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キャッシュレス・消費者還元事業
お得に支払いを

　国では、キャッシュレス・消費者還元
事業を実施しています。「CASHLESS」マー
クがついた対象店舗でク
レジットカードや電子マ
ネーなどを使って代金を
支払うと、5％または2％
のポイント還元や値引き
のサービスが受けられます。
※くわしくはキャッシュレス・消費者還

元事業ホームページ（https://cashl 
ess.go.jp）または同事務局（10120-
010975）へ 。

NARITA Enjoy Morning
ベイエフエムで放送中

　県内外の人に成田の魅力を知ってもら
うため、ベイエフエム（78MHz）で2分
間の市の広報番組「NARITA Enjoy Mo 
rning」を放送しています。
　インターネットストリー
ミングによる放送「r

ラ ジ コ
adiko」

（http://radiko.jp）でも聴
くことができます。
放送日時＝火曜日 午前8時57分〜8時

59分
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

ラジオ広報番組
市内のFM放送局で

　ラジオ成田（83.7MHz）で、市の広報
番組を放送しています。
　ラジオ成田ホームペー
ジ（http://www.narita.
fm）でも聴くことができ
ます。
ラジオ広報なりた
　広報なりたに掲載した情報の中から、
内容を厳選して放送しています。
放送日時＝毎日 午前9時〜9時5分、正

午〜午後0時5分
NaritaCity Radio Flight
　市内のイベントや魅力的なスポットな
どを、関係者にインタビューしながら紹
介しています。
放送日時＝第1・2水曜日 午前7時〜7

時30分
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

催し物催し物

大栄サークル発表会
日頃の成果を披露

日時
◦展示の部…3月3日㈫〜8日㈰ 午前9

時〜午後5時（3日は午前10時から、8
日は午後4時まで）
◦発表の部…3月8日㈰ 午前9時30分〜

午後4時
会場＝大栄公民館
内容
◦展示の部…写真、短歌、ペン習字、竹

籠、パッチワーク
◦発表の部…詩吟、民謡、舞踊、太極拳、

三味線、小鼓、大正琴、合唱
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは大栄公民館（☎73-7071、
月曜日・2月25日㈫は休館）へ。

高嶋ちさ子 with Super Cellists
国際文化会館で

　ヴァイオリニストの高嶋ちさ子さんと
実力派男性チェリストらによる演奏をお
楽しみください。
日時＝5月23日㈯ 午後2時から
会場＝国際文化会館
入場料（全席指定）＝5,500円
入場券予約方法＝次の通り受け付けます
◦会館友の会会員＝2月21日㈮ 午前10

時〜午後4時に電話で国際文化会館（☎
23-1331）へ（予定枚数に達し次第終
了）
◦そのほかの人＝2月22日㈯ 午前10時

から国際文化会館、ボンベルタ成田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、CN
プレイガイド、セブンチケット、ショッ
パーチケットサービス、MASエンター
テイメント、Ro-Onチケット。電話
予約は午後1時から国際文化会館へ

※未就学児は入場できません。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。

三平・木久蔵・王楽 三人会
成田寄席

　林家三平さんの芸能生活30周年を記
念した公演です。
日時＝3月20日（金・祝） 午後2時から
会場＝国際文化会館
入場料（全席指定）＝3,000円
入場券販売場所＝国際文化会館、ボンベ

ルタ成田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

※未就学児は入場できません。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。

演劇ワークショップ発表会
半年の稽古の集大成

日時＝3月15日㈰ 午後2時〜3時
会場＝もりんぴあこうづ
演目＝100万回生きたねこ
定員＝100人（先着順）
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、2月25
日㈫は休館）へ。

