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若者サポートステーション
就労・進路に悩む人を応援

日時＝月〜金曜日（祝日・年末年始を除
く） 午前10時〜午後5時
会場＝勤労会館（不動ヶ岡）
対象＝おおむね15〜49歳の就労に悩み

を抱えている人やその家族
相談料＝無料
申込方法＝電話またはEメールで、ちば

北総地域若者サポートステーション（☎
24-7880 Eメールhyss@hokusou-
saposute.jpn.org）へ

※くわしくは、ちば北総地域若者サポー
トステーションへ。

物し催

音楽の絵本〜ルスティカーナ
親子のためのクラシックコンサート

　ウサギ、ライオン、猫などのかわいい
動物たちに扮

ふん
した管弦楽団がなじみの

あるクラシック音楽などを演奏します。
日時＝8月21日㈰ 午後2時から
会場＝スカイタウンホール
出演＝ズーラシアンブラス
定員＝278人（先着順）
入場料＝2,500円（中学生以下は1,500

円。2歳以下は1人まで膝上鑑賞無料）
申込方法＝6月18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 電話
は同日午前10時から）へ。後日、チケッ
トの引換券を送付します。電話で申し
込む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。

七夕コンサートinもりんぴあ
天の川を思い浮かべて

　若手演奏家によるピアノと声楽のコン
サートで七夕ムードを演出します。
日時＝7月3日㈰ 午後2時から
会場＝もりんぴあこうづ
定員＝90人（先着順）
※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。

若い芽の作品展
成田国際高校の生徒による

　成田国際高校写真部が撮影した作品を
展示します。
日時＝6月28日㈫〜7月18日（月・祝） 午

前9時〜午後9時（7月18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。

スタンプラリー印旛
楽しく集めよう

　印旛地域の観光施設など20カ所に、ご
当地キャラクターのスタンプを設置してい
ます。スタンプを集めて応募すると、印
旛地域の特産品などが抽選で当たります。
実施期間＝8月31日㈬まで
スタンプ用紙配布場所＝企画政策課（市

役所3階）、成田観光館、空の駅さく
ら館など

※くわしくは印旛地域振興事務所企画課
（☎043-483-1111）または同事務所
ホームページ（https://www.pref.c 
hiba.lg.jp/kc-hokusou/event/ke 
nnminnnohi2022.html）へ。

発表展示会
文化団体連絡協議会

日時＝6月25日㈯・26日㈰ 午前10時〜
午後4時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝邦舞・民謡・筝

そう
曲・軽音楽などの

発表、書道・華道・短歌・絵画などの
展示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは文化団体連絡協議会・加
か

瀬
せ

さん（☎090-4917-2785）へ。

湖北特別支援学校「夏の市」
生徒の作品を販売

日時＝6月29日㈬・30日㈭ 午前11時〜
午後2時30分
会場＝セブンパークアリオ柏
内容＝生徒が作ったパンなどの販売
※くわしくは湖北特別支援学校（☎04-7 

188-0596）へ。

成田市史研究46号
頒布しています

主な内容と執筆者
◦旗本小

お
野
の
次
じ ろ う え も ん
郎右衛門家の幕末明治…樋

ひ

口
ぐち

雄
たけ

彦
ひこ

◦三
みつ

橋
はし

鷹
たか

女
じょ

の「多麻」参加の経緯と新資
料の紹介…川

かわ
名
な

大
はじめ

◦出雲大社教七沢教会新築紀念碑…島
しま

田
だ

七
なな

夫
お

◦麻賀多神社の明治維新…関
せき

初
はつ

弥
み

◦成田市史研究余話4…小
お

川
がわ

和
かず

博
ひろ

、木
き

村
むら

修
おさむ

、矢
や

嶋
じま

毅
たか

之
ゆき

、中
なか

村
むら

政
まさ

弘
ひろ

◦新聞記事からみた成田市の地域的特色
（2021年）…石

いし
毛
げ

一
いち

郎
ろう

◦資料目録紹介・水野家資料ー水
みず

野
の

葉
よう

舟
しゅう

関係資料目録
◦成田市史年表稿・2019（平成31・令

和元）年解説…矢嶋毅之
規格・ページ数＝A4判・96ページ
頒布価格＝650円
頒布場所＝市立図書館本館、行政資料室
（市役所1階）

※くわしくは市立図書館（☎27-2533、
月曜日、6月30日㈭は休館）へ。

録音図書目録の配布
文字を読むのが難しい人へ

　図書館では、視覚障がいなどで活字に
よる読書が難しい人のために、音声によ
る図書（録音図書）を作成しています。
　これは、小説や実用書などをCDなど
に録音したもので、図書館では最新版の
目録と利用案内を配布しています。
※くわしくは市立図書館（☎27-2000、

