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文化団体連絡協議会
一緒に活動しませんか

　成田市文化団体連絡協議会では、芸術
文化のさらなる振興のため、令和4年度
の新規加盟団体を募集しています。加盟
を希望する団体には書類を送付します。
申込期限＝3月11日㈮
※くわしくは文化国際課（☎20-1534）へ。

ら知お せi

成人式の記念品
欠席者は受け取りに

　記念品を受け取っていない人は、2月
28日㈪までに生涯学習課（市役所5階）へ
案内状を持ってきてください。
※くわしくは同課（☎20-1583）へ。

プレミアム付商品券の使用期限
2月14日まで

　なりた地域応援プレミアム付商品券の
使用期限は2月14日㈪です。まだ持っ
ている人は早めに使用してください。
取扱店舗は換金期限に注意
　なりた地域応援プレミアム付商品券と
観光客向けプレミアム付商品券の換金期
限は3月1日㈫です。期限までに手続き
してください。
※くわしくは成田市商品券事務局（㈱JTB

千葉支店・☎043-201-6318）または
プレミアム付商品券ホームページ（ht 
tps://naritacity-premium-2021.j 
p）へ。

物し催

若い芽の作品展
西中学校書道部による

日時＝1月26日㈬〜2月9日㈬ 午前9時
〜午後9時（2月9日は午後3時まで）
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝西中学校書道部の作品を展示
※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。

伽羅人形展
成田で生まれ育ったアーティストによる

　本市出身の人形作家・伽
か

羅
ら

さんの作品
の展覧会を開催します。独特な世界観で
魅了する妖艶な人形たちの姿を、家族や
友人と一緒に鑑賞してみませんか。
会場＝スカイタウンギャラリー
入場料＝無料
展覧会
日時＝1月20日㈭〜2月23日（水・祝） 午

前10時〜午後5時
アーティストトーク
日時＝1月30日㈰、2月6日㈰ 午後2時〜

2時30分
講師＝伽羅さん
定員＝各15人（先着順）
申込方法＝1月20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

※展覧会の鑑賞を希望する人は当日直接
会場へ。くわしくは同センター（月曜日
は休館）へ。

三里塚春の文化祭
サークル活動の成果を

　書道、絵手紙、チョークアート、写真、
フラワーアレンジメント、陶芸など、三
里塚コミュニティセンターで活動する
サークルの作品を展示します。
日時＝2月4日㈮〜6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。

栗山公園のミニSL
汽笛を鳴らして出発進行

　市役所前の栗山公園でミニSLが次の
日程で運行されます。また、蒸気機関車
D51の見学会も行われます。
3月までの運行日＝1月23日㈰、2月27

日㈰、3月27日㈰（雨天中止）
運行時間＝午前10時〜正午、午後1時

〜2時
※乗車料は無料です。公園には駐車場が

ないため、来場するときは公共交通機
関を利用してください。くわしくは公
園緑地課（☎20-1562）へ。

採用力向上セミナー
若手採用のノウハウも

日時＝2月2日㈬ 午後1時30分〜4時30
分
内容＝Web会議サービス「Zoom」を使っ

て、若手採用のための働き方改革や社
員が定着するためのポイントなどを学ぶ
対象＝市内に事業所がある企業
参加費＝無料
申込方法＝1月28日㈮までに商工課（市

役所4階）にある申込書をFAXまたはE
メールで成田市若手人材確保支援事業
運営事務局（FAX03-3593-1510 E
メールnarita-wakamono@gakujo.
ne.jp）へ。申し込み専用フォーム（htt 
ps://questant.jp/q/WZKISBS9）
からも申し込めます

※Zoomが使えない場合は市役所6階大
会議室でも受けられます。くわしくは
同事務局（☎03-3593-1512）へ。

バウンドテニス合同練習会
室内で一緒に楽しもう

日時＝2月9日㈬・16日㈬ 午前9時20分
〜正午
会場＝市体育館
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5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。

防災講演会
いざというときに備えて

日時＝2月19日㈯ 午後2時〜3時30分
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝自宅避難に備える〜やっておく

べき5つのこと
講師＝長

なが
柴
しば

美
み

恵
え

さん（防災備蓄収納プラ
ンナー協会代表理事）
定員と参加費＝100人（先着順）・無料
申込方法＝2月15日㈫までに電話・FA 

X・Eメールのいずれかで氏名・講演会
名を危機管理課（☎20-1523 FAX2 
0-1687 Eメールkikikanri@city.nar 
ita.chiba.jp）へ

