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八生公民館「こども生け花体験教室」
講師の指導を受けながら、感性するどく花を生けます

主な内容
★令和3年度公民館主催講座紹介
★公民館の予約方法が変わりました！
★公民館探訪
★令和２年度を振り返って
★公民館の利用について

「まなぶ」「つどう」「むすぶ」公民館
　公民館は、地域のみなさんがつどい、まなび、絆をむすぶ場所
です。
　市民の生涯学習を支援するための講座等を開催したり、サーク
ル活動を支援したりしています。
　令和３年度も、地域に根差した公民館を目指し、がんばってい
きます！
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令和３年度 公民館主催講座

青少年教育事業

家庭教育支援事業

シニア世代支援事業

地域コミュニティ支援事業

〇なりた冒険塾

〇たけのこ親子広場

〇スマートフォン体験教室

〇外国人のための日本語教室 〇日本語ボランティアスタッフ
養成講座

〇夏休み親子科学実験教室

〇英語であそぼ

〇詩吟教室

公民館では、楽しみながら学びを深められる、さまざまな講座を開催しています。
令和３年度もたくさんの講座を予定していますので、ぜひご参加ください。

　青少年（小中学生）に対する総合的
な人間形成を目的として、学校ではで
きないような体験を、公民館で体験す
る事業です。親子で一緒に楽しく学べ
る講座もあり、親子の絆を深められま
す。また、夏休み期間にも多くの講座
を開催しており、宿題にも役立ちます。

　家庭内における教育行為の支援をする
事業です。未就学児と保護者の方が一緒
に参加していただく講座もあります。同
じ年齢のお子さんが集まるので、保護者
の交流の場にもなります。また、参加者
の中には公民館を普段利用されない方も
多く、公民館を利用していただくきっか
けにもなっています。

　高齢者の生きがいづくりを目的として実
施されている事業です。生きがいづくりに
積極的で多趣味な高齢者は、地域において
もリーダーとして活躍しているケースが多
いです。まず生きがいづくりで公民館を利
用していただき、その中で学んだことを地
域に還元していく流れを作っていきます。

　公民館は、地域に根差し、地域の中核として住民
参加を受けて運営されなければなりません。その前
提を推進するために、地域のコミュニティを支援す
る事業を展開しています。特に在留外国人が、地域
に溶け込み生活しやすくなるよう、支援することを
目的として、「外国人のための日本語教室」を実施
します。この講座は日本語ボランティアの皆さんに
より運営されていますので、そのボランティアを育
成する「日本語ボランティアスタッフ養成講座」も
開催しています。
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郷土学習支援事業

趣味・教養講座

〇なりた郷土史セミナー

〇水墨画教室

〇豊住地区歴史散歩

〇おもてなし英会話教室

　価値観が多様化し変革する時代の中で、自分
たちが住む地域に対する意識も徐々に希薄化し
てきているように思えます。自分たちが暮らす
地域を再度見つめなおし、そこに愛着を見出す
ことで、ふるさと意識を育むことが大事だと考
えます。
　公民館では、成田の様々な題材の歴史を学べ
る「なりた郷土史セミナー」や地域を散策しな
がら学べる「歴史散歩」などを実施しています。　

　実生活で役立つ講座から、趣味をは
じめるきっかけとなるような講座まで、
幅広く開催しています。実際に講座参
加者の中からサークルを立ち上げ、活
動を続けているケースもあります。
　また、お仕事帰りに参加できるよう、
夜間に開催している講座もあります。

令和３年度公民館主催講座（前期）【予定】
№ 事　　業　　名 会場 開催時期 回数 定員 対　　　象
1 外国人のための日本語教室（４クラス） 中央 未定 145 — 外国人

2 親子たけのこ掘りと竹細工教室 八生 4月 1 8組 小学生と保護者

3 おもてなし英会話教室 中央 5月～6月 3 15人 一般

4 日本語ボランティアスタッフ養成講座 中央 未定 6 15人 一般

5 植木剪定教室 遠山 6月 2 20人 一般

6 親子えびがに釣り教室 公津 6月 1 15組 小学生と保護者

7 なりた冒険塾 中央 6月～12月 7 25人 小学校4 ～6年生

8 親子体験学習セミナー 中央 6月～12月 6 15組 小学校1 ～3年生と保護者

9 なりた郷土史セミナー 中央 7月～11月 5 30人 一般

10 夏休みこども絵画教室 中央 7月～8月 4 20人 小中学生

11 夏休み親子科学実験教室 中央 8月 1 30組 小学生と保護者

12 夏休み親子ライントレースカー工作教室 下総 8月 2 25組 小中学生と保護者

13 夏休み親子そば打ち教室 成田 8月 1 10組 小学生と保護者

14 ファミリーコンサートin玉造
（第30回玉造音楽祭） 玉造 9月 1 ― 一般

※掲載している写真は、一部過年度のものを含みます。
※後期の講座は、秋ごろ発行される公民館だよりでお知らせいたします。
※内容は変更になる場合があります。詳しくは中央公民館へお問い合わせください。
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令和３年１月から、
公民館の予約方法が変わりました！