月曜日、6月30日㈭は休館）へ。

成田公民館
貸し出しを休止します

　7月1日㈮〜8月31日㈬は空調設備の工
事のため、第1・2会議室、第1・2研修室、
調理室の貸し出しを休止します。また、
期間中は、図書室を臨時休室します。なお、
資料の返却や予約、予約資料の受け取り
はできます。
※くわしくは、図書室については市立図
書館（☎27-2000、月曜日、6月30日
㈭は休館）、そのほかの施設の利用に
ついては中央公民館（☎27-5911、第1
月曜日は休館）へ。
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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30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）
【武道場】
セルフケア・ヨガ教室
日時＝8月5日㈮・19日㈮・26日㈮ 午

後3時〜4時
申込開始日＝6月15日㈬
【プール】
時間＝午前10時〜11時
持ち物＝水着、水泳帽、飲み物
申込開始日＝6月16日㈭
アクアビクス教室
期日＝8月9日㈫・16日㈫・23日㈫・30

日㈫
シェイプアップ教室
期日＝8月18日㈭・25日㈭
水中ウォーキング教室
期日＝8月20日㈯・27日㈯
※申し込みは大栄B&G海洋センター（☎

73-5110、7月18日を除く月曜日、7
月19日㈫は休館）へ。

印旛沼自然観察会
観光船で

日時＝7月21日㈭（荒天時は26日㈫） 午
前9時〜10時15分、午前11時〜午後
0時15分、午後1時30分〜2時45分
集合場所＝佐倉ふるさと広場
対象＝印旛沼流域内に在住の人
定員＝各24人（応募者多数は抽選）
参加費＝100円（保険料など）
申込方法＝7月4日㈪（当日消印有効）ま

でに往復はがき（1枚5人まで）に参加
者全員の住所・氏名・年齢・性別、電
話番号、希望する時間（第2希望まで）
を書いて印旛沼環境基金（〒285-85 
33 佐倉市宮小路町12）へ

※くわしくは同基金（☎043-485-0397）
へ。

男女共同参画セミナー
仕事と家庭の両立に向けて

日時＝7月24日㈰ 午後1時30分〜3時
会場＝赤坂ふれあいセンター
テーマ＝仕事も家庭も大切に〜男も育

児・介護する社会へ向けて
講師＝古

ふる
山
やま

陽
よう

一
いち

さん（国際医療福祉大学
成田看護学部専任講師）
定員と参加費＝50人（市内在住・在勤・

在学の人を優先に先着順）・無料
申込方法＝7月20日㈬までに電話・FA 

X・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）・
手話通訳の利用の有無を市民協働課

（☎20-1507 FAX24-1086 Eメール
kyodo@city.narita.chiba.jp）へ。託児
の申し込みは7月13日㈬までに同課へ

※くわしくは同課へ。

“平和なまち”絵画コンテスト
子どもたちによる

　市が加盟している平和首長会議では
「平和なまち」をテーマとした作品を募集
しています。
対象＝市内在住で、10月31日時点で6

〜15歳の人
規格＝スキャンが可能な平面の絵画作品
（画材は自由）で、個人が制作したもの。
サイズはB4判・A3判・八つ切りで1
人1作品まで。詳細は市ホームページ

（https://www.city.narita.chiba.
jp/shisei/page0119_00111.html）
で確認できます
応募方法＝9月30日㈮までに市ホーム

ページにある申込書を作品の裏に貼
り、文化国際課（市役所4階）へ

※くわしくは同課（☎20-1534）へ。

税務職員
令和4年度採用試験

　人事院では税務職員を募集します。第
1次試験日は9月4日㈰です。
申込方法＝6月20日㈪〜29日㈬に人事

院ホームページ（https://www.jinji-
shiken.go.jp/juken.html）から申し込
む

※くわしくは東京国税局（☎03-3542-
2111）へ。

創業セミナー
商品・サービスを考える

日時＝7月24日㈰ 午後1時30分〜4時4 
0分（個別相談は午後3時40分から）
会場＝市役所6階大会議室
内容＝ビジネスのアイデアや成功するた

めのポイントなど、創業するために必
要な知識を初歩から学ぶ
講師＝水

みず
下
した

智
とも

則
のり

さん（中小企業診断士）
対象＝創業を考えている人や関心のある

人、創業して間もない人
定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝電話またはFAXで住所・氏

名・電話番号・個別相談の希望の有無
を商工課（☎20-1622 FAX24-218 
5）へ。千葉県産業振興センターホーム
ページ（https://www.ccjc-net.or.j 
p）からも申し込めます