※手話通訳・要約筆記があります。くわ
しくは同課へ。
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ふれあいコンサートの出演者
市役所を会場に

　市役所で開催される、ふれあいコンサー
トに出演しませんか。
日時＝平日 午後0時10分〜0時50分
申込方法＝市ホームページ（https://w 

ww.city.narita.chiba.jp/download/
page283200.html）にある申請書を
直接または郵送で文化国際課（市役所
4階 〒286-8585 花崎町760）へ

※申請書は電話でも請求できます。くわ
しくは同課（☎20-1534）へ。

リサイクル教室
布草履を作ろう

日時＝2月4日㈮ 午後1時〜4時
会場＝リサイクルプラザ
定員＝12人（初めての人を優先に先着順）
参加費＝無料
持ち物＝木綿の布50本（1本当たり5cm

×80cm）、裁縫道具、はさみ、座布団
※申し込みは同館（☎36-1000）へ。

シニア向けスマートフォン教室
便利な機能を知ろう

日時＝2月24日㈭ 午前10時〜正午、午
後2時〜4時
会場＝中央公民館
内容＝スマートフォンを使って、基本的

な操作方法や携帯電話との違いなどを
学ぶ
対象＝市内在住・在勤のおおむね55歳

以上で、スマートフォンを持っていな
い人
定員と参加費＝各12人（応募者多数は初

めての人を優先に抽選）・無料
持ち物＝筆記用具
申込方法＝2月3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・教室名・希
望する時間を中央公民館（〒286-00 
17 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。

スイーツアレンジメント
自分好みの飾り付けを

日時＝2月6日㈰ 午前10時〜11時30分
会場＝子ども館
内容＝チョコとキャンディーを造花と一

緒に飾り付けてスイーツアレンジメン
トを作る
対象＝小学生
定員＝16人（先着順）
参加費＝350円（材料費）
※申し込みは1月22日㈯午後2時から子

ども館（☎20-6300、月曜日、第3日曜
日は休館）へ。

こども環境セミナー
身近な問題について考える

日時＝2月6日㈰・13日㈰・26日㈯（全
3回） 午後2時〜4時
会場＝中央公民館
内容＝地球温暖化などの身近な環境問題

について学ぶ
講師＝千

ち
代
よ

慎
しん

一
いち

さん（千葉県地球温暖化
防止活動推進員）ほか
対象＝市内在住・在学の小学生
定員＝30人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝1月26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・
教室名を中央公民館（〒286-0017 赤
坂1-1-3 Eメールkominkan@city.na 
rita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日、祝日は休館）へ。

生涯学習講演会
バッタ博士の行動力から学ぶ

日時＝2月26日㈯ 午後3時〜4時30分
会場＝スカイタウンホール
テーマ＝アフリカでバッタと闘う
講師＝前

まえ
野
の

ウルド浩
こう

太
た

郎
ろう

さん（国際農林
水産業研究センター研究員）
定員＝140人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝2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
生涯学習課（☎20-1583 Eメールsho 
gaku@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

計画推進懇話会委員と推進員
男女共同参画に携わる

　市では、男女共同参画計画について意
見・助言をする男女共同参画計画推進懇
話会委員と、講座などを企画する男女共
同参画推進員を募集します。
応募方法＝2月25日㈮（必着）までに市

民協働課（市役所2階）または市ホーム
ページ（https://www.city.narita.ch 
iba.jp/boshu/index.html）にある申
込書と作文（男女共同参画計画推進懇
話会委員のみ）を直接・郵送・Eメー
ルのいずれかで同課（〒286-8585 花
崎町760 Eメールkyodo@city.narit 
a.chiba.jp）へ。男女共同参画推進員
は後日、面接を行います
男女共同参画計画推進懇話会委員
応募資格＝市内在住の20〜74歳（令和4

年4月1日時点）で、市の付属機関など
の委員に選任されていない人
募集人員＝3人（応募者多数は選考）
任期＝4月1日〜令和6年3月31日
作文のテーマ＝男女共同参画社会の実現