より便利に！より快適に！

　　成田市に公民館が誕生して今まで部屋の予約方法はずっと同じでしたが、予約方法をリニューアル！利
用される皆さまにより快適に公民館を予約いただけるよう以前よりも早い時期にまた１ヵ月分の予約をまと
めて取れるように変更しました。
　このページでは令和３年１月（令和３年４月利用分）から始まった、公民館の新しい予約方法をご紹介します！

利用日がある月の2ヵ月前※１の1日（１日が休館日の場合は、翌開館日）
� から利用３日前まで予約が可能です。

　予約の方法
以下の方法によりご予約いただき、利用の３日前までに必ず窓口で署名をしてください。
窓口（午前９時から午後５時）／電話（午前11時から午後５時）／インターネット（24時間※２）
※カッコ内は受付時間です。

　ワンポイント
・先着順で受け付けます。そのため、予約開始初日は窓口が混雑し、受付までに時間がかかる場合があり

ます。
・窓口の混雑状況により、１度で受付可能な件数を制限させていただく場合があります。

随時予約

※１　成田、大栄公民館のホールは11ヵ月前　 ※２　予約開始日の正午から利用３日前の午後５時まで　　　　　　　　　　　　　※３　大栄、成田公民館のホールは12ヵ月前

よく聞かれる！予約についてのＱ＆Ａ

利用者

利用者

利用者

公民館

公民館

公民館

Ｑ１：ＩＤとパスワードが分かりません。

Ｑ２：抽選に参加して落選した場合、もう予約はとれないのでしょうか？

Ｑ３：ちば施設予約システムから抽選の申し込みをすると「受付期間外」と表示
されます。

Ａ１：ＩＤは、予約時に使用している8桁の登録番号です。
パスワードは、サークルを立ち上げた際に、公民館が仮パスワードを発行し
ています。もし分からなければ、再発行ができますので、公民館へお申し付
けください。

Ａ２：落選の場合、随時予約の開始時点で空きがある部屋のみ、お申し込みできます。
予約は随時予約開始までお待ちください。

Ａ３：ログイン後、「予約の申込み」に入っている可能性が高いです。
一度メニュー画面に戻っていただき、「抽選の申込み」へ入りなおしてくだ
さい。
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利用日がある月の3ヵ月前※３の１日から15日までの間で
� 抽選参加が可能です。

　予約の方法
①抽選期間内にパソコン・スマホから、ちば施設予約システムへアクセスし、希望日時・部屋を入力します。
　なお、操作が難しい場合は、窓口でも受け付けますが、電話での抽選申し込みはできません。
②18日に抽選結果が公表されます。ちば施設予約システムまたは、公民館で結果をご確認ください。
③当選の場合、確認期間内（18日～25日）に承認作業をすることで仮予約が完了します。なお、承認作業

をしないと当選は無効になりますので、ちば施設予約システムまたは、公民館で必ず確認作業を行ってく
ださい。

④利用の３日前までに必ず窓口で使用申請書に署名をしてください。

　ワンポイント
・期間内に正しく申し込めば、平等に抽選されます。早く申し込んでも遅く申し込んでも、抽選の条件は同

じです。
・ちば施設予約システムでメールアドレスの登録をすることで、メールで結果が届くように設定できます。
・３ヵ月前からの抽選申し込みができるようになるため、優先予約を廃止しました。
・１時間が１枠の予約になりました。
・確認日の初日の公民館受付は大変込み合いますので翌日以降の確認をおすすめします。

抽選参加

抽選申込みのスケジュール（利用日がある月の３ヵ月前の月）
日付 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

