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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。

ユネスコ環境教室
台風から災害について考える

日時＝2月13日㈭ 午後2時～4時
会場＝保健福祉館
テーマ＝いっしょに考えよう気候変動!

～未来世代へのわたしたちの課題
講師＝佐藤ミヤ子さん（環境カウンセ

ラー千葉県協議会理事）
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは2月6日㈭までに成田ユネ

スコ協会事務局（生涯学習課・☎20-
1583）へ。

市民ユニカール大会
初心者教室も開催

日時＝2月9日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
チーム編成＝3人（1人での参加も可）
参加費（1人当たり）＝500円（昼食代・

保険料）
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは1月31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。

お知らせお知らせ

成人式の記念品
欠席者は受け取りに

　成人式を欠席し、記念品を受け取って
いない人は、2月28日㈮までに生涯学
習課（市役所5階）へ案内状を持ってきて
ください。
※くわしくは同課（☎20-1583）へ。

成田空港パスポート（N.PASS）
申請が便利になりました

　成田空港の施設をお得に利用できる
N.PASSが、郵送で申請できるようにな
りました。N.PASSを使えば、空港内店
舗や空港内駐車場利用の割引などの優待
が受けられます。
※くわしくはNAA地域共生部（☎34-5 

858）または市ホームページ（https:// 
www.city.narita.chiba.jp/downl 
oad/page0315_00001.html）へ。

4月入所2次受け付け
市内保育所などの

　市内保育所などの入所希望者の2次受
け付けを行います。
対象＝市内在住で、保護者が仕事や病気

などにより、保育できない家庭の乳幼
児

受付日時＝2月14日㈮～28日㈮（土・日
曜日、祝日を除く） 午前9時～午後4
時15分

受付場所＝保育課（市役所2階）
申込方法＝2月3日㈪から同課（☎20-16 

07）へ予約をして、申込書類を提出
申込書配布場所＝保育課、各保育園・事

業所・認定こども園

※5月以降の入所は、希望する月の前々
月に受け付けます。くわしくは同課へ。

催し物催し物

ゴンチチホワイトデーコンサート
心がほっとする優しいメロディー

　ゴンザレス三上さんとチチ松村さんの
ギターデュオ「ゴンチチ」による、聴く人
の心をほっとさせる美しい演奏をお楽し
みください。
日時＝3月14日㈯ 午後5時から
会場＝スカイタウンホール
定員＝270人（先着順）
入場料（全席指定）＝5,000円
入場券販売開始日＝1月18日㈯
入場券販売場所＝文化芸術センター事務

室（スカイタウン成田4階）、チケット
ぴあ

※未就学児は入場できません。くわしく
は同センター（☎20-1133、月曜日は
休館）へ。

ダンスフェスティバルinもりんぴあ
日頃の練習の成果を披露

日時＝2月22日㈯ 午後1時～5時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝ダンスサークルによる発表
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。

成田線開業120周年プレイベント
展示会と講演会を開催

入場料＝無料
鉄道写真展
日時＝2月4日㈫～16日㈰ 午前9時～午

後9時
会場＝我孫子市生涯学習センター
野崎信一 成田線水彩百選展
日時＝2月4日㈫～16日㈰（10日㈪を除

く） 午前9時30分～午後5時
会場＝我孫子市民図書館布佐分館
内容＝JR成田線沿線の風景画を展示
講演会
日時＝2月8日㈯ 午後1時30分～3時
会場＝我孫子市生涯学習センター
テーマ＝千葉の鉄道物語、成田線を中心

に
講師＝内田龍哉さん（県立中央博物館主

任上席研究員）
定員＝100人（先着順）
申込方法＝1月16日㈭午前9時30分か

ら我孫子市民図書館（☎04-7184-11 
10）へ

※写真展と水彩百選展の鑑賞を希望する
人は当日直接会場へ。くわしくは成田
線活性化推進協議会事務局（我孫子市
企画課・☎04-7185-1426）へ。

新春恒例
お年玉クロスワードの答え

（本紙1月1日号）

うなじゅう
　当選者には1月下旬に記念品（1,0 
00円分の図書カード）を送付します。
※当選者の発表は、発送をもって

代えさせていただきます。くわし
くは広報課（☎20-1503）へ。

4月に開設予定の保育園
保育園名 所在地

あい・あい保育園西三
里塚園

西三里塚
251-29

あい・あい保育園久住園 久住3-1-1
めぶき保育園なりた 美郷台3-9-1
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食と命の教室
有機農業や農村生活を体験