について（800字程度）
男女共同参画推進員
応募資格＝市内在住の20〜74歳（令和4

年4月1日時点）で、講座の企画・運営
などに年10回程度参加できる人
募集人員＝10人（応募者多数は選考）
任期＝4月1日〜令和5年3月31日
※くわしくは市民協働課（☎20-1507）へ。

高等学校等開放講座
家庭でできる介護と食事の作り方

日時＝3月1日㈫〜5日㈯（全5回） 午前9
時30分〜正午（1日は午前10時〜正
午、4日・5日は午前10時〜午後3時）
会場＝成田国際福祉専門学校（郷部）
内容＝体位変換・衣類着脱などの実習や

調理実習など
対象＝市内在住・在勤・在学の20歳以

上の人
定員＝10人（先着順）
参加費＝1,000円（材料費）
申込方法＝2月4日㈮までに電話または

FAXで住所・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号を生涯学習課（☎20-1583 
FAX24-4326）へ

※くわしくは同課へ。
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4月入所の2次受け付け
市内の保育所など

対象＝市内在住で、保護者が仕事や病気
などにより保育できない家庭の乳幼児
受付日時＝2月15日㈫〜28日㈪（土・日

曜日、祝日を除く） 午前9時〜午後4
時30分
受付場所＝保育課（市役所2階）
申込方法＝2月1日㈫から同課（☎20-16 

07）へ予約して、申込書類を提出
申込書配布場所＝保育課、各保育園・事

業所・認定こども園
4月に開設予定の保育園

保育園名 所在地 対象
玉造幼稚園

（保育所部分）＊ 玉造5-1031-3 0〜5歳児

＊  保育園名は仮称。幼稚園部分は直接申し込
み

※5月以降の入所は希望する月の前々月
に受け付けます。市外の保育所などを
希望する場合は、各市区町村へ受付日
程などを確認してから保育課へ連絡し
てください。くわしくは同課へ。

歌舞伎講座〜歌舞伎の魅力
歴史や面白さを解説

　歌舞伎研究家の前
まえ

川
かわ

文
ふみ

子
こ

さんが歌舞伎
の魅力や楽しむポイントを分かりやすく
解説します。
日時＝3月5日㈯ 午後1時30分〜3時
会場＝スカイタウンホール
定員と参加費＝246人（先着順）・無料
※申し込みは1月17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。

市民硬式テニス教室
初心者でも楽しめる

日時＝2月5日㈯ 正午〜午後2時30分
会場＝中台運動公園テニスコート
内容＝初心者・中級者・女子に分かれて

の基本練習とゲーム形式練習
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上、市テニス協会加盟クラブ員
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市テニス協会事務局・林
はやし

さん（☎090-4063-5859）へ。

はじめての大正琴教室
すてきな音色を奏でよう

日時＝2月4日㈮・18日㈮・25日㈮（全3
回） 午後1時30分〜3時
会場＝中央公民館
内容＝大正琴の基本的な演奏技法を学

び、簡単な楽曲を演奏する
対象＝市内在住・在勤・在学の18歳以

上の人
定員＝8人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
持ち物＝大正琴（貸し出しあり）
申込方法＝1月26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・教室名・大正
琴の貸し出しの有無を中央公民館（〒 
286-0017 赤坂1-1-3 Eメールkom 
inkan@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。

科学遊び
実験を通して楽しく学ぶ

日時＝1月29日㈯・30日㈰ 午前10時〜
11時30分
会場＝子ども館
内容＝紙おむつやジェルポリマーなどを

使って、高分子吸収体の仕組みを学ぶ
対象と定員＝小学生・各16人（先着順）
参加費＝300円（材料費）
※申し込みは1月15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。

太巻き寿司講習会
アグリライフなりた会員と

日時＝2月25日㈮ 午前10時〜午後2時
会場＝中央公民館
対象＝市内在住・在勤の20歳以上の人
定員＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円（材料費）
持ち物＝エプロン・三角巾、巻き簾

す

申込方法＝1月28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・「太巻き寿司講習会参加希望」
を書いて農政課（〒286-8585 花崎町
760 Eメールnosei@city.narita.ch 
iba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1541）へ。

