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ラジオ広報なりた
放送時間が変わりました

　ラジオ成田（83.7MHz）では、広報な
りたに掲載された内容の一部をお知らせ
する「ラジオ広報なりた」を放送していま
す。
　4月から放送時間が次の通り変わりま
した。
放送時間＝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。

樹木の剪定
伸び過ぎた枝は危険です

　樹木の枝が、敷地から道路上へ張り出
していることがあります。
　車道や歩道へ伸びた枝は道幅を狭くす
るなど、車や自転車、歩行者の通行の妨
げとなり、思わぬ事故を引き起こす場合
があります。地域の安全のためにも、所
有者は枝の剪

せん
定
てい
や垣根の刈り込みなど、

適切な管理をしてください。
　剪定した枝は分別区分に従って集積所
に出してください。
※くわしくは道路管理課（☎20-1551）へ。

豊住第1スポーツ広場野球場
5月からナイター利用開始

期間＝5〜10月
照明灯使用料（30分当たり）＝2,050円
※申し込みは豊住地区体育協会事務局・

野平さん（☎37-1000）へ。

グラジオラスの球根配布
花と緑のあふれるまちへ

　市では、グラジオラスの球根を市内6
カ所で合計1,500人に配布します（先着
順・1人1袋）。
配布日時＝4月23日㈫〜25日㈭ 午前9

時〜午後5時
配布場所＝公園緑地課（市役所5階）、下

総・大栄支所、中央公民館、三里塚コ
ミュニティセンター、もりんぴあこう
づ

※くわしくは公園緑地課（☎20-1562）へ。

スポーツリーダーバンク
指導者は登録を

　市では、スポーツ・レクリエーション
活動の振興を図るため、指導者の登録・
紹介などを行う「スポーツリーダーバン
ク」を設置しています。
　登録者が、市が指定する講習会に参加
して資格を取得した場合に、参加費の一
部を助成します。
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 

84）へ。

緑のカーテン
種を配布します

　アサガオ・ゴーヤ・フウセンカズラの
種を配布します（先着順・1人2袋まで。
無くなり次第終了）。
配布場所＝環境計画課（市役所5階）、下

総・大栄支所
※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。

農作業と機械作業
令和元年度の標準額が決定

農作業標準賃金

機械作業標準料金
　乾燥調整、育苗を除く作業は、オペレー
ター1人付き料金です。

※料金は消費税を含みます。くわしくは
農業委員会事務局（☎20-1573）へ。

催し物催し物

スポーツツーリズムフェス
家族や友人と参加しませんか

日時＝4月27日㈯〜30日㈫ 午前10時
〜午後4時
会場＝イオンモール成田
内容＝パラスポーツのボッチャ体験、ホ

ストタウン関連イベント、ラグビー
フェスティバル応援イベントなど
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくはスポーツ振興課・オリンピッ
クパラリンピック推進室（☎20-158 
4）へ。

公津の杜ひかりの30年展
変遷をたどる

日時＝4月23日㈫〜5月6日㈪ 午前9時
〜午後7時（6日は午後3時まで）
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝公津の杜の30年の歴史について

年表や写真などで振り返る
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、第4月
曜日は休館）へ。

公津みらいまつり
ステージイベントや屋台がずらり

　約2,000匹のこいのぼりが泳ぐ会場
で、ステージ発表や模擬店、遊びのコー
ナー、消火器体験などを楽しみませんか。
日時＝5月5日（日・祝）（雨天の場合は6

日㈪） 午前9時から
会場＝公津の杜公園
※くわしくは公津みらいまつり事務局
（☎080-4949-4745）へ。

作業種目 契約
種別

標準賃金
（円） 備考

水田 1日 9,900 実労働時間
は8時間畑・果樹収穫 1日 8,200

作業種目 契約
種別

標準料金
（円） 備考

水田耕起 トラクター 10a請負 6,100 1回分の料金

水田
代かき

トラクター 
ドライブハ
ロー

10a請負 6,400 仕上げの料金

植え付け 田植機 10a請負 7,400
稚苗の場合

（苗費は含ま
ない）

刈取脱穀 コンバイン 10a請負 1万7,400 籾運搬は含
まない

乾燥調整 60kg
当たり 2,800 籾摺料金640

円を含む
育苗 1箱当たり 790 稚苗の場合
畔塗り トラクター 1m当たり 37 ─

畑耕起 トラクター 10a請負 5,800 ロータリー
1回分の料金

たくさんのこいのぼりがお出迎え
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春の歴史講演会
江戸時代の牧を知る