※くわしくは同センター（☎043-299-
2921）へ。

ら知お せi

JR成田駅ブックポスト
一時閉鎖します

　JR成田駅西口に設置しているブック
ポストを、駅周辺の混雑による危険回避
のため一時的に閉鎖します。
期間＝7月7日㈭〜12日㈫
※くわしくは市立図書館（☎27-2000、

月曜日、6月30日㈭は休館）へ。

選挙人名簿
登録者数が確定

　令和4年6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……………52,197人
◦女……………52,919人
◦合計………105,116人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

20-1510・総務課内）へ。

募 集

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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豊住ナイトヨガ教室
心と体をリラックス

日時＝7月20日・27日、8月3日・10日
17日・24日・31日の水曜日（全7回） 
午後7時〜8時
会場＝豊住ふれあい健康館
対象＝16歳以上の人
定員＝30人（先着順）
参加費＝700円（保険料など）
持ち物＝ヨガマット（貸し出しあり）、タ

オル、上履き、飲み物
※申し込みは7月13日㈬までに同館（☎

37-7601、火曜日は休館）へ。

消費者講座
家庭における省エネ・節電の進め方

日時＝7月13日㈬ 午後1時30分〜3時30
分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝家庭での省エネの基本や夏の節電

のポイントなどを学ぶ
講師＝沼

ぬま
田
た

美
み

穂
ほ

さん（環境カウンセラー）
定員と参加費＝50人（先着順）・無料
申込方法＝電話・FAX・Eメールのいず

れかで住所・氏名・電話番号を商工課
（☎20-1622 FAX24-2185 Eメール
shoko@city.narita.chiba.jp）へ
※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＝8月18日㈭・19日㈮（全2回） 午
前9時〜午後5時
会場＝国際医療福祉大学成田キャンパス
申込方法＝日本防火・防災協会ホーム

ページ（https://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（FAX 
03-6274-6977）へ
防火・防災管理新規講習
定員＝190人（先着順）
参加費＝1万円（テキスト代など）
申込期間＝7月5日㈫〜12日㈫
甲種防火管理新規講習
定員＝190人（先着順）
参加費＝8,000円（テキスト代など）
申込期間＝7月4日㈪〜11日㈪
※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

生涯学習講演会
自分らしさを見つける

日時＝8月6日㈯ 午後3時〜4時40分
会場＝スカイタウンホール
テーマ＝自分らしさの探し方
講師＝おしらさん（ボイストレーナー）
定員＝280人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝7月25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shogaku@city.n 
arita.chiba.jp）へ。申し込み専用フォー
ム（https://logoform.jp/f/yxedg）
からも申し込めます

※くわしくは同課へ。

なりたいきいき百歳体操
指導者の養成講座を開催

　なりたいきいき百歳体操は、高齢者の
体力維持と居場所づくりを目的とした、
椅子に座りながら行う体操です。
　市では、この体操の指導者を養成する

「なりたいきいき百歳体操サポーター養
成講座」を開催します。サポーターの活
動内容や体操の意義・指導方法について
学び、一緒に活動しませんか。
日時＝7月4日㈪・19日㈫（全2回） 午前

9時30分〜11時30分（19日は午後1
時30分〜4時30分）
会場＝市役所6階大会議室
対象＝市内在住で、市内全域で活動でき

る人
定員と参加費＝30人（先着順）・無料
※申し込みは介護保険課（☎20-1545）へ。

市体育館の園芸教室
ガーデニングを始めよう

日時＝7月13日㈬ 午前10時〜11時
会場＝市体育館
内容＝季節の花を使った寄せ植えの講義

と実技
講師＝京成バラ園園芸アドバイザー
定員＝10人（先着順）
参加費＝2,000円（苗・鉢・保険料など）
持ち物＝手袋、筆記用具
※申し込みは6月20日㈪から市体育館
（☎26-7251）へ。

ビジネス・キャリア検定試験
職種に合わせて選べる

　ビジネス・キャリア検定試験は、厚生
労働省が定める職業能力評価基準に準拠
しています。8分野44試験から自分の
職種に合わせて受験できます。
試験日＝10月2日㈰
受付期間＝7月15日㈮まで
試験内容＝中央職業能力開発協会ホーム

ページ（https://www.javada.or.jp 
/jigyou/gino/business/index.ht 
ml）で確認してください

※くわしくはビジネス・キャリア検定試
験運営事務局（☎03-6627-6504）へ。

豊住ふれあい親子陶芸教室
オリジナルの作品を作ろう

日時＝7月24日㈰、8月7日㈰・21日㈰
（全3回） 午前9時30分〜正午
会場＝豊住ふれあい健康館
対象＝小学生以上の子どもと保護者
定員＝9組18人（先着順）
参加費（1組当たり）＝2,000円（材料費

