親子食育教室
日時＝7月29日㈮ 午前10時〜正午

ジュニアボウリング
体験教室

親子で学ぶ消費者移動教室
日時＝8月3日㈬ 午前9時〜午後4時

会場＝保健福祉館

日時＝7月24日㈰ 午後1時〜2時30分

集合場所＝市役所1階ロビー

内容＝おやつ作り、栄養士による食育に

会場＝ラクゾー成田店
（ボンベルタ成田

行き先＝朝日プリンテック船橋工場、千

関するクイズ・講話など
対象＝市内在住の年長、小学1・2年生と
保護者

葉県消費者センター
（船橋市）

5階）
内容＝インストラクターからルール・マ
ナーの講義や投球指導を受ける

定員と参加費＝6組12人
（先着順）
・無料

対象＝小学生
（保護者同伴）

持ち物＝エプロン、三角巾

定員と参加費＝15人
（先着順）
・1,000円

申込方法＝電話またはEメールで参加者

持ち物＝運動のできる服装、靴下、タオル

レルギーがある場合は食品名、電話番

※申し込みは7月20日㈬までに市ボウ

号、子どもの園名・学校名・学年を健

リング協会事務局・間嶋さん、齊藤さ

康増進課
（☎27-1111 Eメールkenk

ん
（ラクゾー成田店・☎33-6752）
へ。

o@city.narita.chiba.jp）
へ

阿波おどり教室

さいとう

もりんぴあ工作教室
日時＝8月10日㈬ 午前10時〜11時30
分、午後1時〜2時30分

日時＝7月28日㈭ 午前10時〜正午

会場＝もりんぴあこうづ

会場＝中央公民館

内容＝型を作って金属を流し込み、紙や

内容＝阿波おどりを通して伝統芸能を学
び、練習した踊りを発表する
対象＝市内在住・在学の2歳〜小学生
（保
護者も可）
定員＝20人
（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
持ち物＝動きやすい服装、運動靴、タオ
ル、飲み物
申込方法＝7月14日㈭
（必着）
までに、は
がきまたはEメールで参加者全員の住
所・氏名
（ふりがな）
、電話番号、子ど
もの学校名・学年
（未就学児は年齢）
、
教室名を中央公民館
（〒286-0017 赤

対象＝市内在住の小学生と保護者
定員と参加費＝10組20人
（応募者多数

全員の住所・氏名
（ふりがな）
・食物ア

※くわしくは同課へ。

るほか、ボードゲームなどで消費者ト
ラブルに遭わないための心構えを学ぶ

（ゲーム代。貸靴代は別途）

ま しま

内容＝新聞を印刷する最新機械を見学す

すりでこすってメダルを作る
対象＝小学3〜6年生
定員＝各10人
（先着順）
参加費＝300円
（材料費）
持ち物＝エプロンまたは汚れてもよい服
装、筆記用具、タオル、飲み物
※申し込みは7月3日㈰から、もりんぴ
あこうづ
（☎27-5252、第4月曜日は
休館）
へ。

子ども絵画教室
日時＝7月29日㈮、8月5日㈮・12日㈮・
19日㈮
（全4回）午前10時〜正午

は初めての人を優先に先着順）
・無料
持ち物＝昼食、飲み物
申込方法＝7月15日㈮までに電話また
はEメールで参加者全員の住所・氏名
（ふりがな）
・性別、電話番号、子ども
の学年、教室の参加経験の有無を商工
課
（☎20-1622 Eメールshoko@city.
narita.chiba.jp）
へ
※くわしくは同課へ。

親子で楽しむ
歩行ロボッ
ト工作教室
日時＝8月20日㈯・21日㈰
（全2回）午前
9時〜午後3時
会場＝下総公民館
内容＝本格的な工具を使って6足歩行ロ
ボットを作り、タイムレースを行う
対象＝市内在住・在学の小学4〜6年生
と保護者
定員＝20組40人
（応募者多数は初めて
の人を優先に抽選）
参加費＝2,000円
（教材費）
持ち物＝筆記用具、子ども用の軍手
申込方法＝7月29日㈮
（必着）
までに、は

坂1-1-3 Eメールkominkan@city.n

会場＝橋賀台公民館

arita.chiba.jp）
へ

内容＝水彩画の技法を学び、作品を描く

がきまたはEメールで参加者全員の住

対象＝市内在住・在学の小学4〜6年生

所・氏名
（ふりがな）
、電話番号、子ど

定員＝15人
（応募者多数は抽選）

もの学校名・学年、教室名を下総公民

参加費＝無料

館
（〒289-0108 高岡1435 Eメール

持ち物＝水彩絵の具、筆、パレット、バ

kominkan@city.narita.chiba.jp）
へ

※くわしくは同館
（☎27-5911、第1月
曜日、祝日、7月19日㈫は休館）
へ。

親子リサイクル教室
日時＝7月30日㈯ 午後1時〜4時

ケツ、
鉛筆
（2B以上）
、
消しゴム、
スケッ

会場＝リサイクルプラザ

チブックや画用紙、雑巾

内容＝使わなくなった木綿の布で草履を
作る

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・

定員と参加費＝10組
（先着順）
・無料

教室名を橋賀台公民館
（〒286-0037

持ち物＝木綿の布50本
（1本当たり5cm

橋賀台1-43-1 Eメールkominkan@

×80cm）
、裁縫道具、はさみ、座布団
を除く）
へ。

祝日、7月19日㈫は休館）
へ。

申込方法＝7月13日㈬
（必着）
までに、は

対象＝小学生と保護者

※申し込みは同館
（☎36-1000、祝日

※くわしくは同館
（☎96-0090、月曜日、

city.narita.chiba.jp）
へ
※くわしくは同館
（☎26-9695、月曜日、
祝日、7月19日㈫は休館）
へ。

部品を組み合わせて作る

＊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
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夏休みのイベント
公民館や市内の施設などで、さまざまな催しが開催されます。
家族や友達と参加して、楽しい思い出をつくりませんか。

