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市民ユニカール大会
初心者教室も開催

日時＝2月23日（木・祝） 午前9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
チーム編成＝3人
参加費（1人当たり）＝500円（昼食代・

保険料）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、飲

み物
※申し込みは2月18日㈯までに市ユニ

カール協会・鈴
すず

木
き
さん（☎22-6920）へ。

作って飛ばそう紙ヒコーキ
最長距離を競おう

　よく飛ぶ折り方や投げ方を学び、紙飛
行機を遠くまで飛ばしてみませんか。
日時＝2月11日（土・祝） 午後1時〜3時
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝小学生以上
定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは1月17日㈫から同館（☎27- 

5252、第4月曜日は休館）へ。

ら知お せi

市契約の臨海宿泊施設
助成を終了します

　休暇村館山・蓮沼ガーデンハウスマ
リーノ・鵜原民宿組合・岩井民宿組合の
利用料金の一部を助成していた臨海宿泊
施設利用者助成制度は、3月31日㈮宿
泊分をもって終了します。
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 

84）へ。

市議会定例会
2月10日に開会

　定例会の日程や内容は、市ホームペー
ジ（https://www.city.narita.chiba.j 
p/gikai/index.html）で確認してくださ
い。
　請願・陳情は、2月3日㈮午後5時ま
でに議会事務局（市役所議会棟2階）へ提
出してください。
※くわしくは同事務局（☎20-1570）へ。

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。

物し催

實川風ピアノリサイタル
気鋭の若手ピアニスト

日時＝3月21日（火・祝） 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＝270人（先着順）
入場料（全席指定）＝4,000円（高校生以

下は3,000円）
申込方法＝1月24日㈫午前10時から文

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://logoform.
jp/f/X58RV）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（☎20-1 
133、月曜日は休館）へ。

青少年劇場
親子で楽しめる

日時＝2月25日㈯・26日㈰ 午前11時3 
0分から、午後2時から
会場＝なごみの米屋 スカイタウンホール
公演作品＝ともだちや
出演＝劇団うりんこ
定員＝各250人（先着順）
入場料（全席自由）＝1,000円（小学生以

下は無料）
入場券販売開始日＝1月15日㈰（国際文

化会館は1月17日㈫）
入場券販売場所＝子どもプラザ成田（飯

田町）、子どもプラザ成田ホームペー
ジ（https://www.kopunari.com/o 
shirase）、国際文化会館

※小学生以下も事前に申し込みが必要で
す。くわしくは子どもプラザ成田（☎
29-1387）へ。

消費生活モニター
学んだ知識や情報を広めよう

　消費生活に関する講義や意見交換で学
んだ知識を広める消費生活モニターを募
集します。
応募資格＝市内在住の18歳以上で、月

1回の会議などに出席できる人
募集人員＝20人（選考あり）
任期＝4月1日〜3月31日
応募方法＝2月28日㈫までに商工課（市

役所4階）または市ホームページ（http 
s://www.city.narita.chiba.jp/do 
wnload/page152100.html）にある
申込書を同課へ。提出時に簡単な面接
を行います
※くわしくは同課（☎20-1622）へ。

うなバレー大会
柔らかいボールで楽しめる

　うなバレーはミニバレーをアレンジし
た競技で、うなりくんを描いたビニール
ボールを使います。子どもから大人まで
誰でも楽しむことができるので、気軽に
参加してみませんか。
日時＝2月25日㈯ 午前9時〜午後3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
チーム編成＝5〜8人（男女混合）
区分と対象
◦子どもの部…小学生以下
◦大人の部…中学生以上
参加費（1人当たり）＝300円（保険料）
※1人でも参加できます。申し込みは2

月10日㈮までに市スポーツ推進委員
連絡協議会事務局（スポーツ振興課・
☎20-1584）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8日㈬・15日㈬ 午前9時30分
〜正午
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
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前日までに市バ

ウンドテニス協会・山
やま

田
だ

さん（☎090-
5312-6805）へ。
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自衛官候補生
国を守る力に

応募資格＝18〜32歳の人
※年間を通して随時受け付けています。

くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎
22-6275）へ。

防災講演会
いざという時に備えて

日時＝2月18日㈯ 午後2時〜3時30分
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝災害に負けない!自助と共助の

まちづくり
講師＝重

しげ
川
かわ

希
き

志
し

依
え

さん（常葉大学大学院
環境防災研究科教授）
定員＝100人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝2月14日㈫までに電話また