　1年を通じて田植え・稲刈り、野菜の
栽培、稲わら納豆作りなどを学びます。
日時＝2月15日㈯ 午前10時～午後5時
（全10回。11月まで毎月1回開催）

会場＝おかげさま農場の畑（伊能）
参加費＝年間3万8,000円（1回ごとの参

加は4,500円。昼食代は別途1人500
円）

申込方法＝みんなの農村ネットワーク
ホームページ（https://www.minso 
n.jp）から申し込む

※くわしくは同事務局・片岡さん（☎09 
0-1461-3881）へ。

自然観察会
春の息吹を探そう

　自然と歴史を感じられる成田山公園を
散策しませんか。
期日＝2月22日㈯（雨天決行）
集合時間＝午前9時30分（正午解散予定）
会場＝成田山公園
対象＝市内在住・在勤・在学の人（小学

生以下は保護者同伴）
定員＝30人（応募者多数は抽選）
申込方法＝2月7日㈮（必着）までに、はが

き・FAX・Eメールのいずれかで、参
加者全員の住所・氏名・年齢・性別・
電話番号を、なりた環境ネットワーク
事務局（〒286-8585 花崎町760 FA 
X22-4449 Eメールkankei@city.na 
rita.chiba.jp）へ

※参加費は無料です。くわしくは同事務
局（環境計画課・☎20-1533）へ。

うなバレー大会
柔らかいボールで楽しめる

日時＝2月22日㈯ 午前9時～午後1時
会場＝市体育館
チーム編成＝5～8人（男女混合）
参加費（1人当たり）＝100円（保険料など）
※1人でも参加できます。申し込みは2

月5日㈬までに市スポーツ推進委員連
絡協議会事務局（スポーツ振興課・☎
20-1584）へ。

文化団体連絡協議会
一緒に活動しませんか

　成田市文化団体連絡協議会（文団連）で
は、令和2年度の新規加盟団体を募集し
ます。加盟を希望する団体には書類を送
付します。
申込期限＝3月13日㈮
※くわしくは文化国際課（☎20-1534）へ。