日時＝5月19日㈰ 午後3時から
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝江戸時代の佐倉牧と人々のくら

し
講師＝高見澤美紀さん（国学院大学兼任

講師）
※参加費は無料です。参加を希望する人

は当日直接会場へ。くわしくは生涯学
習課（☎20-1583）へ。

レジンペンダントづくり
お母さんに感謝の気持ちを込めて

日時＝5月11日㈯ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
内容＝レジンでペンダントを作る
対象＝小学生〜高校生
定員＝20人（先着順）
参加費＝300円（材料費）
※申し込みは4月20日㈯午後1時から子

ども館（☎20-6300、月曜日・祝日・
第3日曜日は休館）へ。

日本語ボランティアスタッフ養成講座
あなたの力を役立てませんか

日時＝5月21日・28日、6月4日・25日、
7月2日・9日の火曜日（全6回） 午後2
時〜4時（このほか、期間中に現場実
習を行います）
会場＝中央公民館
内容＝外国人に初級程度の日本語を教え

るのに必要な知識やコミュニケーショ
ンの取り方を学ぶ
対象＝講座終了後に「外国人のための日

本語教室」で活動できる人
定員＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝5月8日㈬（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・氏名（フ
リガナ）・電話番号を中央公民館（〒 
286-0017 赤坂1-1-3 Eメールkomi 
nkan@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。

伝統文化親子体験教室
和の心を学ぼう

書道教室（全10回）
日時＝6月15日・29日、7月6日、9月7

日・21日、10月19日、11月9日・
16日、12月7日・14日の土曜日 午後
1時〜2時30分
会場＝中央公民館
対象＝小学1〜3年生
定員＝45人（先着順）
申込先＝土谷さん（☎26-1636）
琴・三味線教室（全7回）
日時＝7月21日㈰・28日㈰、8月4日㈰・

18日㈰・25日㈰、9月7日㈯・8日㈰ 
午前11時〜午後0時30分
会場＝国際文化会館
対象＝小学4年生〜中学3年生
定員＝20人（先着順）
申込先＝清野さん（☎080-6002-182 

5）
※くわしくは各申込先へ。

子猫の一時飼養ボランティア講習会
活動してみませんか

日時＝5月22日㈬ 午後1時30分〜3時
30分
会場＝県動物愛護センター（富里市）
内容＝飼養ボランティアの活動・登録手

続きの案内、子猫への哺乳の実演
対象＝哺乳期〜3カ月の子猫を飼養管理

できる人
定員と参加費＝10人（先着順）・無料
※申し込みは5月7日㈫〜21日㈫に県動

物愛護センター（☎93-5711）へ。

海上・航空自衛官
日本の安全を守る

受付期間＝4月19日㈮〜5月24日㈮
技術海曹・技術空曹
応募資格＝20歳以上の人で、指定する

国家免許や資格を持つ人など
試験日＝6月21日㈮
技術海上幹部・技術航空幹部
応募資格＝大卒以上で、指定する学部・

専攻学科などを卒業し、2年以上の関
連業務の経験がある人
試験日＝6月24日㈪
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

救命講習会
いざというときのために

内容＝心肺蘇生法・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
参加費＝無料
普通救命講習会
日時＝6月23日㈰ 午前9時〜正午
会場＝赤坂消防署
定員＝15人（先着順）
申込先＝同署（☎26-3210）
上級救命講習会
日時＝6月15日㈯ 午前9時〜午後5時
会場＝市役所6階大会議室
定員＝60人（先着順）
申込先＝警防課（☎20-1592）
※申し込みは5月1日（水・祝）〜各開催日

の1週間前に各申込先へ。

企業対抗ゴルフ大会
2人1組のチーム戦

日時＝6月10日㈪ 午前8時から
会場＝PGM総成ゴルフクラブ（西和泉）
対象＝市内の企業、団体、組合などに勤

務する職場内のペア
参加費（1人当たり）＝2万3,000円（プレー

代・昼食代・パーティー代など）
※申し込みは5月15日㈬までに市スポー

ツ協会事務局（☎33-3811）へ。

シニアバスケットボール大会
B&G杯

日時＝6月15日㈯・16日㈰ 午前9時か
ら
会場＝大栄B&G海洋センター
対象＝市内・近隣市町在住・在勤の昭和

54年度以前に生まれた人で編成され
たチーム
定員＝男女各8チーム（応募者多数は抽

選）
参加費（1チーム当たり）＝1,500円（賞

品代など）
申込方法＝市バスケットボール協会ホー

ムページ（http://basketnrt.web.fc 
2.com）にある申込書をEメールで同協
会（you832215@yahoo.co.jp）へ

※くわしくは同協会・宮本さん（☎080-
5475-1188）へ。

伝 板言

募　集募　集
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市体育館のイベント
運動不足を解消

会場＝市体育館（⑩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。⑩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＝5月13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）から申し込む
①ピラティス教室
日時＝6月4日㈫ ・6日㈭・11日㈫・18

