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そらのまちフェスティバル
航空科学博物館で

　成田空港と周辺地域が共生する「そら
のまち」を身近に感じてもらうため「そら
のまちフェスティバル」を開催します。
　航空会社各社による子ども向けの仕事
体験や地元農産物を使用したメニューを
提供するキッチンカーの出店など、さま
ざまな催しが行われます。
　家族や友人を誘って参加してみません
か。
日時＝4月2日㈰ 午前10時〜午後4時
会場＝航空科学博物館（芝山町）
入場料＝無料（入館料は実費）
※くわしくは成田国際空港地域ビジネス事

業準備チーム（☎080-2040-2076）へ。

自閉症の方が描いた絵画展
発達障がいなどのある人の作品を

　4月2日㈰は「世界自閉症啓発デー」、
4月2日㈰〜8日㈯は「発達障害啓発週
間」です。
　これに合わせて、自閉症などの発達障が
いのある人たちが描いた絵画を展示しま
す。
期間＝4月4日㈫〜10日㈪
会場＝市役所1階ロビー
※くわしくは障がい者福祉課（☎20-15 

39 FAX24-2367）へ。

もりんぴあ春の芸術祭
多様なアートに触れて

　地域で活動しているアーティストによ
る、絵画・彫刻・陶芸・書道・写真・手
工芸・染織などの作品を展示します。
　多様な感性に触れ、アートを身近に感
じてみませんか。
日時＝3月28日㈫〜4月13日㈭ 午前9

時〜午後7時（13日は午後3時まで）
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）へ。

イースタン・リーグ公式戦
千葉ロッテ対読売ジャイアンツ

　公式戦ならではのプライドを懸けた熱
い戦いを観戦しませんか。
日時＝5月6日㈯ 午後1時から
会場＝ナスパ・スタジアム
前売り券
◦特別内野席（椅子席）…1,500円（中学

生以下は1,000円）
◦内野芝生席…700円
◦外野芝生席…300円
販売期間＝3月22日㈬〜5月2日㈫
販売場所＝スポーツ振興課（市役所4階）、

成田商工会議所、成田市東商工会本所、
千葉ロッテマリーンズ成田後援会事務
局（ホテル日航成田内）

※くわしくは同事務局（☎32-1144 ホー
ムページhttps://www.narita-mari 
nes.com）へ。

選挙人名簿
登録者数が確定

　令和5年3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 ……………52,309人
◦女 ……………52,889人
◦合計 ……… 105,198人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

20-1510・総務課内）へ。

NARITA Enjoy Morning
ベイエフエムで放送中

　ベイエフエム（78MHz）で2分間の市の
広報番組「NARITA Enjoy Morning」を
放送しています。
　インターネットストリーミングによる
放送「r

ラ ジ コ
adiko」（https://radiko.jp）でも

聴くことができます。スマートフォンで
聴く場合はradikoのホー
ムページにアクセスし、
アプリをダウンロードし
てください。
放送日時＝火曜日 午前8時57分〜8時

59分
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

さくらの山
公共交通機関を使って

　3月中旬〜5月中旬は、さくらの山周
辺の道路が大変混雑します。駐車スペー
スに限りがあるため、できる限り公共交
通機関を利用してください。
　バスの時刻表などは成田市観光協会
ホームページ「FEEL成田」

（https://www.nrtk.jp 
/enjoy/attraction/sa 
kuranoyama.html）で確
認してください。
※くわしくは空の駅さくら館（☎33-33 

09）へ。

　成田市市民栄誉賞受賞者であるスポーツ庁長官・室
むろ

伏
ふし

広
こう

治
じ

さんから、本市が
表彰を受けました。この表彰は、本市独自の取り組みである共生社会推進プロ
ジェクト「PARA Beats!」が、スポーツを通じた国際交流の取り組みとして評
価されたものです。
　PARA Beats! は、東京オリンピック・パラリンピックを契機に交流を深め
ているアイルランド・パラリンピック委員会と
協力して行っている取り組みで、スポーツを通
じて障がいのある人への理解を深める催しなど
を行っています。
　市では、今後も同大会で培ったレガシーを活
用し、共生社会の実現のため、さまざまな事業
に取り組んでいきます。