はEメールで氏名・電話番号・講演会
名を危機管理課（☎20-1523 Eメール
kikikanri@city.narita.chiba.jp）へ

※手話通訳・要約筆記があります。くわ
しくは同課へ。

水墨画教室
和紙との調和を学ぶ

日時＝2月10日・17日・24日、3月3日・
10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

由な発想で楽しみながら作品を描く
対象＝市内在住・在勤・在学の18歳以

上の人
定員＝16人（応募者多数は初めての人を

優先に抽選）
参加費＝1,000円（材料費）
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）・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。

体育館のイベント
重兵衛スポーツフィールド中台

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＝2月6日㈪
3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（☎26-72 
51）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2日㈭・16日㈭ 午前10時〜
正午
会場＝大栄公民館
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは各開催日の3日前までに市

フォークダンス協会・岩
いわ

隈
くま

さん（☎09 
0-2649-6751）へ。

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
※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。

市民硬式テニス教室
初心者でも楽しめる

　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を行います。気
軽に参加してみませんか。
日時＝2月4日㈯ 正午〜午後2時30分
会場＝重兵衛スポーツフィールド中台（中

台運動公園）テニスコート
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・林
はやし

さん（☎
090-4063-5859）へ。

消費者講座
ネットショッピングの落とし穴

日時＝2月7日㈫ 午後1時30分〜3時30
分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝インターネットショッピングを利

用する時の注意点やよくあるトラブル
などを学ぶ
講師＝高

たか
橋
はし

千
ち

寿
づ

子
こ

さん（消費生活相談員）
定員＝50人（先着順）
参加費＝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。

募 集
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自然観察会
春の息吹を探そう

　自然観察指導員と一緒に、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＝3月4日㈯ 午前9時30分〜正午
集合場所＝JR成田駅参道口
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10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・☎
20-1533）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）
セルフケア・ヨガ教室
日時＝3月3日㈮・17日㈮・24日㈮ 午後

3時〜4時
筋膜リリース
日時＝3月10日㈮・24日㈮ 午前10時〜

11時30分
ヨガ教室
日時＝3月15日㈬ 午前10時30分〜11

時45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。

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5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10日㈮
※くわしくは文化国際課（☎20-1534）へ。

介護事務講習会
管理士の資格取得を目指して

日時＝2月14日㈫〜3月7日㈫の平日（全
15回） 午前10時〜午後4時
会場＝勤労会館（不動ケ岡）
対象＝市に住民記録があり、現在求職中

で、介護事務管理士の資格を取得し就
職しようとする人
定員＝20人（応募者多数は選考）
受講料＝9,900円（教材費。検定料など

は別途）
申込方法＝2月3日㈮（必着）までに商工

課（市役所4階）または市ホームページ
（https://www.city.narita.chiba.j 
p/kurashi/page0137_00001.html）
にある申込書を直接または郵送で同課

（〒286-8585 花崎町760）へ
※くわしくは同課（☎20-1622）へ。

New Year Party!
世界の歌や踊りを堪能

　さまざまな国の人と歌や踊り、ゲーム
などを通して交流を深めながら、新年を
一緒に祝いませんか。
日時＝2月18日㈯ 午後1時から
会場＝中央公民館
定員＝100人（先着順）
参加費＝500円（高校生以下は無料。お

土産代など）
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは成田市国際交流協会（☎23-
3231）へ。

成田の文化研究〜廃線探索
軽便鉄道の軌跡をたどる

日時＝2月19日㈰ 午後2時〜3時30分
会場＝国際文化会館
テーマ＝成田鉄道多古線跡を訪ねて
講師＝矢

や
嶋
じま

毅
たか

之
ゆき

さん（成田山霊光館学芸
員）
定員＝50人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは国際文化会館（☎23-1331、

月曜日、祝日の翌日は休館）へ。

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/downloa 
d/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

※年間を通して随時受け付けています。
くわしくは同課（☎20-1534）へ。

フラワーアレンジメント教室
季節の花で部屋を明るく

日時＝2月16日㈭ 午前10時〜11時、午
後1時〜2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＝季節の花を使ってブーケを作る
定員＝各7人（先着順）
参加費＝3,500円（材料費など）
持ち物＝園芸用はさみ、筆記用具、上履き
※申し込みは1月17日㈫から重兵衛ス

ポーツフィールド中台（中台運動公園）
体育館（☎26-7251）へ。

思春期子育てふれあいゼミナール
年頃の子どもとの接し方を学ぶ

　思春期の子どもへの触れ合い方や声掛
けの方法などを学びます。子育てに役立
つアドバイスが聞けるので参加してみま
せんか。
日時＝2月4日㈯・18日㈯・25日㈯（全

