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アート・フォト・NARITA
応募作品を展示

　「道」がテーマの公募写真展です。11
月19日㈯午後1時30分からは表彰式と
ピアノの生演奏による朗読のミニコン
サートを開催します。
日時＝11月19日㈯〜12月4日㈰ 午前9

時〜午後7時（19日は午後1時30分か
ら）
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。

市川團十郎浮世絵展
色彩豊かな作品を鑑賞

日時＝11月26日㈯〜1月15日㈰ 午前
10時〜午後5時
会場＝なごみの米屋 スカイタウンギャ

ラリー
内容＝市収蔵品の中から成田山と市

いち
川
かわ

團
だん

十
じゅう

郎
ろう

の深い絆を示す浮世絵など貴
重な品を約50点展示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは文化芸術センター（☎20-1 
133、月曜日は休館）へ。

レ・フレールピアノデュオコンサート
独創的な演奏方法で魅了

　斎
さい

藤
とう

守
もり

也
や

さんと斎
さい

藤
とう

圭
けい

土
と

さんの兄弟
デュオ「レ・フレール」が、1台4手連弾
の熱のこもった演奏を披露します。
日時＝1月14日㈯ 午後3時から
会場＝なごみの米屋 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）＝5,000円
申込方法＝11月22日㈫から文化芸術セ

ンター事務室（スカイタウン成田4階）
へ。申し込み専用フォーム（https://l 
ogoform.jp/f/3GljM）
からも申し込めます。
申し込み専用フォーム
で申し込む場合は席を
選ぶことはできません

※くわしくは文化芸術センター（☎20-
1133、月曜日は休館）へ。

ブラインドサッカーR
共生社会の推進に向けて

　視覚障がいのある人と健常者が一緒に
プレーするブラインドサッカーの日本選
手権が開催されます。また、ワークショッ
プではブラインドサッカーを体験できま
す。
会場＝重兵衛スポーツフィールド中台
（中台運動公園）球技場
日本選手権
日時＝12月10日㈯・11日㈰ 午前11時

〜午後6時（11日は午前10時〜午後5
時。雨天決行）
入場料＝無料
ワークショップ
日時＝12月10日㈯ 午前10時〜11時、午

後2時〜3時、午後4時〜5時（小雨決行）
対象＝おおむね小学4年生以上
定員＝各40人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝動きやすい服装
申込方法＝申し込み専用

フォーム（https://log 
oform.jp/f/9Dr0J）
から申し込む

※日本選手権の観戦を希望する人は当日
直接会場へ。くわしくはスポーツ振興
課（☎20-1584）または市ホームペー
ジ（https://www.city.narita.chiba.
jp/bunka_sports/page0118_002 
10.html）へ。

森口博子＆豊田チカJAZZ LIVE
bayfm SPECIAL LIVE in NARITA

日時＝1月22日㈰ 午後4時から
会場＝なごみの米屋 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）＝5,000円
申込方法＝11月18日㈮から文化芸術セ

ンター事務室（スカイタウン成田4階）
へ。申し込み専用フォーム（https://l 
ogoform.jp/f/u8DC 
s）からも申し込めます。
申し込み専用フォーム
で申し込む場合は席を
選ぶことはできません

※くわしくは文化芸術センター（☎20-
1133、月曜日は休館）へ。

無料空き家セミナー・相談会
管理・相続・解体など

　空き家に関する問題について、弁護士
などの専門知識を持つ講師がセミナーを
行うほか、無料で相談に応じます。
期日＝11月26日㈯
会場＝中央公民館
内容と時間
◦セミナー…午後2時〜2時45分
◦相談会…午後2時45分〜4時15分
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは空き家対策有識者会議・森
もり

田
た

さん（☎043-483-7407）へ。

運動施設の企業広告
会社のPRに利用できます

　市では、民間企業などとの協働により、
一部の運動施設で企業名や商品名がPR
できる有料の企業広告を募集していま
す。
　区画ごとのサイズや料金などは市ス
ポーツ・みどり振興財団
ホームページ（https://
www.park-narita.jp）
で確認してください。
重兵衛スポーツフィールド中台（中台運
動公園）

◦体育館アリーナ（壁面）…13区画
◦球技場（壁面）…10区画
◦野球場（ラバーフェンス）…20区画
大谷津運動公園
◦野球場（ラバーフェンス）…14区画
※くわしくは重兵衛スポーツフィールド

中台（中台運動公園）体育館（☎26-72 
51）へ。

物し催

クリスマスファミリーコンサート
子どもも大人も楽しめる

　軽音楽バンドやキッズ音楽隊などによ
るコンサートを開催します。
日時＝12月11日㈰ 午後1時30分〜3時
会場＝三里塚コミュニティセンター
定員と入場料＝50人（先着順）・無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日は休館）へ。
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体育館のイベント
重兵衛スポーツフィールド中台