スポーツ庁長官表彰を受賞

満開の桜並木
賞状を受け取る小泉市長
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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（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＝4月3日㈪
5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
◦ランタン・ヨガ
◦リフレッシュ・ヨガ
◦健康増進フィットネス体操
◦骨盤体操
◦健康リズム体操
◦筋膜リリース
◦脳と身体のコンディショニング
◦ピラティス教室
◦マラソンピラティス
◦スロートレーニング教室
※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。

成田市国際交流協会
一緒に活動しませんか

　成田市国際交流協会では、市民と外国
人が共に暮らしやすいまちづくりを目指
して、市内に住む外国人と日本人の交流
を図るイベントの開催や、市の友好・姉
妹都市との交流を行っています。
　語学力を生かしたい人や国際交流に興
味のある人は会員になりませんか。
活動内容＝国際交流イベントの企画・運

営、語学ボランティア、会報誌の編集・
発行（年4回）など
年会費
◦個人…1,000円（学生は500円）
◦団体・法人…5,000円
申込方法＝成田市国際交流協会（市役所

4階文化国際課内）または同協会ホー
ムページ（http://www.ngy.3web.
ne.jp/~nifs）にある入会申込書を直接
または郵送で同協会（〒286-8585 
花崎町760）へ。申し込み専用フォー
ム（https://forms.gl 
e/6y6YMr3NyyY4 
LLDk6）からも申し込
めます

※くわしくは同協会（☎23-3231）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）
エクササイズ・ヨガ教室
日時＝5月10日㈬・24日㈬ 午前10時

30分〜11時45分
筋膜リリース
日時＝5月12日㈮・26日㈮ 午前10時〜

11時30分
ヨガ教室
日時＝5月17日㈬ 午前10時30分〜11時

45分
セルフケア・ヨガ教室
日時＝5月19日㈮・26日㈮ 午後3時〜

4時
※申し込みは大栄B&G海洋センター（☎

73-5110、月曜日は休館）へ。

ら知お せi

ラジオ広報なりた
市内のFM放送局で

　ラジオ広報なりたは「耳で聴く広報な
りた」として、広報紙に掲載した市から
のお知らせやイベント情報の中から内容
を厳選して放送しています。
　ラジオ成田ホームページ（https://ra 
dio-narita.com）でも聴
くことができます。
　通勤中などにぜひ聴
いてみてください。
放送局＝ラジオ成田（83.7MHz）
放送日時＝毎日 午前9時〜9時5分、正

午〜午後0時5分
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

花苗の配布・施設の開放
3月27日は市民の日

　市民の日を記念して、次の日程で花苗
の配布や施設の開放を行います。
花苗の無料配布
日時＝3月27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
定員＝300人（先着順。1人1苗まで）
施設の無料開放
施設と利用日時
◦重兵衛スポーツフィールド中台（中台

運動公園）体育館トレーニング室・卓
球室・剣道場・柔道場・弓道場（個人
利用のみ）…3月27日 午前9時〜午後9
時

◦坂田ケ池総合公園キャンプ場…3月27
日 午前9時〜午後4時（宿泊は26日㈰
午後4時〜28日㈫午前9時）

※施設の利用は予約が優先されます。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（☎26-725 
1）、坂田ケ池総合公園管理事務所（☎
29-1161）へ。

募 集

心身ともにリラックス

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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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＝4月13日㈭・20日㈭ 午前9時30

