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＊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、基本的な感染症対策を徹底してください
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二連射輪ゴム銃を作ろう
夏休みの思い出に

日時＝8月23日㈫ 午前10時〜11時、午
前11時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝ベニヤ板でできた型を切り抜いて

二連射輪ゴム銃を組み立てる
対象＝小学生（3年生以下は保護者同伴）
定員と参加費＝各10人（先着順）・無料
持ち物＝エプロンまたは汚れてもよい服

装、ハンドタオル、飲み物
※申し込みは7月18日（月・祝）からもり

んぴあこうづ（☎27-5252、第4月曜
日は休館）へ。

夏休み工作教室
木材を使って

日時＝8月27日㈯ 午後1時30分〜3時30
分
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝加工された木材を使って小物入れ

付きのマスキングテープカッターを組
み立てる
対象＝小学生（3年生以下は保護者同伴）
定員＝10人（先着順）
参加費＝500円（材料費）
持ち物＝エプロンまたは汚れてもよい服

装
※申し込みは7月21日㈭から三里塚コミュ

ニティセンター（☎40-4880、7月18日
を除く月曜日、7月19日㈫は休館）へ。

ら知お せi

多重債務相談
借金で困っている人に

　千葉財務事務所では、電話による多重
債務相談を受け付けています。
　解決のための助言を行い、必要に応じ
て専門家を紹介しますので、まずは相談
してください。秘密は厳守されます。
受付日時＝月〜金曜日（祝日を除く） 午

前8時30分〜正午、午後1時〜4時30
分
相談料＝無料
※くわしくは千葉財務事務所多重債務相
談窓口（☎043-251-7830）へ。

国際文化会館
施設の一部が利用できません

　空調設備などの改修工事を行うため、
次の期間は一部施設が利用できません。
◦大ホール…5月31日㈬まで
◦第1・2会議室…8月30日㈫〜1月31

日㈫
◦第3・4会議室、特別第1・2会議室、

和室…10月1日㈯〜1月31日㈫
※期間や対象施設は変更となる場合があ

ります。くわしくは文化国際課（☎20- 
1534）または国際文化会館ホームペー
ジ（https://www.narita-bunka.jp）
へ。

物し催

成田うなぎ祭り
夏をおいしく乗り切ろう

　期間中は、航空券や宿泊券などの豪華
賞品が当たるスタンプラリーが開催され
ます。参加店舗は「うなぎMAP」で確認
できます。
期間＝8月28日㈰まで
うなぎMAP配布場所＝成田市観光案内

所、成田観光館、成田うなぎ祭り参加
店、成田市観光協会ホームページ「FE 
EL成田」（https://www.nrtk.jp）

※くわしくは成田市観光協会（☎22-21 
02）へ。

民間ユネスコ運動の日記念事業
写真展を開催

日時＝8月6日㈯〜12日㈮ 午前10時〜
午後6時（12日は午後5時まで）
会場＝ユアエルム成田店1階センタープ

ラザ
内容＝「気になる雲」写真展、世界遺産写

真展、ユネスコ活動展など
入場料＝無料
※くわしくは成田ユネスコ協会事務局
（生涯学習課・☎20-1583）へ。

成田オープンソフトテニス大会
ダブルスで勝負

日時＝8月28日㈰（予備日9月4日㈰） 午
前8時30分から
会場＝中台運動公園テニスコート
競技方法＝ダブルス男子1〜4部、ダブル

ス女子1・2部、ミックスダブルス1部
参加費（1ペア当たり）＝3,000円（高校

生以下は1,000円）
申込方法＝8月22日㈪までにEメールで

氏名・年齢・性別・電話番号を市ソフ
トテニス連盟事務局（Eメールnrt.soft 
tennis@gmail.com）へ

※くわしくは同事務局・麻
あ

生
そう

さん（☎09 
0-4223-5530）へ。

保安講習
危険物取扱者のための

期日＝9月9日㈮
講習区分と時間
◦給油取扱所従事者…午前9時45分〜

午後0時45分
◦給油取扱所・石油コンビナート以外の

従事者…午後1時40分〜4時40分
会場＝白井市文化会館
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）
定員＝400人（先着順）
受講料＝4,700円（県収入証紙代）
申込方法＝7月25日㈪〜29日㈮に予防

課（市役所地下1階）へ
※くわしくは同課（☎20-1591）へ。

福祉に関する標語
小学4年生〜高校生を対象に

　思いやり・親切・触れ合いなどの福祉
に関する標語を募集します。
対象＝市内在住・在学の小学4年生〜高

校生
応募規定＝七五調で作られたもの（字数

は問いません）
申込方法＝10月28日㈮（必着）までに、

はがきで氏名・学校名・学年・標語作
品を成田市社会福祉協議会（〒286-0 
017 赤坂1-3-1）へ

※応募は1人1点までです。くわしくは
同協議会（☎27-7755）へ。

広 報 なり た
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バルーンアート教室
世界チャンピオンによる

