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ベビーマッサージ
赤ちゃんとスキンシップを

日時＝4月24日㈬ 午前10時30分～11
時30分
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝生後2カ月からはいはい前の赤

ちゃんと家族
定員＝10組（先着順）
参加費＝300円（シート代など）
持ち物＝バスタオル、赤ちゃんの飲み物、

ベビーオイル（持っている人）
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27-

5252、第4月曜日は休館）へ。

自衛隊説明会
平和を守る仕事に就こう

　国では、18～32歳の人を対象に一般
幹部候補生・一般曹候補生を募集してい
ます。
日時＝4日7日㈰ 午前10時～11時30分、

午後1時～2時30分、午後3時～4時3 
0分
会場＝生涯学習会館（花崎町）
※申し込みは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

国税専門官
平成31年度採用試験

　人事院では国税専門官を募集します。
第1次試験日は、6月9日㈰です。
申込方法＝3月29日㈮～4月10日㈬に

人事院ホームページ（http://www.ji 
nji-shiken.go.jp/juken.html）から申
し込む
※くわしくは成田税務署（☎28-5151）へ。

お知らせお知らせ

選挙人名簿
登録者数が確定

　平成31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……53,286人
◦女……53,519人
◦合計…106,805人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

22-1111 内線3152）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が行われます。
花苗の無料配布
日時＝3月24日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
定員＝300人（先着順。1人1苗）
問い合わせ先＝市体育館（☎26-7251）
施設の無料開放
施設と利用日時
◦市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24日㈰ 午前9時～午後9時
◦大栄B&G海洋センターアリーナ・武

道場…3月24日㈰ 午前9時～午後9時
◦久住体育館（個人利用のみ）…3月24日

㈰ 午前9時～午後9時
◦坂田ヶ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2 
6日㈫午後4時～28日㈭午前9時が無
料）
問い合わせ先＝市体育館（☎26-7251）
（坂田ヶ池総合公園キャンプ場は、同
公園管理事務所（☎29-1161））

※予約が優先されます。くわしくは各問
い合わせ先へ。

催し物催し物

自閉症の方が描いた絵画展
発達障がいなどを持つ人の作品を

　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
発達障がいのある人たちが描いた絵画の
展示を行います。
期間＝4月1日㈪～5日㈮
会場＝市役所1階ロビー
入場料＝無料
※くわしくは障がい者福祉課（☎20-153 

9）へ。

清塚信也ピアノリサイタル
ドラマ使用曲やクラシックの名曲を

日時＝5月18日㈯ 午後3時から
会場＝国際文化会館
対象＝小学生以上
入場料（全席指定）＝5,500円（高校生以
下は2,500円、2枚1組の入場券の場
合は1万円）
入場券販売場所＝国際文化会館、ボンベ

ルタ成田店4階サービスカウンター、
新星堂成田ユアエルム店、ヨネダカメ
ラ店、多古町コミュニティプラザ、チ
ケットぴあ、ローソンチケット、イー
プラス

※くわしくは国際文化会館（☎23-1331、
月曜日、祝日の翌日は休館）へ。

布施明 COZY Theater
一人芝居と歌のステージ

日時＝6月1日㈯ 午後4時30分から
会場＝国際文化会館
対象＝小学生以上
入場料（全席指定）＝6,000円（小中学生

は1,000円）
入場券販売場所＝国際文化会館、ボンベ

ルタ成田店4階サービスカウンター、
新星堂成田ユアエルム店、ヨネダカメ
ラ店、多古町コミュニティプラザ、チ
ケットぴあ、ローソンチケット、イー
プラス、Ro-Onチケット

※小中学生の入場券はRo-Onチケット
でのみ販売します。くわしくは国際文
化会館（☎23-1331、月曜日、祝日の
翌日は休館）へ。

もりんぴあ名画座
懐かしの作品やアニメを鑑賞しよう

期日＝4月13日㈯
会場＝もりんぴあこうづ
入場料＝無料
第1部
時間＝午前10時～正午
上映作品＝ファンタジア
第2部
時間＝午後2時～4時
上映作品＝若草物語
※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。

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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非常勤職員
児童ホームで

応募資格＝18歳以上で業務に意欲的に
取り組める人（高校生を除く）
募集人員＝10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＝4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＝教員免許・保育士などの資格あり 