分〜11時45分
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。

健康ボウリング教室
適度な運動で若々しく

日時＝4月17日・24日、5月1日・8日・
15日・22日の月曜日（全6回） 午後1
時30分〜3時
会場＝ラクゾー成田店（ボンベルタ成田

5階）
内容＝インストラクターによる実技指導
定員＝20人（先着順）
参加費＝3,000円（ゲーム代。貸靴代は

別途）
持ち物＝運動のできる服装、靴下、タオル
※申し込みは4月10日㈪までに市ボウ

リング協会・間
ま

嶋
しま

さん、齊
さい

藤
とう

さん（ラ
クゾー成田店・☎33-6752）へ。

やさしいにほんごクラス
Japanese lesson

　日常で使う簡単な日本語を学びません
か。
　講座を受講するには、参加費のほかに
成田市国際交流協会の入会金1,000円

（学生は500円）が必要です。
日時＝5月11日・18日・25日、6月1日・

8日・15日・22日、7月6日・13日・
20日・27日、9月7日・14日・21日・
28日、10月5日・12日・19日・26日、
11月2日・9日・16日・30日、12月
7日・14日・21日、1月11日・18日・
25日、2月1日の木曜日（全30回） 午
後6時30分〜8時
会場＝男女共同参画センター
対象＝ひらがなやカタカナが読める外国

人、日本語能力試験N5・4レベルの
取得を目指す人
定員＝20人（先着順）
参加費＝4,200円（教材費）
申込方法＝成田市国際交流協会（☎23-

3231）へ。申し込み専用フォーム（htt 
ps://forms.gle/1tg 
EkQUtCVByfdGf8）
からも申し込めます

※くわしくは同協会へ。

外国人のための日本語教室
Let`s Communicate

　初歩的な日常会話や日本の生活習慣な
どを学びます。
日時＝①4月4日から毎週火曜日②4月7

日から毎週金曜日 午前10時〜正午
会場＝中央公民館
対象＝市内・近隣市町に在住の外国人
定員＝①15人②10人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝在留カードまたはパスポート
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日・祝日は休館）へ。

もりんぴあ むりょう塾
学びをサポート

　「学校の勉強が難しくなってきた」「自
習のやり方がわからない」と感じていま
せんか。
　ボランティアの講師が子どもたちの学
習をサポートしますので気軽に参加して
みませんか。
日時＝第1土曜日 午前9時30分〜11時

30分（8月は第3土曜日）
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝小学生〜高校生
参加費＝無料
持ち物＝教科書や参考書など勉強したい

物、飲み物
※申し込みは、むりょう塾・吉

よし
岡
おか

さん（☎
22-4190）へ。

スポーツ教室に
参加しませんか

種目 開催日 時間 場所 対象

剣　道 火・金・日曜日 午後6時〜8時30分

剣道場

市内在住の小学生以上
日曜日 午前9時〜正午 小学生以上

空手道 水曜日 午後7時〜9時 小学生以上日曜日 午後3時〜5時
空　道 土曜日 午後2時30分〜4時30分

柔道場

小学生以上
柔　道 火・土曜日 午後5時30分〜8時 小中学生

合気道

第1・3・5水曜日
金曜日

午後6時30分〜8時30分
（小学生は午後7時30分まで） 市内在住・在勤・在学の原則小学4年

生以上日曜日 午後2時〜4時
（小学生は午後3時まで）

弓　道 火・木曜日 午後5時〜9時 弓道場 市内在住・在勤・在学の高校生以上
（未経験者の受け付けは4月末まで）水・土曜日 午前9時〜正午

　市スポーツ協会では、スポーツ教室の参加者を募集します。申し込みは重
兵衛スポーツフィールド中台（中台運動公園）体育館内の各会場で随時受け付
けます。教室に参加するには、参加費（保険料など）が必要です。くわしくは
市スポーツ協会事務局（☎33-3811）へ。

広 報 なり た

市ホームページで閲覧できます。
https://www.city.narita.chiba.jpURL

PDF版・電子ブック版
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「第九」合唱団
開館10周年を祝おう

　3月10日㈰に行われる「もりんぴあこ
うづ開館10周年記念公演」で、ベートー
べン交響曲第9番を歌う合唱団員を募集
します。声楽家の講師による指導を受け
ながら練習し、みんなで歌いませんか。
日時＝6月10日㈯、7月8日㈯、8月12日

㈯、9月9日 ㈯、10月14日 ㈯、11月
11日㈯・25日㈯、12月9日㈯、1月
13日㈯・27日㈯、2月10日㈯・24日
㈯、3月9日㈯・10日㈰（全14回） 午
後6時〜8時30分（6月10日は午後5時
30分から、3月10日は午後2時から）
会場＝もりんぴあこうづ ほか
対象＝4月1日時点で小学5年生以上（小