いきいきフェスティバル
遊びに来ませんか

日時＝3月14日㈯ 午前9時45分から
会場＝赤坂ふれあいセンター
内容＝同センターで活動するサークルや

シニア教養講座の受講生などによる舞
踊・ダンス・コーラス・楽器演奏など
の発表、絵画・書などの展示、茶席コー
ナー

入場料＝無料
※くわしくは同センター（☎26-0236）

へ。

息の合ったダンスを披露
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放課後子ども教室
運営を支えよう

　放課後子ども教室では、小学校の教室
を利用して、子どもたちとスポーツやレ
クリエーションなどさまざまな活動を
行っています。
　子どもたちを見守り、スタッフを取り
まとめるコーディネーターとして活動し
てみませんか。
応募資格＝市内在住・在勤・在学の18

歳以上の人
募集人員＝若干名
活動日時＝木曜日（月2回程度） 午後2時

〜5時
活動場所＝加良部小学校
応募方法＝2月28日㈮までに電話また

はEメールで住所・氏名・年齢・電話
番号・職業・「放課後子ども教室コー
ディネーター応募」を書いて生涯学習
課（☎20-1583 Eメールshogaku@
city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

市民パークゴルフ大会
気軽に参加して楽しもう

日時＝3月16日㈪ 午前8時15分から（雨
天決行）

会場＝久住パークゴルフ場
対象＝市内在住・在勤・在学の人、市パー

クゴルフ協会会員
定員＝100人（先着順）
参加費＝1,000円（昼食代など）
申込方法＝3月10日㈫までに参加費を

持って久住パークゴルフ場または十余
三パークゴルフ場へ

※くわしくは久住パークゴルフ場（☎40-
9020、月曜日、2月25日㈫は休場）へ。

県生涯大学校
仲間をつくって学びませんか

応募条件＝4月1日時点で60歳以上で、
仲間づくりや生きがいづくり、社会参
加などに興味のある県内在住の人（55
〜59歳の人も一定の要件で応募可）

募集期間＝2月28日㈮まで
願書配布場所＝高齢者福祉課（市役所議

会棟1階）や県内の各地域振興事務所
など、県ホームページ（https://www. 
pref.chiba.lg.jp/koufuku/jinzai/s 
hougaidaigaku/boshuu2ji.html）

※くわしくは県生涯大学校事務局（☎04 
3-266-4705）へ。

児童ふれあい交流事業
おもちゃの広場

日時＝3月8日㈰ 午前10時30分〜午後
4時

会場＝もりんぴあこうづ
内容＝グッドトイに選ばれたおもちゃで

遊んだり、身近な材料を使っておも
ちゃを作ったりする

対象＝0〜5歳児と保護者など
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは公津の杜なかよしひろば
（☎27-7300、2月25日㈫は休館）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＝4月10日㈮・24日㈮ 午前10時

〜11時30分
定員＝各30人（先着順）
申込開始日＝2月19日㈬
ヨガ教室
日時＝4月17日㈮ 午前10時30分〜11

時30分
定員＝50人（先着順）
申込開始日＝2月18日㈫
※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（☎73-511 
0、月曜日・祝日の翌日は休館）へ。

お知らせお知らせ

バナー広告
市ホームページでPRを

　市では、市ホームページ上に掲載する
バナー広告を募集しています。
掲載する場所＝市ホームページのトップ

ページ
掲載料（1枠当たり）＝月額3万円
規格＝縦60ピクセル×横150ピクセル

で20キロバイト以内
※くわしくは市ホームページ（https://w 

ww.city.narita.chiba.jp/boshu/p 
age043000.html）または広報課（☎
20-1503）へ。

成田市公式SNS
写真や動画と合わせてお届け

フェイスブック
　市内のイベントや地域の行事などの情
報を紹介しています。
ページ名＝成田市役所広

報課-NaritaCity
URL＝https://www.fa 

cebook.com/narita 
city.koho

インスタグラム
　日常風景や景観、イベントなどの写真
や動画を投稿しています。
ページ名＝成田市広報課
URL＝https://www.in 

stagram.com/narit 
a_city

※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

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。秘密は厳守します。
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。