3回） 午前10時〜正午
会場＝中央公民館
講師＝富

とみ
澤
ざわ
優
ゆう
江
こ

さん（親業訓練協会シニ
アインストラクター）
対象＝市内在住・在勤の人、市内在学の

小学生〜高校生の保護者
定員＝18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・教室名を中央公民
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、祝日は休館）へ。

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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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＝3月1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7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（〒286-0017 
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、祝日は休館）へ。

保健福祉審議会
委員を募集します

　市では、保健・医療・福祉施策の計画
や運営などに市民の皆さんの意見を広く
反映させるため委員の一部を募集します。
応募資格＝市内在住で、令和5年4月1

日時点で20〜74歳の人（ほかの審議会
の委員に委嘱されている人などは除く）
募集人員＝2人
任期＝令和5年4月1日〜7年3月31日
応募方法＝2月10日㈮（必着）までに写

真を貼った履歴書と応募理由（400字
程度）を直接または郵送で社会福祉課

（市役所議会棟1階 〒286-8585 花
崎町760）へ

※くわしくは同課（☎20-1536）へ。

自動販売機の設置事業者
市内の公共施設に

　市では、市内の公共施設に自動販売機
を設置する事業者を募集しています。
募集期間＝2月14日㈫ 午後5時まで
※くわしくは管財課（☎20-1552）または

市ホームページ（https://www.city.
narita.chiba.jp/business/page0 
108_00009.html）へ。

キッズテントをつくろう
自分だけの秘密基地

　新聞紙などの身近にある物を使って、
人が入れるテントを作ります。教わりな
がら作れるので、気軽に参加してみませ
んか。
日時＝2月5日㈰ 午前10時〜11時30分
会場＝子ども館
対象＝小学生と保護者
定員＝10組（応募者多数は抽選）
参加費＝150円（材料費）
持ち物＝新聞紙5日分、セロハンテープ、

輪ゴム10本、布ガムテープ
申込方法＝1月20日㈮までに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、イ
ベント名を子ども館（Eメールkodom 
okan-event@roukyou.gr.jp）へ。1月
21日㈯午前10時〜午後5時は電話（☎
20-6300）から申し込めます

※くわしくは同館（月曜日、第3日曜日は
休館）へ。

ユネスコ写真展の作品
「気になる野に咲く花」をテーマに

　成田ユネスコ協会では、豊かな自然を
未来に引き継ぐための写真を募集しま
す。身近にある成田の魅力を未来に残し
ませんか。
対象＝市内在住・在勤・在学の人
テーマ＝身近にあるチョット「気になる

野に咲く花」
規格＝ワイド四つ切り・カラープリント
（家庭用プリンターで印刷する場合は
A4判）
応募方法＝7月18日㈫（当日消印有効）ま

でに公民館などにある応募用紙を写真
の裏面に貼って、直接または郵送で成
田ユネスコ協会事務局（生涯学習課・市
役所5階 〒286-8585 花崎町760）へ

※くわしくは同事務局（☎20-1583）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12日㈰・19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＝瀧

たき
和
かづ

夫
お

さん（千葉工業大学名誉教
授）ほか
対象＝市内在住・在学の小学生
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料（教材費は実費）
申込方法＝2月2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.nar 
ita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日、祝日は休館）へ。

はじめてのチョークアート教室
グラデーションを楽しむ

日時＝2月26日㈰ 午後1時〜3時
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝専用のチョークでボードに絵を描

き、指で混ぜ合わせて色を付ける
対象＝中学生以上
定員＝8人（先着順）
参加費＝1,000円（材料費）
※申し込みは1月21日㈯から同センター
（☎40-4880、月曜日は休館）へ。

赤ちゃんがきた!講座
子育てに必要な知識を学ぶ

日時＝2月21日㈫・28日㈫、3月7日㈫・
14日㈫（全4回） 午前10時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝市内在住で令和4年10〜12月生

まれの第1子と母親
定員＝10組（先着順）
参加費＝1,100円（テキスト代）
申込方法＝電話またはEメールで住所・

親子の氏名（ふりがな）・子どもの生年
月日・電話番号を公津の杜なかよしひ
ろば（☎27-7300 Eメールkozunaka 
yoshi@yahoo.co.jp）へ
※くわしくは公津の杜なかよしひろば
（第4月曜日は休館）へ。

募 集