日時＝8月28日㈰ 午後1時〜2時、午後
2時30分〜3時30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
講師＝バルーンアーティスト大

だい
悟
ご

さん
対象＝4歳〜小学生（3年生以下は保護者

同伴）
定員と参加費＝各10人（先着順）・無料
※申し込みは7月20日㈬から三里塚コ

ミュニティセンター（☎40-4880、7
月18日を除く月曜日、7月19日㈫は休
館）へ。

統計グラフコンクール
小学生から大人まで

　統計資料や観察・調査結果などをグラ
フで表した作品を応募しませんか。
応募資格（合作は1作品に5人以内）
◦第1部…小学1・2年生
◦第2部…小学3・4年生
◦第3部…小学5・6年生
◦第4部…中学生
◦第5部…高校生以上
◦パソコン統計グラフの部…小学生以上
課題＝統計に関するものであれば自由
（小学4年生以下は児童が観察した結
果をグラフにした物）
規格＝B2判で紙質・色彩は自由（作品の

表面にカバーをした物、板や紙などで
裏打ちした物は応募できません）
応募方法＝9月2日㈮午後5時までに、小

中学生は学校を通して、高校生以上は
直接、企画政策課（市役所3階）へ

※応募作品は県統計グラフコンクールに
も出品されます。くわしくは同課（☎
20-1500）へ。

高等学校等開放講座
学びの機会を

対象＝市内在住・在勤・在学の20歳以
上の人
申込方法＝電話またはFAXで住所・氏名・

年齢・電話番号を生涯学習課（☎20-1 
583 FAX24-4326）へ
成田国際高校
日時＝8月27日、9月3日・10日・17日・

24日の土曜日（全5回） 午前9時〜正午
定員＝各12人（先着順）
参加費＝500円（教材費）
【初級英語講座】
内容＝道案内などで使える英会話（英検

3級程度）
【中級英語講座】
内容＝英語でのディスカッションなど
（英検2級程度）
成田高校
日時＝9月17日、10月1日・8日・15日・

22日の土曜日（全5回） 午後1時〜4時
参加費＝無料
【漢詩鑑賞と思想研究】
内容＝詩経や孟子の漢詩を読み解く
定員＝40人（先着順）
【初心者パソコン教室】
内容＝キーボードの基本操作を学び、
ワードで文書を作成する
定員＝8人（先着順）
※くわしくは生涯学習課へ。

プラネタリウムをみにいこう
満天の星空を

　バスで白井市文化センターへ移動して
プラネタリウムを鑑賞し、星空について
学びます。
日時＝8月10日㈬ 午前8時30分〜正午
集合場所＝子ども館
対象＝小学生
定員＝25人（応募者多数は抽選）
参加費＝130円（施設利用料）
申込方法＝7月20日㈬〜24日㈰にEメー

ルで住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
学校名・学年・イベント名を子ども館（k 
odomokan-event@roukyou.gr.jp）
へ。7月24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（月曜日、第3日曜日
は休館）へ。

バウンドテニス親子体験教室
室内で楽しむ

日時＝8月6日㈯・20日㈯ 午前10時〜
正午
会場＝向台小学校
対象＝小学生以上の子どもと保護者
定員＝各10組20人（先着順）
参加費（1人1回当たり）＝100円（保険料

など）
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。

グラウンド・ゴルフ教室
健康のために始めてみませんか

日時＝9月1日㈭・5日㈪・8日㈭・13日
㈫・16日㈮・20日㈫・27日㈫・30日㈮、
10月4日㈫・7日㈮・12日㈬・17日㈪・
19日㈬・25日㈫（予備日10月27日㈭）