　ヨガや体操などで運動不足を解消しま
せんか。
会場＝重兵衛スポーツフィールド中台
（中台運動公園）体育館
対象＝16歳以上の人
定員＝各30人（セルフ整体ストレッチは

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＝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＝12月5日㈪
1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
◦ランタン・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
※くわしくは重兵衛スポーツフィールド

中台（中台運動公園）体育館（☎26-7 
251）へ。

パラスポルト大会
体験して理解を深める

日時＝11月23日（水・祝） 午前9時〜午
後1時
会場＝重兵衛スポーツフィールド中台
（中台運動公園）体育館
内容＝ボッチャ、フライングディスク、

車いすバスケットボールなどの体験
参加費＝300円（保険料など）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、飲

み物
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは成田スポーツアカデミー
（☎36-5318 ホームページhttps://
www.npo-narita-sports.or.jp）へ。

正月用生け花教室
彩りのある作品を

日時＝12月25日㈰ 午後1時30分〜3時
30分
会場＝大栄公民館
内容＝正月用に手軽に飾れる花を生ける
対象＝市内在住・在勤・在学の高校生以上
定員＝18人（応募者多数は抽選）
参加費＝2,000円（材料費）
持ち物＝はさみ、剣山、花器
申込方法＝11月30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
大栄公民館（〒287-0234 松子393 E
メールkominkan@city.narita.chib 
a.jp）へ

※くわしくは同館（☎73-7071、月曜日、
祝日は休館）へ。

大人のためのおはなし会
物語の世界で楽しいひとときを

日時＝12月8日㈭ 午前10時30分〜正午
会場＝市立図書館本館
内容＝「りこうなおきさき」「貧乏の神」な

ど
対象＝16歳以上の人
定員と参加費＝40人（先着順）・無料
申込方法＝市立図書館（☎27-2000）へ。

同館ホームページ（https://www.lib 
rary.city.narita.lg.jp）からも申し込め
ます

※くわしくは同館（月曜日、11月30日
㈬は休館）へ。

ら知お せi

ハロートレーニング
就職やスキルアップのために

　ハロートレーニング（公的職業訓練）は、
希望する仕事に就くために必要な知識や
技術を習得することができる制度です。
　訓練コースは、事務・IT ・製造・介護・
デザイン・システム開発など多種多様な
分野があります。
　一定の条件を満たす人には、受講中の
生活費などが支給される制度があります。
受講料＝無料（在職者・学卒者向けコー

スは有料。教材費などは別途）
※くわしくはハローワーク成田駅前庁舎
（☎89-1700）または千葉労働局ホー
ムページ（https://jsite.mhlw.go.jp/ 
chiba-roudoukyoku）へ。

松崎郵便局
営業を再開します

　道路工事のため営業を休止していた松
崎郵便局が11月22日㈫から営業を再開
します。
※くわしくは松崎郵便局（☎26-8211）へ。

オリジナルフレーム切手
成田祇園祭・うなりくん

　各町内の山車・屋台の写真を使用した
84円切手（10枚1シート）を11月18日
㈮から販売します。また、JR成田駅参
道口へのうなりくんポストの設置を記念
して、うなりくんのデザインを使用した
84円切手（5枚1シート）も同日から販売
します。
販売場所＝成田市・富里市・佐倉市・

酒々井町・栄町の郵便局（うなりくん
オリジナルフレーム切手は成田市の郵
便局または郵便局のネットショップ（h 
ttps://www.shop.post.japanpos 
t.jp/shop/default.aspx））
価格（1シート当たり）＝1,330円（うな

りくんオリジナルフレーム切手は920 
円）
販売数＝各300部
※くわしくは平日の午前9時〜午後5時

に日本郵便㈱（☎048-600-1043）へ。
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世界の料理を楽しむ会
ウクライナの家庭の味を伝授

日時＝12月17日㈯ 午前10時から
会場＝中央公民館
内容＝ウクライナ出身の講師と一緒に

カッテージチーズを使ったパンケーキ
風のウクライナのスイーツなどを作る
定員＝15人（先着順）
参加費＝1,000円（国際交流協会会員は

700円。材料費など）
持ち物＝エプロン、三角巾
※申し込みは成田市国際交流協会（☎23- 

3231）へ。

お正月の壁飾りを作ろう
新年に向けて

　造花を使って正月用の壁飾りを作りま
す。簡単にできるので気軽に参加してみ
ませんか。
日時＝12月21日㈬ 午後1時30分〜4時
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝18歳以上の人
定員＝8人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費）
※申し込みは11月19日㈯から三里塚コ