1,220円、免許・資格なし1,180円
応募方法＝3月25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。

防火・防災管理新規講習
災害に強い事業所づくり

　甲種防火管理新規講習と防火・防災管
理新規講習の受講者を募集します。
期日＝5月9日㈭・10日㈮（全2回）
会場＝国際文化会館
申込方法＝各申込期日に、日本防火・防

災協会ホームページ（http://www.n- 
bouka.or.jp）、予防課（市役所地下1
階）、各消防署にある申込書を直接ま
たはFAXで県消防設備協会（千葉市中
央区道場南1-9-15 FAX043-223-66 
10）へ
甲種防火管理新規講習
時間＝午前9時20分～午後4時50分
定員＝120人（先着順）
受講料＝7,500円（テキスト代など）
申込期日＝4月4日㈭・5日㈮
防火・防災管理新規講習
時間＝午前9時～午後4時50分
定員＝140人（先着順）
受講料＝9,500円（テキスト代など）
申込期日＝4月8日㈪・9日㈫
※くわしくは予防課（☎20-1591）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・ホストファミリーボラン
ティアとして海外の訪問団の受け入
れ、情報誌（月1回発行）の編集・発行
など
会費（年額）
◦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.n 
e.jp/~nifs）にある入会申込書に必要事
項を書いて、直接または郵送で同協会

（〒286-8585 花崎町760）へ
※くわしくは同協会事務局（☎23-3231）

へ。

伝 板言

募　集募　集

　市体育館では、ヨガや体操など気
軽に参加できる教室を開催していま
す。
会場＝市体育館（満月ヨガは中台運動

公園陸上競技場。雨天の場合は市
体育館）
対象＝16歳以上の人
定員＝各50人（先着順。満月ヨガは

100人）
参加費（1回当たり）＝市内在住・在勤・

在学の人300円、そのほかの人400
円（保険料など）
申込方法＝4月8日㈪午前9時から市

スポーツ・みど
り振興財団のオ
ンライン予約シ
ステム（https://
www4.revn.jp/
park-narita）または上の二次元バー
コードから申し込む

ピラティス教室
日時＝5月7日㈫・14日㈫・16日㈭・

28日㈫・30日㈭ 午後2時～3時
初めてのエアロビクス
日時＝5月8日㈬・16日㈭・22日㈬ 

午後1時30分～3時（16日は午前
10時～11時30分）
健康増進フィットネス体操
日時＝5月9日㈭・16日㈭・23日㈭・

30日㈭ 午後1時30分～3時
骨盤体操
日時＝5月9日㈭・23日㈭ 午後2時～

3時
モーニング・ヨガ
日時＝5月10日㈮・17日㈮・24日㈮・

31日㈮ 午前9時30分～10時45分
ヨガ教室
日時＝5月10日㈮・17日㈮・24日㈮・

31日㈮ 午後1時30分～2時45分、
午後3時～4時15分（同日に両方へ

の参加はできません）
リズム＆ステップ入門
日時＝5月15日㈬ 午前10時～11時
ナイト・ヨガ
日時＝5月16日㈭・27日㈪ 午後7時

～8時15分
認知症予防&アルファエクササイズ
日時＝5月20日㈪・27日㈪ 午後1時

30分～3時
満月・ヨガ
日時＝5月20日㈪ 午後7時～8時
マラソン・ピラティス
日時＝5月21日㈫ 午後1時30分～3

時30分
ナイト・ピラティス教室
日時＝5月22日㈬ 午後7時～8時
※「認知症予防&アルファエクササイ

ズ」への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。

市体育館 ●の イベント
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危険物取扱者試験
受験者のための講習会も

危険物取扱者試験
期日＝6月9日㈰
会場＝日本大学実籾校舎（習志野市）
受験料＝甲種6,500円、乙種4,500円、

丙種3,600円
申込方法＝4月1日㈪～19日㈮（当日消

印有効）の月～金曜日（祝日を除く）に、
各消防署にある願書を直接または郵送
で消防試験研究センター千葉県支部

（〒260-0843 千葉市中央区末広2- 
14-1）へ。同センターホームページ（ht 
tps://www.shoubo-shiken.or.jp）
からも申請できます（3月29日㈮～4月
16日㈫）
受験者講習会
日時＝4月27日㈯ 午前9時30分～午後