募　集募　集

狙いを定めて
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ひなまつりクッキング
桃の節句をみんなで祝おう

日時＝3月1日㈰ 午前10時〜午後0時30
分

会場＝子ども館
内容＝カップずしやおひなさまおにぎり

を作る
対象＝小学生〜高校生
定員＝25人（先着順）
参加費＝500円（材料費）
持ち物＝エプロン、三角巾、マスク、おわ

ん、箸、大スプーン、持ち帰り用の袋
※申し込みは午前10時から子ども館（☎

20-6300、月曜日・祝日・第3日曜
日は休館）へ。

世界の料理を楽しむ会
フィリピンの家庭の味を伝授

日時＝3月15日㈰ 午前10時から
会場＝中央公民館
内容＝フィリピン出身の講師とアドボや

アチャラサラダなどを作る
定員＝25人（先着順）
参加費＝1,000円（材料費など。国際交

流協会会員は700円）
持ち物＝エプロン、三角巾
※申し込みは成田市国際交流協会事務局
（☎23-3231）へ。

合同企業説明会in NARITA
地元で就職を考えている人へ

日時＝3月17日㈫ 正午〜午後4時
会場＝ホテルウェルコ成田（花崎町）
内容＝市内の企業による合同説明会
対象＝就職活動中の30歳未満の人
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは成田市中小企業若手人材確
保支援事業運営事務局（☎03-5913-
6085 ホームページhttps://public.
lec-jp.com/wakate-narita）へ。

太巻き寿司講習会
アグリライフなりた会員と

日時＝3月10日㈫ 午後1時30分〜4時
会場＝中央公民館
対象＝市内在住・在勤の20歳以上の人
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円（材料費）
持ち物＝三角巾、エプロン、巻き簾

す

申込方法＝2月28日㈮（必着）までに、は
がきまたはEメールで、住所・氏名・電
話番号・「アグリライフなりた太巻き寿
司講習会参加希望」を書いて農政課（〒 
286-8585 花崎町760 Eメールnose 
i@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1541）へ。

春季バレーボール大会
チームワークで勝利をつかめ

　市内最上位になったチームは、東部五
市体育大会に出場できます。
日時＝3月20日（金・祝） 午前9時30分

から
会場＝市体育館
競技方法＝男女別6人制によるトーナメ

ント
対象＝高校生以上
参加費（1チーム当たり）＝3,000円（施

設使用料など。高校生は2,000円）
持ち物＝シューズ、タオル、昼食
申込方法＝2月28日㈮までにEメールで

代表者の住所・氏名・電話番号、チー
ム名・区分（一般・高校生）を市バレー
ボール協会事務局（Eメールnarita.vol 
leyball.association@gmail.com）へ

※くわしくは同事務局・安齋さん（☎09 
0-6140-0945）へ。

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

母子・父子自立支
援員

（1人）
子育て支援課

児童福祉または社会福祉に関
する資格と普通自動車運転免
許を持ち、パソコン操作がで
きる人（福祉または就業・自
立支援に関する相談業務経験
が2年以上ある場合は資格の
有無は問いません）