学生〜高校生は保護者の同意が必要）
定員＝75人（先着順）
参加費＝1万2,000円（学生は6,000円。

テキスト代は実費）
※申し込みは5月15日㈪までにもりんぴ

あこうづ（☎27-5252、第4月曜日は
休館）へ。

エキストラ登録
映画やドラマなどに出演

　成田ロケーションサービスでは、市内
で撮影される映画・テレビドラマなどの
制作者側からエキストラの出演要請が
あった場合、エキストラ登録している人
に案内をしています。エキストラに興味
がある人は、ぜひ登録してください。
対象＝市内在住・在勤・在学で、健康で

体力に自信のある人（18歳未満は保護
者の同意が必要）
申込方法＝観光プロモーション課（市役

所4階）または市ホームページ（https: 
//www.city.narita.chiba.jp/kank 
o/page0117_00087.html）にある募
集要項を確認し、申請書を直接または
Eメールで同課（Eメールkanpro@cit 
y.narita.chiba.jp）へ。
申し込み専用フォーム

（https://logoform.
jp/f/d0l9N）からも申
し込めます

※くわしくは成田ロケーションサービス
（観光プロモーション課・☎20-1540）
へ。

児童ホーム支援員
一緒に働きませんか

応募資格＝18歳以上で業務に意欲的に
取り組める人
募集人員＝5人程度
業務内容＝留守家庭児童（小学生）の育成

支援
勤務期間＝5月1日〜3月31日
勤務日時＝月〜土曜日（祝日を除く） 午

後1時30分〜7時のシフト制（土曜日、
小学校の長期休業期間は午前7時30
分から）
勤務場所＝市内児童ホーム
時給＝放課後児童支援員の資格あり

1,190円〜1,250円、資格なし1,170
円〜1,200円（3月7日時点の予定額。
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＝3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。

普通救命講習会
いざという時のために

期日と会場・申込先
◦5月14日㈰…成田消防署（☎20-1594）
◦5月28日㈰…大栄消防署（☎73-4141）
時間＝午前9時〜正午
内容＝心肺蘇生法やAEDの操作方法な

どを学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上
定員＝各10人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝4月1日㈯から各開催日の1

週間前までに各申込先へ
※くわしくは各申込先へ。

ぶらりtoウォーキングラリー
なりた&いんざい

　カードに記載されているコースを歩き
ながらキーワードを集め、完成させた人
にはコースごとに参加賞をプレゼントし
ます。また、3コース以上のキーワード
を完成させた人には抽選で景品のプレゼ
ントもありますので、参加してみません
か。
期間＝4月1日㈯〜5月31日㈬
コースとカード配布場所
成田市
◦成田山表参道コース…成田市観光案内

所、成田観光館
◦ホテルコース…ANAクラウンプラザ

ホテル成田フロント
◦イオンモール成田コース…イオンモー

ル成田1階専門店G入口
印西市
◦北総花の丘公園コース…花と緑の文化

館1階インフォメーション
◦イオンモール千葉ニュータウンコース

…イオンモール千葉ニュータウン2階
インフォメーションカウンター

※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 
84）または市ホームページ（https://
www.city.narita.chiba.jp/bunka_ 
sports/page0118_00215.html）
へ。

親子たけのこ掘りと竹細工教室
自然の恵みがいっぱい

日時＝4月15日㈯ 午前9時〜正午
会場＝八生公民館
内容＝親子でタケノコ掘りと竹細工を楽

しむ
対象＝市内在住・在学の小学生と保護者
定員＝8組（応募者多数は初めての人を

優先に抽選）
参加費＝無料
申込方法＝3月31日㈮（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所、親子の氏
名（ふりがな）、子どもの性別・学校名・
学年（4月1日時点）、電話番号、教室
名を八生公民館（〒286-0846 松崎3 
17 Eメールkominkan@city.narita.
chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-1533、月曜日、
祝日は休館）へ。

募 集