4時45分
会場＝県教育会館（千葉市）
受講料＝3,600円（テキスト代は実費）
申込方法＝4月15日㈪～19日㈮に予防

課（市役所地下1階）にある申込書を受
講料と共に同課へ

※くわしくは、試験については消防試験
研究センター千葉県支部（☎043-26 
8-0381）、講習会については予防課

（☎20-1591）へ。

もりんぴあ大人お散歩倶楽部
気軽に参加しませんか

　散歩のついでに立ち寄って、会話や歌、
軽い体操などを楽しみませんか。
日時＝第4金曜日 午前10時～正午
会場＝もりんぴあこうづ
参加費＝100円（菓子代）
※くわしくは同館（☎27-5252、第4月

曜日は休館）へ。

ライフル射撃・ピストル射撃記録会
初心者体験会も

　エアーソフトガンによる射撃を見学し
ませんか。初心者体験会も開催します。
日時＝4月5日㈮ 午後6時～8時
会場＝加良部公民館
対象と参加費＝小学生以上・無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市ライフル射撃協会・茅場
さん（☎090-3003-7864）へ。

非常勤職員
高齢者福祉課で

応募資格＝介護支援専門員の資格を持つ
人
募集人員＝1人
業務内容＝介護保険事業所の指導の補助

など
勤務期間＝5月上旬～3月31日
勤務日時＝週3日（土・日曜日、祝日を

除く） 午前9時～午後4時
勤務場所＝高齢者福祉課（市役所議会棟

1階）
時給＝1,400円
応募方法＝4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
高齢者福祉課（〒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（☎20-1537）へ。

非常勤看護師
健康増進課で

応募資格＝看護師の資格を持つ人
募集人員＝1人
業務内容＝在宅医療・介護連携支援セン

ターに関する業務など
勤務期間＝4月1日～3月31日
勤務日時＝月～金曜日（祝日を除く） 午

前8時30分～午後5時
勤務場所＝保健福祉館
時給＝1,410円
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
健康増進課（〒286-0017 赤坂1-3-
1）へ。後日、面接日を通知します
※くわしくは同課（☎27-1111）へ。

チャリティーフォークダンス大会
さまざまな地域の音楽で踊ろう

　世界各国の音楽に合わせて気軽にフォー
クダンスを楽しみませんか。参加費の一
部は社会福祉協議会へ寄付され、社会福
祉事業に活用されます。
日時＝4月15日㈪ 午前9時40分～正午
会場＝保健福祉館
参加費＝500円（保険料、寄付金など）
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは4月10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。

8020運動よい歯のコンクール
出場者と標語の募集

　市では、80歳になっても自分の歯を
20本以上保ち、楽しく充実した食事を
行ってもらうために「8

ハチマルニーマル
020運動」を推進

しています。その一環として、「高齢者・
親と子のよい歯のコンクール」の出場者、

「歯と口の健康づくりに関する標語」を次
の通り募集します。
種別と応募資格
◦高齢者のよい歯のコンクール…4月1

日現在、80歳以上で自分の歯（かぶせ
た歯、差し歯でもよい）が20本以上あ
る人
◦親と子のよい歯のコンクール…平成

30年4月1日～31年3月31日に、3歳
児歯科健診を受診した子どもと親
◦歯と口の健康づくりに関する標語…市

内在住・在勤・在学の人
応募方法＝3月29日㈮（必着）までに、は

がきまたはEメールで、住所・氏名・生
年月日・電話番号・「歯と口の健康づく
りに関する標語」に応募する人は標語
を健康増進課（〒286-0017 赤坂1-3-1 
Eメールkenko@city.narita.chiba.j 
p）へ

※くわしくは同課（☎27-1111）へ。

家庭に眠っているこいのぼり
観光資源として活用

　市では、不用になったこいのぼり（吹
き流しは除く）を集め、5月下旬までさ
くらの山などの公園に泳がせて、観光振
興に活用しています。使う予定がなく、
家庭に眠っているこいのぼりがある人
は、寄付にご協力をお願いします。
募集期限＝5月31日㈮
受付場所＝観光プロモーション課（市役

所4階）
※提供されたこいのぼりは返却しませ

ん。くわしくは同課（☎20-1540）へ。

さくらの山でこいのぼりが泳ぐ
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バウンドテニス体験教室
室内で楽しめる