日㈫・20日㈭・25日㈫ 午後2時から
②リズム＆ステップ入門
日時＝6月5日㈬・19日㈬ 午前10時か

ら
③初めてのエアロビクス
日時＝6月6日㈭・12日㈬・20日㈭・

26日㈬ 午前10時から （12日・26日
は午後1時30分から）
④健康増進フィットネス体操
日時＝6月6日㈭・13日㈭・20日㈭・27

日㈭ 午後1時30分から
⑤ナイト・ヨガ
日時＝6月6日㈭・10日㈪・20日㈭・24

日㈪ 午後7時から
⑥モーニング・ヨガ
日時＝6月7日㈮・14日㈮・21日㈮・28

日㈮ 午前9時30分から
⑦ヨガ教室
日時＝6月7日㈮・21日㈮・28日㈮ 午

後1時30分から、午後3時から（同日
に両方への参加はできません）
⑧認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝6月10日㈪・17日㈪・24日㈪ 午

後1時30分から
⑨骨盤体操
日時＝6月13日㈭・27日㈭ 午後2時か

ら
⑩満月・ヨガ
日時＝6月17日㈪ 午後7時から
⑪ナイト・ピラティス教室
日時＝6月26日㈬ 午後7時から
※⑧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（☎26-72 
51）へ。

バラの育て方教室
ガーデニングを始めよう

日時＝5月15日㈬、8月21日㈬、1月22
日㈬（全3回） 午前10時〜11時30分
会場＝市体育館
内容＝家庭で手軽にできるバラの管理方

法を学ぶ
講師＝山倉保志さん（京成バラ園園芸ア

ドバイザー）
定員＝15人（先着順）
参加費＝3,000円（苗・鉢・保険料など）
持ち物＝剪

せん
定
てい

ばさみ、軍手、筆記用具
※申し込みは午前9時から市体育館（☎

26-7251）へ。

フリーマーケット
出店しませんか

日時＝5月19日㈰ 午前9時〜午後2時
会場＝リサイクルプラザ
条件＝アマチュアであること
出店数＝20店舗（先着順）
※申し込みはリサイクルプラザ（☎36-10 

00、祝日は除く）へ。

春季ユニカール教室
床の上で楽しむカーリング

日時＝5月10日㈮・17日㈮・24日㈮・
31日㈮ 午後6時30分〜8時30分
会場＝市体育館
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前日までに市レ

クリエーション協会事務局（スポーツ
振興課・☎20-1584）へ。

9人制バレーボール教室
基礎から身に付ける

日時＝5月17日㈮・21日㈫・30日㈭、6
月6日㈭ 午前10時〜午後3時
会場＝市体育館
内容＝基礎・試合形式練習など
対象＝市内・近隣市町在住の20歳以上

の女性
参加費（1日当たり）＝500円（保険料な

ど）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、タ

オル、昼食、飲み物
※申し込みは市家庭婦人バレーボール連

盟・竹畑さん（☎090-8596-2298）へ。

絵本の読み聞かせ講座
活動を考えている人にも

期日と内容（全2回）
◦6月7日㈮…絵本の選び方
◦6月14日㈮…読み聞かせ実習
時間＝午前10時〜正午
会場＝市立図書館2階集会室
対象＝市内在住で全回受講でき、小学校

などで絵本の読み聞かせをしている
人、または今後活動予定の人
定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは4月16日㈫午前9時30分

から市立図書館（☎27-2000、月曜日
は休館）へ。託児（2歳以上。定員4人・
先着順）を希望する人は5月31日㈮ま
でに申し込んでください。

太極拳教室
体験してみませんか

日時＝5月11日㈯ 午後1時〜4時
会場＝市体育館
参加費＝無料
持ち物＝上履き
申込方法＝5月10日㈮までにFAXで住

所・氏名・電話番号を市スポーツ協会
事務局（FAX33-3813）へ

※くわしくは太極拳連盟・麻生さん（☎
26-6473）へ。

成人式実行委員
自分たちの手で盛り上げよう

　市では、令和2年成人式を企画・運営
する実行委員を募集します。
対象＝平成11年4月2日〜12年4月1日

に生まれた人で、市内在住の人または
市内の学校に通っていた人
定員＝20人（応募者多数は選考）
※令和3年対象者（19歳）も若干名募集

します。申し込みは5月31日㈮まで
に生涯学習課（☎20-1583）へ。

善意ありがとう
　あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社から、環境保護活動事業
のために市へ30万円の寄付をいた
だきました。善意ありがとうござい
ました。
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非常勤養護教諭
大栄幼稚園で