スケジュール 　抽選受付期間　 確認期間

抽選受付期間（１日～15日）
月に４枠（４日分）、第２希望
まで申し込みできます。
窓口でも申し込むことができ
ます。（電話は不可）

振替日（26日）
25日 午後11時59分まで
に利用者が確認作業をしな
いと自動的に予約取り消し
になります。

抽選日
（16日）
自動で
抽選されます。

確認期間（18日～25日）
抽選結果が公表されます。
当選したものについては、
確認作業を行ってください。

ちば施設予約システムURL
・多機能版（一つの画面でいろいろな機能を案内している画面です。）
　https://www.cm1.eprs.jp/yoyaku-chiba/w/index.jsp?communitycd=U8
・簡易版（シンプルで分かりやすい画面です。）
　https://www.cm1.eprs.jp/yoyaku-chiba/ew/
・スマートフォン版（スマートフォンから申請される方向け。QRコードはコチラ⇒）
　https://www.cm1.eprs.jp/yoyaku-chiba/sp/

※１　成田、大栄公民館のホールは11ヵ月前　 ※２　予約開始日の正午から利用３日前の午後５時まで　　　　　　　　　　　　　※３　大栄、成田公民館のホールは12ヵ月前
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この看板を見落とさずに！

広場から飛行機の
 おなかが見えます！

新シリーズ？
公民館探訪❷ 久住公民館
　このページでは、皆さんがご利用になっている公民館を、
ちょっと詳しくご紹介します。
　今回ご紹介するのは「久住公民館」です。普段からご利用い
ただいている方も、一度も利用された事のない方も、ぜひご覧
になってくださいね。 隣にはテニスコートや

体育館もあります。

入り口はどこに…？
　初めて久住公民館を使う方が見落としがちな「公
民館への入口」。案内の看板などはありますが、天
気の悪い日や夜間などは見えづらいかもしれません
のでご注意下さい。

久住公民館のアレコレ
　久住公民館が開館したのは今から約38年前…昭和58年4月16日の事。
　ちなみに東京ディズニーランドの開園は昭和58年4月15日で、わずか1日違いのオープンなんです。
ディズニーランドのような賑やかさはありませんが、自然溢れる穏やかな環境の中でご利用いただけます。
　館内には「第1会議室」「第2会議・実習室」「第1・２研修室（和室）」があり、全12サークルが登録しています。
予約の無い時間もチラホラ見受けられますので、利用されたことのない方も、たまには気分を変えて久住公民
館を利用されてみてはいかがでしょうか。

　公民館内には、サークルの皆さん
が作った作品や、地元出身の方から
の寄贈品などが展示されています。
　お越しの際はぜひご覧になってく
ださいね。

　職員イチオシ！
　久住公民館からは、飛んでいる飛行機の「お
なか」を近くで見ることができます。
　季節の花々に囲まれた広々とした芝生の広場
もありますので、部屋の利用以外でもぜひ公民
館にお立ち寄りください。
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⃝⃝出 新型コロナウイルスの日本初感染確認

⃝公 休館（4/7 ～5/25）
⃝コ 前例のない休館に、職員もてんやわんや。市

主催イベントも軒並み中止に。
職員は交代勤務をしていました。実は職員の
半数は他課への応援に行ってたんですよね。

 
⃝出 緊急事態宣言（4/7 ～5/25）、ステイホーム、マスク難民
⃝コ 流行語にもノミネートされた
「ステイホーム」。みなさんはど
のように過ごしましたか？
マスクを探す日々。手作りもし
ました。

