯・29日㈯（全

3回） 午前10時〜正午
会場＝中央公民館
講師＝富

とみ
澤
ざわ

優
ゆう

江
こ

さん（親業訓練協会シニ
アインストラクター）、佐

さ
々
さ

木
き

明
あけ

代
よ

さ
ん（印旛地区助産師会部会長）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝18人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝12月24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・教室名を中央公
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・祝日は休館）へ。

里親制度説明会
少しでも気になる人は

　多くの人に里親制度を知ってもらうた
めの説明会です。里親になりたい人、里
親について知りたい人は気軽に参加して
ください。
日時＝1月15日㈯ 午後2時〜4時
会場＝千葉市文化センター
定員＝60人（先着順）
申込方法＝申し込み専用ページ（https: 

//docs.google.com 
/forms/d/19mqxsZ 
lW-nF3hp6l2bnzru 
ZZbJlufUwmkatXN 
6x6pWE/edit）から申し込む

※くわしくは子ども家庭サポートセンター
ちば（☎0470-28-4288）へ。

大栄B&G海洋センターのイベント
全身の凝りの解消に

筋膜リリース
日時＝2月25日㈮ 午前10時〜11時30分
会場＝大栄B&G海洋センター
対象と定員＝16歳以上の人・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）

※申し込みは大栄B＆G海洋センター（☎
73-5110、1月10日を除く月曜日、1
月11日㈫は休館）へ。

男女共同参画セミナー
楽しい子育て・孫育てを学ぶ

日時＝2月5日㈯ 午前10時30分〜正午
会場＝赤坂ふれあいセンター
テーマ＝子どもと親と祖父母世代〜お互

いを知って楽しく子育て孫育てができ
るコミュニケーション
講師＝式

しき
場
ば

敬
けい

子
こ

さん（親業訓練協会シニ
アインストラクター）
定員＝30人（市内在住・在勤・在学の人

を優先に先着順）
参加費＝無料
申込方法＝2月2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、市外在住の人は市内在勤・在
学かどうか、託児（2歳〜未就学児）・
手話通訳利用の有無を市民協働課（☎
20-1507 FAX24-1086 Eメールky 
odo@city.narita.chiba.jp）へ。託児
の申し込みは1月26日㈬までに同課へ

※くわしくは同課へ。

はじめての木彫講座
心静かに木と向き合う

　木彫の基本的な彫り方を学び、小さな
お地蔵さまを完成させます。自分だけの
作品を彫り上げてみませんか。
日時＝1月15日・29日、2月5日・19日、

3月5日・19日の土曜日（全6回） 午前
9時30分〜午後0時30分
会場＝もりんぴあこうづ
定員＝8人（先着順）
参加費＝6,000円（材料費・保険料など）
申込方法＝12月17日㈮から直接または

電話で同館（☎27-5252）へ
※くわしくは同館（第4月曜日は休館）へ。

募 集