募　集募　集

会計年度任用職員の募集
勤務期間＝4月1日～3月31日
応募方法＝封筒に職種を書き、写真を貼った履歴書を直接または郵送で各応募先へ

＊令和2年1月15日時点での予定額（金額は職務経験年数に応じて異なる場合があります）

職種（募集人員）
勤務場所 応募資格 業務内容 勤務条件 応募期間

応募・問い合わせ先など

事務員
看護師
保健師
助産師
保育士

（いずれも若干名）
健康増進課

◦事務員…パソコ
ン操作ができる
人

◦そのほかの職種
…それぞれの資
格を持つ人

◦事務員…健診の受け付け・
入力業務

◦看護師・保健師…健診や
健康教育などの保健業務

◦助産師…子育て世代包括
支援センターの保健業務

◦保育士…健診時や健康教
育などの保育業務

◦勤務日時＝健診日程などにより不定期
◦時給＝事務員960円～990円、看護師

1,400円～1,440円、保健師・助産師
1,450円～1,490円、保育士1,270円～
1.320円＊

◦1月31日㈮（必着）まで（土・日曜
日を除く）

◦健康増進課（保健福祉館内 〒 
286-0017 赤坂1-3-1）・☎2 
7-1111

　後日、面接日を通知します

事務員
（2人）
文化芸術センター

パソコン操作がで
きる人

受け付け事務、施設管理業
務など

◦勤務日時＝週3日程度（土・日曜日、祝日
を含む） 午後4時30分～7時15分（夜間
使用がある場合は最長で午後9時45分ま
で）

◦時給＝960円～990円＊

◦1月31日㈮（必着）まで（月曜日
を除く）

◦文化芸術センター（スカイタウ
ン成田4階 〒286-0033 花崎
町828-11）・☎20-1133

　面接日は2月7日㈮

事務員
（4人）
赤坂ふれあいセン
ター

パソコン操作と接
客ができる人

受け付け、館内整理などの
管理業務、事務補助

◦勤務日時＝週2・3日程度（土・日曜日、
祝日を含む） 午前8時30分～午後5時

◦時給＝960円～990円＊
◦2月5日㈬（必着）まで（土・日曜

日を除く）
◦高齢者福祉課（市役所議会棟1

階 〒286-8585 花崎町760）・
☎20-1537

　後日、面接日を通知します

介護事業所指導員
（1人）
高齢者福祉課

介護支援専門員や
介護事業所の管理
者などの実務経験
がある人

介護事業所への指導補助な
ど

◦勤務日時＝週2・3日程度（土・日曜日、
祝日を除く） 午前9時～午後4時

◦時給＝1,360円～1,400円＊

介護相談員
（6人）
高齢者福祉課

普通自動車運転免
許を持つ人

介護施設を訪問し、利用者
や家族からの介護サービス
に関する相談に応じる

◦勤務日時＝月2日（原則第2・4火曜日、祝
日を除く） 午前9時～正午

◦日給＝7,700円＊
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JAL折り紙ヒコーキ教室
滞空時間や距離を競おう

日時＝2月9日㈰ 午後1時30分～3時
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝小学生以上
定員と参加費＝30人（先着順）・無料
※申し込みは同館（☎27-5252、第4月

曜日は休館）へ。

フォークダンス初心者講習会
楽しく踊ろう

日時＝2月10日㈪・17日㈪ 午後1時～
3時

会場＝もりんぴあこうづ
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは各講習日の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。

バウンドテニス合同練習会
体験教室も開催

日時＝2月19日㈬・26日㈬ 午前9時30
分～正午

会場＝市体育館
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レ

クリエーション協会事務局（スポーツ
振興課・☎20-1584）へ。

働き方改革セミナー
若者に選ばれる企業になるために

日時＝2月5日㈬ 午後1時30分～3時30分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝若者に選ばれるための職場づくり

のポイントなどを学ぶ
対象＝市内に事業所がある企業
参加費＝無料
申込方法＝1月29日㈬までに成田市若

手人材確保支援事業運営事務局ホーム
ページ（https://partner.lec-jp.com 
/ti/wakate-narita）から申し込む。ま
たは商工課（市役所4階）にある申込書
に必要事項を書いて同事務局（FAX0 
3-5913-6409）へ

※くわしくは同事務局（☎03-5913-60 
85）へ。

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50人（先着順）
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＝2月3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）で申し込む

ピラティス教室
日時＝3月3日㈫・5日㈭・10日㈫・17

日㈫・19日㈭・24日㈫ 午後2時～3
時

リズム＆ステップ入門
日時＝3月4日㈬・18日㈬ 午前10時～

11時
初めてのエアロビクス
日時＝3月5日㈭・11日㈬・19日㈭・25

日㈬ 午前10時～11時30分（11日・25
日は午後1時30分～3時）

健康増進フィットネス体操
日時＝3月5日㈭・12日㈭・19日㈭・26

日㈭ 午後1時30分～3時
モーニング・ヨガ
日時＝3月6日㈮・13日㈮・27日㈮ 午前

9時30分～10時45分
ヨガ教室
日時＝3月6日㈮・13日㈮・27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）

認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝3月9日㈪・16日㈪・23日㈪・30

日㈪ 午後1時30分～3時
骨盤体操
日時＝3月12日㈭・26日㈭ 午後2時～

3時
ナイト・ヨガ
日時＝3月16日㈪・30日㈪ 午後7時～

8時15分
ナイト・ピラティス教室
日時＝3月25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。

市民テニス教室
レベル別に分かれて

日時＝2月1日㈯ 正午～午後2時30分
会場＝中台運動公園テニスコート
内容＝初心者・中級者・女子に分かれて

の基本練習、ゲーム形式練習
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
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市テニス協会事務局・林さ
ん（☎090-4063-5859）へ。

合同説明会・面接会in横芝光町
成田空港関連企業による

　成田空港周辺市町などが共催し、就職
支援のための説明会や面接会を行います。
日時＝2月7日㈮ 午後1時～3時30分
会場＝横芝光町体育館
参加費＝無料
持ち物＝履歴書（面接を希望する人）
※申し込みは商工課（☎20-1622）へ。

水墨画教室
基本的な描き方から学ぶ

日時＝2月14日・21日・28日、3月6日・
13日の金曜日（全5回） 午後1時30分
～3時30分

会場＝公津公民館
対象＝市内在住・在勤・在学の20歳以

上の人
定員＝18人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円（材料費）
申込方法＝1月30日㈭（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・教室名を公津公民館