北千葉道路建設促進特別講演会
地域経済の発展を後押しする

日時＝2月9日㈬ 午後2時30分〜4時50
分
会場＝きらり鎌ケ谷市民会館
テーマ＝地域経済の発展を後押しする北

千葉道路
講師＝前

まえ
田
だ

栄
えい

治
じ

さん（ちばぎん総合研究
所取締役社長）
定員＝270人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝2月4日㈮までに電話・FAX・

Eメールのいずれかで氏名・電話番号
を北千葉道路建設促進期成同盟事務局

（鎌ケ谷市役所道路河川整備課・☎
047-445-1449 FAX047-445-140 
0 Eメールkitachiba@city.kamaga 
ya.chiba.jp）へ

※くわしくは同事務局へ。

オンライン交流会
台湾・桃園市との

日時＝2月23日（水・祝） ①午前9時10
分〜11時15分②午後1時〜3時10分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝友好都市である桃園市とビデオ通

話をつなぎ、政府からの観光・文化紹
介や学生との交流を行う
対象＝①市内在住の小中学生②市内在

住・在学の高校生・大学生（①は保護
者の同伴も可）
定員＝①20人②10人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝1月17日㈪から電話またはE

メ ー ル で 文 化 国 際 課（☎20-1534
　Eメールbunkoku@city.narita.chib 

a.jp）へ
※くわしくは同課へ。

フォークダンス初心者講習会
ステップを踏んで楽しく踊ろう

日時＝2月7日㈪・21日㈪ 午前10時〜
正午
会場＝赤坂ふれあいセンター
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは各講習日の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。
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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＝2月7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＝3月1日㈫・3日㈭・8日㈫・15

日㈫・17日㈭・22日㈫・29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＝3月2日㈬・4日㈮・11日㈮・16

日㈬・18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＝3月3日㈭・14日㈪・17日㈭・

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

後7時〜8時
健康リズム体操
日時＝3月9日㈬・23日㈬ 午後1時30

分〜2時30分
筋膜リリース
日時＝3月9日㈬・23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＝3月10日㈭・24日㈭ 午前10時〜

11時
骨盤体操
日時＝3月10日㈭・24日㈭ 午後2時〜

3時
モーニング・ヨガ
日時＝3月14日㈪・28日㈪ 午前9時30

分〜10時30分
ランタン・ヨガ
日時＝3月17日㈭ 午後7時〜8時
※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

自然観察会
春の息吹を探そう

　自然と歴史を感じられる成田山公園を
散策しませんか。
日時＝2月23日（水・祝） 午前9時30分〜

正午（雨天決行）
集合場所＝JR成田駅参道口広場
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＝30人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝2月4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・☎2 
0-1533）へ。

水墨画教室
和紙との調和を学ぶ

日時＝2月18日、3月4日・11日・18日・
25日の金曜日（全5回） 午後1時30分
〜3時30分
会場＝公津公民館
内容＝筆の使い方や表現方法を学び、自

由に作品を描く
対象＝市内在住・在勤・在学の18歳以

上の人
定員＝16人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円（材料費）
申込方法＝2月1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・教室名を
公津公民館（〒286-0004 宗吾1-83 
9-1 Eメールkominkan@city.narita.
chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎26-9610、月曜日、
祝日は休館）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）
筋膜リリース
日時＝3月11日㈮・25日㈮ 午前10時〜

11時30分
ヨガ教室
日時＝3月16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、月曜日は休館）へ。

さんりづかいきいき音楽くらぶ
童謡や歌謡曲を一緒に

　懐かしい童謡や唱歌、歌謡曲などをピ
アノの生演奏と一緒に楽しみませんか。
日時＝2月18日㈮・25日㈮、3月4日㈮・

11日㈮（全4回） 午前10時〜11時30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日は休館）へ。

子育て世代のためのスマホ写真講座
映えを目指して

日時＝2月12日㈯・19日㈯（全2回） 午
後2時〜4時
会場＝中央公民館
内容＝スマートフォンを使った撮影技術

を写真のプロから学ぶ
対象＝市内在住の未就学児を持つ保護者
定員＝18人（応募者多数は抽選）
参加費＝350円（撮影用小物代など）
持ち物＝スマートフォン、筆記用具
申込方法＝1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）・電話番号・講座名、託児（1
歳〜未就学児）利用の有無、託児する
子どもの氏名（ふりがな）・月齢を中央
公民館（☎27-5911 Eメールkomink 
an@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（第1月曜日、祝日は休
館）へ。
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