日時＝4月19日㈮・26日㈮ 午後7時～
9時
会場＝美郷台小学校
対象＝小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員＝各20人（先着順）
参加費＝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。

外国人のための日本語教室
Let's Learn Japanese

日時と内容
◦火曜日クラス…午前10時～正午・会

話中心
◦水曜日クラス…午後7時～9時・読み

書き中心
◦金曜日クラス…午前10時～正午・会

話中心
◦土曜日クラス…午後6時30分～8時

30分・会話中心
会場＝中央公民館
対象＝市内・近隣市町に在住の外国人
参加費＝無料
申込方法＝在留カードまたはパスポート

を持って中央公民館へ
※くわしくは同館（☎27-5911、第1月

曜日・祝日は休館）へ。

さんりづか名画座
アメリカの名作を上映

日時＝4月12日㈮ 午後1時～3時15分
会場＝三里塚コミュニティセンター
上映作品＝素晴らしき哉

かな
、人生！

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。

春季プロテニススクール
上達への近道を伝授

日時＝4月29日（月・祝） 午前9時15分
～午後3時30分
会場＝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
定員＝30人（先着順）
参加費＝1,000円（コーチ招へい料など。

高校生以下は500円）
申込方法＝4月6日㈯から市テニス協会

ホームページ（https://www.narita- 
tennis.com）から申し込む

※くわしくは同協会事務局・林さん（☎
090-4063-5859）へ。

キッズチャレンジ・ランキング
頭と体を使ってゲームに挑戦

日時＝4月13日㈯、5月11日㈯、6月8日
㈯、7月13日㈯ 午前10時～11時30
分
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象と参加費＝小学生以下（未就学児は

保護者同伴）・無料
持ち物＝動きやすい服装、飲み物
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは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
健康のために体を動かそう

　気軽に参加して運動不足を解消しませ
んか。
会場＝大栄B&G海洋センター
対象＝16歳以上の人
参加費（1回当たり）＝市内在住・在勤・

在学の人300円、そのほかの人400円
（保険料など）
健康コンディショニング教室
日時＝4月9日㈫・23日㈫、5月14日㈫・

28日㈫ 午前10時～11時30分
定員＝各30人（先着順）
ヨガ教室
日時＝4月17日㈬、5月15日㈬ 午前10

時30分～11時15分
定員＝各50人（先着順）
※申し込みは午前9時から大栄B＆G海

洋センター（☎73-5110、月曜日は休
館）へ。

嘱託職員
成田市国際交流協会で

応募資格＝パソコン操作ができ、中国語
での公文書作成の経験があり、中国語
が堪能な人
募集人員＝1人
業務内容＝友好都市との交流事業での通

訳・翻訳、国際交流事業の運営、文書・
財務管理など
勤務期間＝5月8日～3月31日（更新可）
勤務日時＝月曜日または水曜日の週1日

程度（祝日を除く。場合により土・日曜
日の勤務あり） 午前9時～午後5時（時
間外勤務あり）
勤務場所＝成田市国際交流協会（市役所

4階文化国際課内）
時給＝1,220円
応募方法＝3月29日㈮（必着）までに写真

を貼った履歴書を直接または郵送で同
協会事務局（〒286-8585 花崎町76 
0）へ。後日、面接日を通知します

※くわしくは同協会事務局（☎23-3231）
へ。

ノルディック・ウォーク体験
2本のポールを使った全身運動

日時＝4月11日㈭・25日㈭、5月9日㈭
（全3回） 午前9時30分～11時30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝20歳以上の人
定員＝10人（先着順）
参加費＝800円（保険料など。ポールの

貸し出し代は別途）
持ち物＝動きやすき服装、歩きやすい靴、

タオル、飲み物、ポール（貸し出しあり）
※申し込みは三里塚コミュニティセン

ター（☎40-4880、月曜日は休館）へ。

成田病院講座
ヨガで体と心をリフレッシュ

日時＝4月14日㈰ 午前10時～正午
会場＝成田病院（押畑）
テーマ＝からだを知る！ヨガ
定員＝10人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは4月11日㈭までの午後1時

～5時に同病院リハビリテーション科
（☎22-1500、日曜日・祝日を除く）
へ。

募　集募　集