など）
持ち物＝タオル、エプロン、上履き
※申し込みは7月14日㈭までに同館（☎

37-7601、火曜日は休館）へ。

預かり保育従事者
大栄幼稚園で働きませんか

応募資格＝幼稚園教諭免許または保育士
の資格を持つ人（学生不可）
募集人員＝1人
業務内容＝預かり保育中の園児の保育
勤務期間＝7月1日〜3月31日
勤務日時＝週3〜5日（土・日曜日、祝日

を除く） 午前11時〜午後5時15分（幼
稚園の長期休業期間は午前9時からの
シフト制）
勤務場所＝大栄幼稚園
時給＝1,270円〜1,320円（金額は職務

経験年数に応じて決定。勤務時間に応
じ社会・雇用保険加入と期末手当あ
り）
応募方法＝6月22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
※くわしくは同課（☎20-1607）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30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＝市スポーツ・みどり振興財団

ホームページ（https: 
//www.park-narita.
jp/yoyaku/shusaik 
yoshitsu_yoyaku）で
開催日時を確認し、同ホームページに
あるオンライン予約システムから申し
込む
申込開始日＝7月4日㈪
8月に開催するイベント
◦ヨガ教室
◦モーニング・ヨガ
◦ランチタイム・ヨガ
◦中台ナイト・ヨガ
◦リフレッシュ・ヨガ
◦スッキリ・ヨガ
◦椅子ヨガ
◦元気はつらつ体操
◦健康増進フィットネス体操
◦骨盤体操
◦健康リズム体操
◦セルフ整体ストレッチ
◦筋膜リリース
◦ピラティス教室
※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

レクリエーション祭
ニュースポーツを体験

日時＝7月9日㈯ 午前9時15分〜10時
15分、午前10時30分〜11時30分
会場＝市体育館
種目＝フォークダンス、ユニカール、バ

ウンドテニス、スカットボール、ラダー
ゲッター、リングキャッチ、レク式体
力測定などのニュースポーツ
定員と参加費＝各75人（先着順）・無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※両方の時間の参加はできません。申し

込みは7月1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。

わくわく自然観察会
身近な公園で新たな発見を

日時＝7月9日㈯（雨天中止） 午前10時〜
正午
会場＝坂田ヶ池総合公園
内容＝講師と公園内を散策しながら地域

の自然環境を学び、豊かな自然を体感
する
対象＝市内在住・在学の小学1〜3年生

と保護者
定員＝24人（応募者多数は抽選）
参加費（1人当たり）＝200円（教材費）
申込方法＝6月28日㈫（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所、参加者全
員の氏名（ふりがな）、電話番号、子ど
もの学校名・学年、行事名を中央公民
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
曜日は休館）へ。

親子自然観察会
昆虫を見てみよう

　豊かな自然に囲まれた坂田ヶ池総合公
園で昆虫などを観察しませんか。
日時＝8月3日㈬ 午前9時30分〜正午（雨
天中止）
会場＝坂田ヶ池総合公園
対象＝市内在住の小学生と保護者
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
持ち物＝虫捕り網、虫籠
申込方法＝7月15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 FAX22- 
4449 Eメールkankei@city.narita.c 
hiba.jp）へ

※くわしくは同事務局（環境計画課・☎
20-1533）へ。

国際医療福祉大学市民公開講座
認知症予防のために

日時＝6月30日㈭ 午後1時〜2時
会場＝国際医療福祉大学成田キャンパス
テーマ＝お口と認知症
講師＝石

いし
山
やま

寿
ひさ

子
こ

さん（同大学成田保健医
療学部言語聴覚学科准教授）
定員＝80人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同大学総務課（☎20-770 

1）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。気軽に楽しめるので参加してみませ
んか。
日時＝7月8日㈮・29日㈮ 午後6時〜8

時
会場＝市体育館
対象＝小学生以上（小学生は保護者同伴）
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。

図書館講座
体験談から学ぶ

　Web会議サービス「Zoom」でオンラ
イン受講もできます。
日時＝7月17日㈰ 午後2時〜3時30分
会場＝もりんぴあこうづ
テーマ＝夫が脳で倒れたら〜社会復帰の

記録
講師＝三

み
澤
さわ

慶
けい

子
こ

さん（ライター）、轟
とどろき

夕
ゆ

起
き

夫
お

さん（映画評論家）
定員＝50人（オンライン受講は50人・

先着順）
参加費＝無料
申込方法＝市立図書館（☎27-2000）ま

たは同館ホームページ（https://ww 
w.library.city.narita.lg.jp）へ。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（月曜日、6月30日㈭は
休館）へ。

募 集