（〒286-0004 宗吾1-839-1 Eメール
kominkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎26-9610、月曜日
は休館）へ。

丁寧に描き上げる
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自衛官候補生
平和を守る仕事

応募資格＝18～32歳の人
受付期限＝2月21日㈮
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

スマートフォン体験教室
便利な機能を学ぼう

日時＝2月22日㈯ 午後2時～4時
会場＝中央公民館
内容＝スマートフォンを使って、基本的

な操作方法や携帯電話との違いを学ぶ
対象＝市内在住・在勤のおおむね55歳

以上で、携帯電話を使っている人
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
持ち物＝筆記用具
申込方法＝2月7日㈮（必着）までに、はが

きまたはEメールで住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号・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
曜日は休館）へ。

なりた郷土史セミナー
身近な地域の歴史を学ぶ

日時＝2月22日㈯ 午前10時～正午
会場＝中央公民館
テーマ＝印旛沼の堀

ほり
割
わり

普
ふ

請
しん

について
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝30人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝2月6日㈭（必着）までに、はが

きまたはEメールで住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・教室名を中央公民館

（〒286-0017 赤坂1-1-3 Eメールko 
minkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日は休館）へ。

スポーツを通じた共生社会講演会
TOKYO2020に向けて

日時＝2月22日㈯ 午後2時から
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝スポーツを通じた共生社会の促

進を考える～アイルランドパラリン
ピックチームの事前合宿をきっかけに

講師＝荒井秀樹さん（パラノルディック
スキー日本チームGM）

定員と参加費＝100人（先着順）・無料
申込方法＝2月14日㈮までに電話または

Eメールで住所・氏名・電話番号をス
ポーツ振興課・オリンピックパラリン
ピック推進室（☎20-1584 Eメールo 
lypara@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同推進室へ。

中郷プレーパーク
子どもたちの自由な遊び場

　火おこしや風車作り、昔の遊びなど、
自然の中で自由に遊んでみませんか。
日時＝2月24日㈪ 午前10時～午後3時

30分
会場＝中郷ふるさと交流館
参加費＝無料
持ち物＝着替え、昼食、飲み物、火おこ

しで食べたい物、風車の材料（厚紙など）
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは成田おむすびプレイパーク・
城さん（☎090-5160-9080）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
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＝3月3日㈫・17日㈫ 午前10時～

11時30分
定員＝30人（先着順）
ヨガ教室
日時＝3月18日㈬ 午前10時30分～11

時30分
定員＝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・祝
日の翌日は休館）へ。

陶芸教室
オリジナルの茶わんやお皿を

日時＝2月5日㈬・12日㈬、3月11日㈬
（全3回） 午後1時30分～4時30分

会場＝もりんぴあこうづ
対象＝16歳以上の人
定員＝10人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費など）
持ち物＝エプロン、雑巾
※申し込みは同館（☎27-5252、第4月

曜日は休館）へ。

リサイクル教室
布草履を作ろう

日時＝2月18日㈫ 午後1時～4時
会場＝リサイクルプラザ
定員＝12人（初めての人を優先に先着順）
参加費＝無料
持ち物＝木綿の布50本（1本当たり5㎝

×80㎝）、裁縫道具、はさみ、座布団
※申し込みは同館（☎36-1000、祝日

は除く）へ。

ふれあいコンサート
出演してみませんか

　市役所ロビーなどで開催される「ふれ
あいコンサート」に出演しませんか。
日時＝第3または第4木曜日 午後0時10

分～0時50分
申込方法＝市ホームページ（https://ww 

w.city.narita.chiba.jp/download/
page283200.html）にある申請書を
直接または郵送で文化国際課（市役所4
階 〒286-8585 花崎町760）へ

※申請書は電話でも請求できます。くわ
しくは同課（☎20-1534）へ。

防災講演会
いざというときに備えて

日時＝2月29日㈯ 午後2時～3時30分
会場＝保健福祉館
テーマ＝過去の災害にまなぶ～自助と共

助のまちづくり
講師＝重川希

き
志
し

依
え

さん（常葉大学大学院
環境防災研究科教授）

定員＝150人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは2月25日㈫までに危機管

理課（☎20-1523）へ。

募　集募　集