（全14回） 午前9時30分〜11時30分
会場＝中台運動公園球技場（9月1日は市

体育館）
対象＝市内在住で全回参加できる人
定員＝80人（応募者多数は初心者を優先

に抽選）
参加費＝1,000円（テキスト代など）
申込方法＝8月13日㈯（必着）までに往復

はがきで住所・氏名（ふりがな）・生年
月日・性別・電話番号・経験の有無・
用具の有無を市スポーツ協会事務局（〒 
286-0015 中台5-2）へ

※返信用の宛名も記載してください。く
わしくは市グラウンドゴルフ協会・長

なが

岡
おか

さん（☎26-5043）へ。

ホールの開放
成田国際高校で

期間＝10〜3月の木・土・日曜日
利用時間＝午後2時〜6時（木曜日は午後

6時30分〜8時30分）のうち2時間以内
対象＝芸術文化の振興を目的とした社会

教育団体
使用料＝無料（冷暖房費は実費）
申込方法＝7月27日㈬までの平日の午

前9時〜午後4時に成田国際高校にあ
る申請書を同校へ

※くわしくは同校（☎27-2610）へ。

募 集

日時＝7月16日㈯・17日㈰・23日㈯・
24日㈰ 午前11時〜午後4時
区間＝薬師堂〜成田山門前（鍋店角）
※くわしくは成田市観光協会（☎

22-2102）へ。

表参道の交通規制
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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】
申込開始日＝7月15日㈮
セルフケア・ヨガ教室
日時＝9月2日㈮・16日㈮ 午後3時〜4

時
筋膜リリース
日時＝9月9日㈮ 午前10時〜11時30分
ヨガ教室
日時＝9月21日㈬ 午前10時30分〜11

時45分
【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＝7月20日㈬
シェイプアップ教室
期日＝9月1日㈭・8日㈭
水中ウォーキング教室
期日＝9月3日㈯・10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、
祝日の翌日は休館）へ。

こどものまち
働いて・稼いで・楽しもう

　子どもだけのまちの住民となり、仕事
や買い物を通して、まちでの生活を体験
してみませんか。
日時＝8月6日㈯・7日㈰ 午前9時30分

〜午後0時30分、午後1時30分〜4時
30分
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝小学生〜中学生
定員＝各100人（先着順）
入場料＝100円
申込方法＝7月26日㈫〜8月1日㈪（7月

29日㈮を除く）午後2時〜4時に、同
館3階にある予約受け付けカウンター
で申し込む。専用ダイヤル（☎080-
4949-4745）からも申し込めます

※くわしくは同館（☎27-5252、第4月
曜日は休館）へ。

バウンドテニスフェスタ
チーム一丸となって

日時＝7月30日㈯ 午前9時〜午後4時
会場＝市体育館
競技方法＝6人制団体戦（男子3人・女子

3人。男子の代わりに女子可）
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上
参加費（1チーム当たり）＝6,000円（保

険料・賞品代など）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、飲

み物
※申し込みは7月22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。

なりたカルチャークラブ
新しいことに挑戦しよう

会場＝国際文化会館
ラテ・アートに挑戦！
日時＝8月22日㈪ 午前10時〜正午
定員＝10人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費など）
世界の料理教室
日時＝8月31日㈬ 午後1時〜3時30分
定員＝10人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費など）
こころ軽やかストレッチ
日時＝9月7日㈬・21日㈬（全2回） 午前

10時〜11時30分
定員＝12人（先着順）
参加費＝2,000円（教材費など）
はじめての英会話
日時＝9月15日㈭・22日㈭・29日㈭（全

3回） 午後2時30分〜4時
定員＝10人（先着順）
参加費＝3,000円（教材費など）
※申し込みは7月16日㈯午前10時から

国際文化会館（☎23-1331、7月18日
を除く月曜日、祝日の翌日は休館）へ。

ラジオ体操
朝から元気に

日時＝7月25日㈪〜29日㈮ 午前6時30
分〜6時40分（雨天中止）
会場＝中台運動公園陸上競技場正面玄関
※参加費は無料です。参加を希望する人

は当日直接会場へ。くわしくは市体育
館（☎26-7251）へ。

一般事務員
農業委員会事務局で

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝4人
業務内容＝データ入力、書類整理など
勤務期間＝10月1日〜1月31日
勤務日時＝週3日程度（土・日曜日、祝

日を除く） 午前8時30分〜午後5時
勤務場所＝農業委員会事務局（市役所4階）
時給＝990円〜1,010円（金額は職務経

験年数に応じて決定）
応募方法＝8月15日㈪（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
農業委員会事務局（〒286-8585 花崎
町760）へ。8月24日㈬に面接を行い
ます

※くわしくは同事務局（☎20-1573）へ。

体力測定会
順天堂大学による

期日と会場
◦9月5日㈪…もりんぴあこうづ
◦9月8日㈭…赤坂ふれあいセンター
時間＝午前9時30分〜11時30分、午後

1時〜4時のうち指定の20分間
内容＝身体機能測定（握力・歩行速度・

30秒椅子立ち上がりテスト）・体組成
測定（体脂肪率・筋肉量・水分量）・問
診・結果の解説など
対象＝市内在住の60歳以上の人
定員と参加費＝各68人（先着順）・無料
※申し込みは7月29日㈮までに介護保