⃝コ 見えない敵との
長い戦いは続く…。

 
⃝出 Gotoトラベル開始、レジ袋有料化
⃝コ 旅行に行きたいな～と思いつつ、結

局行けず。早く自由におでかけした
い！

⃝公 公民館まつり中止
⃝コ 公民館まつり始

まって以来の中
止。
練習もできてい
なかったですか
らね…

⃝⃝出 首相交代、国勢調査
⃝コ 国勢調査にご協力い
　ただきありがとう

ございました！

⃝公 主催事業の
再開

⃝コ マスクを外さないとで
きない活動ができるよ
うになりました。

 
⃝出 アメリカ大統領選挙
⃝コ 白熱（？）した戦いでした。

⃝コ 国から緊急事態宣言が出るかもとざわつき。利用者
からもたくさん問い合わせがありました。

 
⃝出 オリンピック延期決定
⃝コ 楽しみにしていたオリンピック。今年は無事開催で

きることを祈って…。

⃝公 制限付きで
開館開始～

⃝コ どうしたら安心安全に利用して
もらえるか、話し合いを重ねま
した。

 
⃝コ いろんなところでアマビエを目にする機
会が多かったですね。

⃝出 今年の漢字
「密」

⃝コ オリンピッ
クのある年
は「金」が
多いらしい
ですね。2021年の漢字は「金」か
も…！？

　編集後記
　2020年はどんな年だったでしょうか？目まぐるしい1年でしたね。
　公民館は臨時休館をし、今も制限付きで開館をしており、悩みに悩んだ１年でした。
　そんな状況の中、心に響いた言葉があります。タレントの磯野貴理子さんが紹介していた、俳優の石倉三郎さんの著書に
ある「辛抱と我慢は違う」という言葉です。
　「人間は我が強いから我慢がしにくい。だから、我慢しろと言われると、我が出ちゃうからすごくつらい。でも、辛抱は
できる。辛抱を漢字で書くと『辛さを抱く』と書く。だから辛抱しろって、つらさを抱きしめればいいのよ。ぎゅって。な
んかできる感じがしない？辛抱って。」
　この言葉を聞いたとき、「辛抱」ならできるな。そうか、今は辛抱するときか。と思いました。
　みなさんも「我慢」せず、「辛抱」しましょう。先が見えない世の中ですが、そうしたらきっと乗り越えられます。
今までの日常を取り戻すのはなかなか難しいですが、これからは「新しい日常」を受け入れ、また笑顔で挨拶ができたら嬉
しいなと、そう感じる今日このごろです。

2020年 （令和2年） はどんな年でしたか？
～　いろいろあった１年間、 少し振り返ってみませんか？　～

公　公民館　　コ　コメント　　出　出来事

部屋の利用方法、
定員変更、消毒方
法などなど

感染予防策を講じたう
えで再開しました！

１月

４月～５月

７月

10月

８月

11月

３月

６月

12月
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サークル活動について
○成田市には、中央公民館をはじめ全部で13の公民館があります。公民館では、さまざまな公民館講座を開催す

るほか、市民が自主的に「公民館サークル」を結成し、公民館を拠点として学習活動をしています。
○公民館サークルとは、公民館を主な活動場所として、市民の皆さんが自主的に学習を行い、生活文化の向上や福

祉を増進することを目的とした団体です。サークルの運営は、会員の総意に基づいて学習方針や規約を決め、民
主的に行われています。

○公民館サークルとして登録を行うためには、成田市公民館サークル登録要件に合致し、登録申請書による申請が
必要です。詳しくは各公民館へお問い合わせください。

お問い合わせ先
中央公民館　　電話27-5911 豊住公民館　　電話37-1003 遠山公民館　　電話35-0600

公津公民館　　電話26-9610 成田公民館　　電話24-0787 下総公民館　　電話96-0090

久住公民館　　電話36-1646 八生公民館　　電話27-1533 大栄公民館　　電話73-7071

橋賀台公民館　電話26-9695 中郷公民館　　電話22-4614  メール（全館共通）
kominkan@city.narita.chiba.jp玉造公民館　　電話26-3644 加良部公民館　電話28-7961

公 民 館 使 用 案 内
◆使用の申込み
　原則、使用日の２ヵ月前の月の1日から3日前まで、
１ヵ月分をまとめて申し込み可能です。
　ただし、サークル登録時の活動内容で使用する場合
に限り、使用する公民館の窓口での申し込みであれば、
当日の午後5時まで（午後5時以降の利用を目的とする
場合を除く。）申し込み可能です。
　また、使用日の２ヵ月前の月の1日より早い段階で
申し込みをする場合は、抽選となります。詳しくは窓
口にお問い合わせください。

☆窓口受付…午前　９時～午後５時
☆電話受付…午前１１時～午後５時
　（使用する公民館へおかけください）
☆インターネット予約…24時間（受付開始初日のみ正
午から。使用の3日前の午後5時まで受付可）
※右記「ちば施設予約システム」から申し込み可能です。
※申し込みにはサークル登録時のＩＤ・パスワードが
必要です。

◆開館時間
　午前９時～午後９時
　（ただし、夜間の使用が無い場合は午後５時まで）
　※公民館図書室は午前９時30分～午後５時

◆休館日
①毎週月曜日（中央公民館は、第１月曜日以外は開館）
②国民の祝日（祝日が日曜日の場合は、開館）
③祝日が日曜日または月曜日と重なる場合は、火曜日
が休館
④年末年始（１２月２９日～１月３日）
⑤公民館の管理運営上、教育委員会が必要と認めた日
で、あらかじめ休館日として掲示した日

【ちば施設予約システム】
パソコンを使用する場合は、「ちば施設予約サービス」
で検索し、スマートフォン・携帯を使用する場合は、
下記のQRコードで検索してください

※電話・インターネットで申込みの場合は、仮予約と
なります。使用申請書に署名が必要となりますので、
使用日の３日前までに手続きにご来館ください。