ミュニティセンター（☎40-4880、月
曜日は休館）へ。

大栄B&G海洋センターのイベント
運動不足の解消に

筋膜リリース
日時＝1月13日㈮・27日㈮ 午前10時〜

11時30分
会場＝大栄B&G海洋センター
対象＝16歳以上の人
定員＝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）

※申し込みは大栄B＆G海洋センター（☎ 
73-5110、月曜日は休館）へ。

学校などで働きませんか
勤務期間＝4月1日〜3月31日
応�募方法＝封筒に職種を書き、写真（6カ月以内に撮影した物）を貼った履歴書を直接または郵送で各応募先へ
職種（募集人員）
勤務場所 応募資格 業務内容 勤務条件 応募期間

応募・問い合わせ先など

①外国人英語講師
（45人程度）
市立小中・義務教育
学校

標準的な英語を話し、
日本語をある程度話
すことができる人

学級担任や英語担当教師
と共に英語を教えるほか、
教材・教具の作成など

勤務日時
①週3〜5日（土・日曜日、祝日を除く。

長期休業期間は1〜5日程度の勤
務あり） 午前8時30分〜午後4時
15分

②週2〜3日（土・日曜日、祝日、長期
休業期間を除く） 午前8時30分〜
午後0時30分
時給＊

①2,330円（社会・雇用保険加入と
期末手当あり）

②1,190円〜1,250円

◦12月23日㈮（必着）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦教育指導課（市役所5階 〒286-85 
85 花崎町760）・☎20-1582

　面接は、①1月18日㈬または19日㈭、
②1月20日㈮

※①は在留カード・パスポート・日本
の運転免許証（持っている人）のコ
ピーも添付

②日本語教育補助員
（15人程度）
市立小中・義務教育
学校

スペイン語・フィリピン
語・中国語・韓国語・
モンゴル語・シンハラ
語・タイ語のいずれ
かで意思疎通ができ、
通訳・翻訳ができる人

スペイン語・フィリピン語・
中国語・韓国語・モンゴ
ル語・シンハラ語・タイ語
を母語とする児童・生徒
への日本語指導の実施、
学校からの通知文の翻訳、
保護者会・面談での通訳
など

③学校図書館司書
（25人程度）
市立小中・義務教育
学校

司書または司書教諭の
資格を持ち、パソコン
操作ができる人

学校図書の選定・管理、学
校図書館の環境整備、読
書指導の補助など

勤務日時
③週3〜5日（土・日曜日、祝日を除

く。長期休業期間は6日程度の勤
務あり） 午前8時〜午後4時15分

④⑤週5日（土・日曜日、祝日を除く。
長期休業期間は5日程度の勤務あ
り）午前8時〜午後3時45分
時給＊

③④1,190円〜1,250円（社会・雇用
保険加入と期末手当あり）

⑤1,460円〜1,490円（社会・雇用
保険加入と期末手当あり）

◦12月23日㈮（必着）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦教育センター（〒286-0033 花崎町
143-6）・☎20-2922

　面接は、③1月16日㈪または17日㈫、
④1月25日㈬または27日㈮、⑤1
月30日㈪または31日㈫

※③は図書館司書証明となる物のコ
ピーも添付。⑤は教員免許状のコ
ピー、更新確認書（更新済みの人）も
添付

④養護補助員
（40人程度）
市立小中・義務教育
学校

障がいのある児童・生
徒の支援に誠意を持っ
て取り組める人

特別支援学級などに在籍
する障がいのある児童・
生徒への支援

⑤特別支援教育支援
員

（20人程度）
市立小中・義務教育
学校

教員免許（小学校また
は中学校）を持ち、発
達障がいなどのある児
童・生徒の支援の知識・
経験がある人

通常の学級に在籍する発
達障がいなどのある児童・
生徒への支援

⑥教育支援センター
指導員

（8人程度）
ふれあいるーむ21

不登校児童・生徒の学
校復帰のための支援に
誠意を持って取り組め
る人

不登校児童・生徒の適応
指導、保護者の相談、学
校との連絡調整など学校
復帰の支援

勤務日時＝水曜日を含む週3日（土・
日曜日、祝日を除く。長期休業期
間は数日の勤務あり） 午前9時〜
午後4時45分

時給＊＝1,190円〜1,250円（社会・
雇用保険加入と期末手当あり）

◦12月23日㈮（必着）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦教育支援センター（〒286-0033 花
崎町143-6）・☎20-1414