応募資格＝養護教諭免許を持ち、業務に
意欲的に取り組める人（学生不可）
募集人員＝1人
業務内容＝園児の健康管理、園内の環境

管理
勤務期間＝6月1日〜3月31日
勤務日時＝月〜金曜日（土・日曜日、祝

日を除く。幼稚園の長期休業期間は週
1日程度） 午前8時〜午後4時15分（時
間外勤務あり。勤務日時は応相談）
勤務場所＝大栄幼稚園
時給＝1,470円（社会・雇用保険加入、

期末手当あり）
応募方法＝5月17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。

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＝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＝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＝4月24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。

親子記者事業参加者
平和への願いを伝えるために

期間＝8月8日㈭〜11日（日・祝）
取材場所＝長崎市内（原爆資料館など）
内容＝8月9日㈮の長崎原爆犠牲者慰霊

平和祈念式典に参列し、平和のために
活動する人などを取材して新聞を作成
する
対象＝小学生（4年生以上）と保護者
定員＝全国で9組（応募者多数は抽選）
応募方法＝5月7日㈫（必着）までに日本

非核宣言自治体協議会ホームページ
（http://www.nucfreejapan.com）
にある申込書をEメールで同協議会事
務局（Eメールinfo@nucfreejapan.c 
om）へ。Eメールで応募できない場合
のみ郵送（〒852-8117 長崎市平野
町7-8 長崎市平和推進課内）も可

※宿泊代・交通費・取材経費は補助があ
ります。くわしくは同協議会事務局（☎
095-844-9923）へ。

大栄B＆G海洋センターのイベント
体を動かそう

会場＝大栄B&G海洋センター
対象と定員＝16歳以上の人・各50人
（先着順。シェイプアップ教室は30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）
【武道場】
申込開始日＝4月16日㈫
健康コンディショニング教室
日時＝6月11日㈫・25日㈫ 午前10時

〜11時30分
ヨガ教室
日時＝6月19日㈬ 午前10時〜11時15分
【プール】
持ち物＝水着、水泳帽、飲み物
申込開始日＝4月17日㈬
水中ウォーキング教室
日時＝6月15日㈯・22日㈯・29日㈯ 午

前10時〜11時
シェイプアップ教室
日時＝6月20日㈭・27日㈭ 午前10時〜

11時
※申し込みは各申込開始日の午前9時か

ら大栄B＆G海洋センター（☎73-5110、
月曜日・祝日の翌日は休館）へ。

市内施設見学会
ホットな場所を訪問

日時＝5月23日㈭ 午前9時〜午後3時
見学先＝さくらの山、三里塚御料牧場記

念館・貴賓館・防空壕
ごう

、鉄建建設建設
技術総合センター
対象と定員＝市内在住の人・36人（応募

者多数は初めての人を優先に抽選）
参加費＝無料（昼食は各自で用意）
申込方法＝4月22日㈪（当日消印有効）

までに、はがき・FAX・Eメールのい
ずれかで住所・氏名（フリガナ）・生年
月日・電話番号を広報課（〒286-858 
5 花崎町760 FAX24-1006  Eメー
ルkoho@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1503）へ。

成田エアポートツーデーマーチ
初夏の自然を歩こう

期日とコース
◦5月25日㈯…成田空港コース（7・10・

20・30km）、芝山里山コース（10・
30km）
◦5月26日㈰…成田里山コース（7・10・

20・30km）、芝山早苗歌コース（10・
20km）
参加費＝小学生以下無料、中学生200

円、高校生500円、一般1,500円（成
田市・芝山町在住の人は1,000円）
申込方法＝4月20日㈯までに観光プロ

モーション課（市役所4階）、成田観光
館、成田市観光案内所、各公民館など
にある申込用紙に必要事項を書いて郵
便局で参加費を振り込む（手数料は実
費）。成田エアポートツーデーマーチ
公式ホームページ（http://spoen.ne 
t/77411）からも5月8日㈬まで申し
込めます

※くわしくは成田エアポートツーデー
マーチエントリー事務局（10120-71 
1-951）または同公式ホームページへ。

会話を楽しみながらウォーキング

募　集募　集