険課（☎20-1545）へ。

県動物愛護センターのイベント
ペットと楽しく暮らすために

会場＝県動物愛護センター（富里市）
定員＝各10人（先着順）
参加費＝無料
犬のしつけ方教室（基礎講座）
日時＝7月28日㈭、8月25日㈭ 午前10

時〜正午
親子体験教室
日時＝7月27日㈬、8月10日㈬ 午前10

時〜正午
内容＝犬との安全な接し方について学ぶ
対象＝小学生と保護者
※申し込みは県動物愛護センター（☎93- 

5711）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（ヨガ体験会への参加を希望する
人は当日直接会場へ）
申込開始日＝8月8日㈪
9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
◦満月ヨガ
◦リフレッシュ・ヨガ
◦スッキリ・ヨガ
◦椅子ヨガ
◦青空ヨガ
◦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
◦ヨガ体験会
※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

戦争体験者とのお話会
平和のこころ、つなごう未来へ

日時＝7月28日㈭ 午前10時〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝「おばけ煙突のうた」の上映、戦争

体験者による講話
定員と参加費＝50人（先着順）・無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

7月18日を除く月曜日、7月19日㈫は
休館）へ。

成田POPラン大会
完走を目指して

期日＝11月13日㈰（雨天決行）
会場＝中台運動公園陸上競技場
種目＝3km・10km・ハーフマラソン
定員＝5,000人（先着順）
参加費＝小学生1,000円、中学生1,500

円、一般3,000円（市内在住・在勤・
在学以外の人は、小学生1,500円、中
学生2,000円、一般3,500円。ハーフ
マラソンに参加する人は3,600円）
申込方法＝7月22日㈮〜8月26日㈮に成

田POPラン大会ホームページ（https: 
//www.narita-pop-run.jp）から申し
込む
運営ボランティア募集
時間＝午前7時30分〜午後0時30分
内容＝選手やニュータウン内走路の安全

確保
対象＝中学校卒業以上の人
申込方法＝8月26日㈮までに成田POP

ラン大会事務局（スポーツ振興課・☎
20-1584）へ

※くわしくは同事務局へ。

夏休み親子そば打ち教室
子どもと一緒に

日時＝8月23日㈫ 午後2時〜3時30分、
午後3時30分〜5時（選択不可）
会場＝中央公民館
対象＝市内在住・在学の小学生と保護者
定員＝各10組20人（応募者多数は抽選）
参加費（1組当たり）＝1,500円（材料費）
申込方法＝7月27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、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、7月19日㈫は休館）へ。

シルバーいきいき作品展
あなたの自信作を

　8月18日㈭〜24日㈬に赤坂ふれあい
センターで開催されるシルバーいきいき
作品展の作品を募集します。
対象＝市内在住の60歳以上の人（令和4

年4月1日時点）
出品部門＝書、絵画・写真、手工芸、短

歌・俳句、川柳
規格＝縦100cm×横60cm×高さ160 

cm以内で搬入可能な物。ただし、ガ
ラスの額装や手工芸品は出品できませ
ん（アクリル板は可）

◦書…画仙紙半折までの物
◦絵画…額装またはこれに準じた装丁

で、ひも掛けした物
◦写真…四つ切り以上でパネルまたはこ

れに準じた装丁で、ひも掛けした物
◦短歌・俳句・川柳…短冊に書いた物
応募点数＝1人1作品まで
申込書配布場所＝赤坂ふれあいセンター、

高齢者福祉課（市役所議会棟1階）、市
ホームページ（https://www.city.na 
rita.chiba.jp/kenko_fukushi/pag 
e0131_00036.html）
応募方法＝8月8日㈪〜16日㈫午前9時

〜午後5時（16日は午後3時まで）に申
込書と作品を赤坂ふれあいセンターへ

※作品は未発表の物に限ります。くわし
くは午前9時〜午後5時に同センター

（☎26-0236）へ。

環境講演会
暮らしを良くする科学リテラシー

　サイエンス作家として動画配信サイト
「YouTube」などで活躍する、くられ先
生を講師に迎えた講演会を開催します。
日時＝8月20日㈯ 午後1時30分〜3時
会場＝スカイタウンホール
定員と参加費＝280人（応募者多数は市

内在住の人を優先に抽選）・無料
申込方法＝8月3日㈬（必着）までに、はが

きまたはEメールで応募者全員の住所・
氏名・電話番号、託児（2歳〜未就学児）
利用の有無を環境計画課（〒286-85 
85 花崎町760 Eメールkankei@cit 
y.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは、なりた環境ネットワーク
事務局（環境計画課・☎20-1533）へ。

募 集