　面接は1月23日㈪または24日㈫

＊11月7日時点での予定額。金額は職務経験年数に応じて決定
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自然観察会
坂田ケ池で冬鳥を見つけよう

日時＝12月18日㈰ 午前9時30分〜正午
会場＝坂田ケ池総合公園
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）
申込方法＝12月2日㈮（当日消印有効）

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kank 
ei@city.narita.chiba.jp）へ

※参加費は無料です。くわしくは同事務
局（環境計画課・☎20-1533）へ。

縄文土器の模様を学ぼう
文化財に触れながら

日時＝12月18日㈰ 午前10時〜正午、
午後2時〜4時
会場＝滑河文化財保存展示施設
内容＝縄文土器の特徴を学び、縄などを

使って粘土に模様を付ける
対象＝市内在住・在学の小学生
定員と参加費＝各5人（先着順）・無料
申込方法＝12月5日㈪までに電話・FA 

X・Eメールのいずれかで住所・氏名
（ふりがな）・電話番号・学校名・学年
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。

園芸教室
ガーデニングを始めよう

日時＝12月7日㈬ 午前10時から、午後
2時から
会場＝重兵衛スポーツフィールド中台
（中台運動公園）体育館
内容＝葉

は
牡
ぼ

丹
たん

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＝各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、上履き
※申し込みは11月16日㈬〜12月1日㈭

に重兵衛スポーツフィールド中台（中
台運動公園）体育館（☎26-7251）へ。

図書館講座
受験勉強や就職活動にも

　「学生のための日本経済新聞の読み方」
をテーマに、新聞記事から効率よく情報
収集し理解するこつを学びます。
　Web会議サービス「Zoom」でオンラ
イン受講もできます。
日時＝12月18日㈰ 午後1時30分〜3時
会場＝市立図書館本館
講師＝山

やま
口
ぐち

正
まさ

人
ひと

さん（日本経済新聞社）
対象＝中学生以上
定員と参加費＝70人（オンライン受講は

60人。先着順）・無料
持ち物＝筆記用具
申込方法＝11月18日㈮から市立図書館
（☎27-2000）へ。同館ホームページ（h 
ttps://www.library.city.narita.lg. 
jp）からも申し込めます。オンライン受
講を希望する人は同館ホームページへ

※会場での受講は学生を優先に受け付け
ます。くわしくは同館（月曜日、11月
30日㈬は休館）へ。

こども生け花体験教室
初歩から学ぼう

日時＝12月27日㈫ 午前10時〜正午
会場＝八生公民館
内容＝正月用の花を生けて、華道の初歩

を学ぶ
対象＝市内在住・在学の小学生
定員＝25人（応募者多数は初めての人を

優先に抽選）
参加費＝1,500円（花・花器代など）
申込方法＝12月8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・
教室名を八生公民館（〒286-0846 松
崎317 Eメールkominkan@city.na 
rita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-1533、月曜日、
祝日は休館）へ。

保安講習
危険物取扱者のための

対象＝甲種・乙種・丙種いずれかの危険
物取扱者免状を持っていて、製造所な
どで危険物取扱作業に従事している人

（従事していない人も任意で受講可）
受講料＝4,700円（県収入証紙代）
申込方法＝11月28日㈪〜12月2日㈮に

予防課（市役所地下1階）へ
千葉市文化センター
講習区分と日時
◦給油取扱所従事者…1月20日㈮ 午後

1時40分〜4時40分
◦給油取扱所・石油コンビナート以外の

従事者…1月20日㈮、2月7日㈫・16
日㈭ 午前9時45分〜午後0時45分

（16日は午後1時40分〜4時40分）
◦石油コンビナート従事者…2月7日㈫・

16日㈭ 午後1時40分〜4時40分（16
日は午前9時45分〜午後0時45分）
市原市市民会館
講習区分と日時
◦給油取扱所従事者…1月31日㈫ 午前

9時45分〜午後0時45分
◦石油コンビナート従事者…1月31日

㈫ 午後1時40分〜4時40分
※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

クリスマスリース作り教室
部屋に華やかな装飾を

　ドライフラワーを使ってクリスマス
リースを作ります。手作りのリースを
飾ってクリスマスを迎えませんか。
日時＝12月7日㈬ 午後2時〜4時
会場＝加良部公民館
対象＝市内在住・在勤・在学の18歳以

上の人
定員＝12人（応募者多数は初めての人を

優先に抽選）
参加費＝1,800円（材料費）
持ち物＝はさみ、ペンチ
申込方法＝11月25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
加良部公民館（〒286-0036 加良部
3-4-1 Eメールkominkan@city.nari 
ta.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎28-7961、月曜日、
祝日は休館）へ。

募 集