科学あそび講座

こども絵手紙教室

親子木工ひろば

日時＝7月28日㈭ 午前10時〜正午、午

日時＝8月6日㈯ 午後1時30分〜3時30

日時＝7月29日㈮〜31日㈰ 午前9時30

後2時〜4時

分

会場＝市立図書館本館

会場＝三里塚コミュニティセンター

会場＝子ども館

内容＝光の反射について学び、万華鏡を

内容＝絵手紙の手法で色紙に絵を描く

内容＝木材を使って自由に工作する

対象＝小学生
（3年生以下は保護者同伴）

対象＝小学生と保護者

講師＝坂口美佳子さん
（科学読物研究会）

定員と参加費＝10人
（先着順）
・無料

定員＝各5組
（応募者多数は抽選）

対象＝市内在住の小学2〜6年生

持ち物＝描きたい物
（花や果物など）

参加費＝100円
（材料費）

定員＝各30人
（先着順）

※申し込みは7月5日㈫から同センター

申込方法＝7月9日㈯までにEメールで

作る

さかぐち み か こ

参加費＝無料

（☎40-4880、月曜日は休館）
へ。

持ち物＝鉛筆、はさみ、セロハンテープ、

拓本教室

のり、汚れてもよいタオル、持ち帰り
用の袋

日時＝7月31日㈰ 午前10時〜正午、午

※申し込みは7月5日㈫から市立図書館
（☎27-2000）
へ。

学校プール一般開放

後2時〜4時
会場＝滑河文化財保存展示施設
内容＝市内で出土した土器の模様を紙に
写して拓本を作る

学校と開放期間

対象＝市内在住・在学の小学生

◦豊住小学校…7月21日㈭〜31日㈰

定員と参加費＝各5人
（先着順）
・無料

◦下総みどり学園…8月1日㈪〜10日㈬

申込方法＝7月15日㈮までに電話・FA

時間＝午前10時〜正午、午後1時〜3時

X・Eメールのいずれかで住所・氏名

対象＝市内在住・在勤・在学の人
（未就

（ふりがな）
・電話番号・学校名・学年

学児は保護者同伴）
※利用料は無料です。くわしくはスポー
ツ振興課
（☎20-1584）
へ。

こども日本語教室

を生涯学習課
（☎20-1583 FAX24-4
326 Eメールshogaku@city.narita.
chiba.jp）
へ
※くわしくは同課へ。

市営プール

日時＝7月26日㈫、8月2日㈫・9日㈫・
16日㈫
（全4回）午後2時〜4時
会場＝中央公民館

期間＝7月2日㈯・3日㈰・9日㈯・10日
㈰、7月16日㈯〜8月31日㈬

内容＝学校の勉強に役立つ日本語の読み
書きや会話を学ぶ
おか だ ゆき お

講師＝岡田幸雄さん
（認定日本語講師）
対象＝市内在住・在学の外国籍の小学生
定員＝18人
（応募者多数は抽選）
参加費＝無料

電話番号、子どもの学校名・学年、行
事名、希望する日時を子ども館
（Eメー
ルkodomokan-event@roukyou.g
r.jp）
へ。7月9日㈯午前10時〜午後6
時は電話
（☎20-6300）
からも申し込
めます
※くわしくは同館へ。

親子ちょきん箱工作教室
日時＝7月23日㈯ 午前10時〜11時30
分
会場＝久住公民館
内容＝絵の具で色を付けた粘土で容器を
包み、好きな形の貯金箱を作る
対象＝市内在住・在学の小学生と保護者
定員＝8組16人
（応募者多数は抽選）
参加費＝1,500円
（材料費）
申込方法＝7月13日㈬
（必着）までに、
はがきまたはEメールで参加者全員の
住所・氏名
（ふりがな）
、電話番号、子

時間＝午前9時30分〜11時30分、午後

どもの学校名・学年、教室名を久住公

1時30分〜3時30分
（7月16日〜8月

民館
（〒286-0814 幡谷922-2 Eメール

15日は午前9時30分〜正午、午後2

kominkan＠city.narita.chiba.jp）
へ

時〜4時30分）
場所＝中台運動公園水泳プール、大谷津

※くわしくは同館
（☎36-1646、月曜日、
7月19日㈫は休館）
へ。

対象＝市内在住・在勤・在学の人

がきまたはEメールで住所・氏名・保護

利用料
（1回当たり）
＝小中学生50円、高

者の電話番号・教室名を中央公民館
（〒

校生以上110円
（未就学児は無料）

286-0017 赤坂1-1-3 Eメールkom

※くわしくは市体育館
（☎26-7251）
また

inkan＠city.narita.chiba.jp）
へ
※くわしくは同館
（☎27-5911、第1月
曜日、祝日、7月19日㈫は休館）
へ。
広報なりた 2022.7.1

参加者全員の住所・氏名
（ふりがな）
、

運動公園水泳プール

申込方法＝7月14日㈭
（必着）
までに、は

9

分〜11時、午後2時〜3時30分

は市スポーツ・みどり振興財団ホーム
ページ
（https://www.park-narita.
jp）
へ。

☎／市外局番の記載のないものは
「0476」
です

思い思いに飾り付けて

