
暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者にお問い合わせください。くらしの情報

内田さん 藤澤さん 今井さん
株式会社 JAL スカイ成田事業所3名の講師
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なくなった方 享　年 地　区

佐野　タケ 93 染　井
八木　まき 92 柏　熊
片岡　豊子 82 間　倉
佐瀨　信一 84 粟　田
萩原　清司 82 佐　野
平山　積子 98 谷　津
宮内　好巳 89 堀ノ尻
平山正一郎 94 高　根
並木　千代 91 十余三
沼尻　久子 94 十余三
大竹　 み 94 一鍬田
中川　時彦 60 高　根
平山　　勇 91 谷　津
加瀬志げ子 89 牛　尾
萩原　うめ 71 染　井
清水　　渡 88 鷹の巣
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空港シャトルバス利用状況

延べ 5,821人
（1日平均 194人）

9月

対前年同月比 −25％文化ホールからお知らせ
お問合せ●コミュニティプラザ内 生涯学習課文化係� ☎76-7811（月曜・祝日休館）

〜ピアノの練習や楽器演奏の練習にどうぞ〜
　ピアノは、多くの一流ピアニストが愛奏する世界のヤマハフルコンサート
グランドCFⅢ-Sです。別格の存在感を誇る音色をぜひ体感してみませんか？
とき● 11 月 14 日（土）
　　　①午前 9時～ 10 時 30 分　　　②午前 10 時 30 分～正午
　　　③午後 1時～午後 2時 30 分　　④午後 2時 30 分～午後 4時
　　　※一枠 90 分（消毒・入替等の時間含む）
対象●小学生以上（小学生は保護者同伴）
利用料● 1,500 円　※一枠 5人まで
利用条件●◦楽器演奏のみでのご利用になります。楽器はご持参ください。
　　　　　◦ピアノ練習のみの利用も可能です。
　　　　　◦�発表会や演奏会、レッスン料等を伴う営利活動には利用できま

せん。
　　　　　◦ピアノの特殊奏法（弦を直接弾く等）はできません。
　　　　　◦�ピアノを不適切に使用した場合、利用を中止させていただきます。
　　　　　◦�マスクの着用、社会的距離の確保等「新しい生活様式」の実践に

努めてください。
申込方法●お電話にてお申し込みください。※先着順、定員になり次第締切。
　　　　　町民先行受付 �11 月 1 日（日）～　一般受付 11 月 7 日（土）～

文化ホールのステージ開放

ジュニアサッカー教室

航空科学博物館　－入館料のみでお楽しみいただけます－

とき● 11 月 15 日（日）、20 日（金）、22 日（日）、23 日（月・祝）
　　　午前 8時 30 分～ 10 時
　　　※ 20日（金）のみ午後 6時 30分～ 7時 30分
ところ●西古内グラウンド、町民体育館（20 日のみ）
　　　　（雨天時は久賀小体育館）
対象●多古町在住でこども園の年長以上【参加費無料】
申込期限● 11 月 12 日（木）
申込・お問合せ●コミュニティプラザ内生涯学習課社会体育係　☎ 76-7811

■「いもーれ！芝山 航空科学博物館へ」奄美フェア
　奄美大島の魅力を発信するイベントを航空科学博物館で初開催します。
　大島袖のトークショーや物産販売を行います。
とき● 11 月 7日（土）午前 10 時～午後 4時
　　　 11 月 8日（日）午前 10 時～午後 3時（物産販売のみ）
ところ●体験館・本館玄関前
■やさしい航空のはなし

「航空管制官の仕事〜君も管制官になろう〜」
　元管制官・堀井不二夫氏による、航空管制の仕組みとお仕事の様子を紹介いた
だく講演会です。
　将来管制官を目指しているお子様向けに、分かりやすく解説します。
とき● 11 月 22 日（日）　ところ●体験館　定員● 100 名
■ JGS グランドハンドリング教室
　航空機の運航において欠かせないさまざまな地上業務を行っている、株式会社
JAL グランドサービス。
　実際に業務に携わっているスタッフによる説明や航空機誘導のマーシャリング
などの体験が、お子様から楽しむことができるイベントです。
とき● 11 月 29 日（日）　ところ●館内・館外
--------------------------------------------------------------------------------
開館時間●午前 10 時～午後 5時　　休館日●月曜（祝日の場合は翌日）
お問合せ●航空科学博物館　☎ 78-0557

体育祭
今できることを心一つに

道セミナー
～空の仕事に触れよう～

多古中学校

　9 月 5 日、多古中学校の体育祭が行われました。限られた状況の中でも、
今できることに全力で取り組む多古中学生の姿が輝きました。

　皆さんが学生時代に抱いていた夢は何ですか。9 月 24 日
に多古中学校 1 年生を対象に、株式会社 JAL スカイ成田事業
所の内田瑞希さん、藤澤侑輝乃さん、今井杏奈さんを講師と
してお迎えして、チェックイン業務、搭乗口での案内業務な
ど空港での仕事について学ぶセミナーが実施されました。
　成田空港に隣接する多古町では、身近にある空港の仕事は、
生徒たちの将来の選択肢の一つとなります。真剣な面持ちで
講師の説明に聞き入っていた生徒たち。進路を考える上で、
選択肢を広げる良い機会となりました。
　1 組の平山悠人さんは、「空港の仕組みなど新しく知ったこ
とが多かったです。空港はすぐ近くなので、仕事にも興味を
もっていきたいです」と話してくれました。

講師にお礼を言う平山さん
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