母子・父子・寡
婦などに関する
相談支援、窓口
業務

◦勤務日時＝週3日程度（土・日
曜日、祝日を除く） 午前9時
〜午後5時

◦時給＝1,480円〜1,510円
　（期末手当あり）*

◦2月25日㈫（必着）まで（土・日曜日、祝
日を除く）

◦子育て支援課（市役所2階 〒286-8585 
花崎町760）・☎20-1538

※資格者証の写しを添付
　後日、面接日を通知します

事務補助員
（1人）
水道部工務課

パソコン操作ができる人 データ入力、書
類整理など

◦勤務日時＝月10日程度（土・
日曜日、祝日を除く） 午前9
時〜午後4時

◦時給＝960円〜990円*

◦2月28日㈮（必着）まで（土・日曜日、祝
日を除く）

◦水道部工務課（〒286-0012 山口293-
1）・☎22-0269

　面接は3月17日㈫

認定調査員
（2人）
介護保険課

普通自動車運転免許を持ち、
パソコン操作ができる人 要介護認定調査

◦勤務日時＝週5日（土・日曜日、
祝日を除く） 午前9時〜午後5
時

◦時給＝1,280円〜1,330円
　（期末手当あり）*

◦3月4日㈬（必着）まで（土・日曜日、祝
日を除く）

◦介護保険課（市役所議会棟1階 〒286-
8585 花崎町760）・☎20-1545

　後日、面接日を通知します

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

懸命にブロック

＊令和2年2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ります）
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今こそ、防災
普段からの備えが大事

日時＝3月8日㈰ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
内容＝防災について学んだり、非常食を

作ったりする
対象と定員＝小学生・25人（先着順）
参加費＝100円（材料費）
※申し込みは2月22日㈯午前10時から

子ども館（☎20-6300、月曜日・祝日・
第3日曜日は休館）へ。

中郷プレーパーク
火おこしや泥遊びで自然体験

日時＝3月14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、タオル、昼食、飲み物、

火おこしで食べたい物
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは中郷ふるさと交流館（☎33- 
4075）へ。

もりんぴあ名画座
懐かしの名作やアニメを鑑賞しよう

期日＝2月28日㈮
会場＝もりんぴあこうづ
定員＝各185人（先着順）
入場料＝無料
第1部
時間＝午前10時30分〜11時
上映作品＝わたしのワンピース、みずい

ろのながぐつ、きんぎょのトトとそら
のくも

第2部
時間＝午後1時〜3時
上映作品＝お茶漬の味
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは、もりんぴあこうづ（☎ 
27-5252、2月25日㈫は休館）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（青空・ヨガは中台運動
公園陸上競技場。雨天時は市体育館）

対象＝16歳以上の人
定員＝各50人（先着順。筋膜リリースは

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）

申込方法＝3月2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

初めてのエアロビクス
日時＝4月2日㈭・8日㈬・16日㈭・22

日㈬ 午前10時から（8日・22日は午
後1時30分から）

健康増進フィットネス体操
日時＝4月2日・9日・16日・23日・30

日の木曜日 午後1時30分から
ピラティス教室
日時＝4月2日㈭・7日㈫・14日㈫・16

日㈭・21日㈫・28日㈫・30日㈭ 午
後2時から

ナイト・ヨガ
日時＝4月2日㈭・16日㈭ 午後7時から
ヨガ教室
日時＝4月3日㈮・10日㈮・17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）

筋膜リリース
日時＝4月8日㈬・22日㈬ 午後7時から
骨盤体操
日時＝4月9日㈭・23日㈭ 午後2時から
モーニング・ヨガ
日時＝4月13日㈪・27日㈪ 午前9時30

分から
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝4月13日㈪・20日㈪・27日㈪ 午

後1時30分から
健康リズム体操
日時＝4月15日㈬ 午前10時から
青空・ヨガ
日時＝4月20日㈪ 午前9時30分から
※「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。

写経で精神統一
心安らぐひとときを

　成田山新勝寺の僧侶に教わりながら、
般若心経の写経に挑戦します。
日時＝3月5日㈭ 午前10時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝16歳以上の人
定員＝12人（先着順）
参加費＝1,000円（材料費など）
※申し込みは同館（☎27-5252、2月25

日㈫は休館）へ。

甲種防火管理新規講習
安全・安心な事業所を目指して

日時＝4月15日㈬・16日㈭（全2回） 午
前9時20分〜午後4時50分

会場＝国際文化会館
定員＝140人（先着順）
受講料＝8,000円（テキスト代など）
申込方法＝3月3日㈫〜10日㈫に、日本

防火・防災協会ホームページ（https: 
//www.n-bouka.or.jp）から申し込
む。または同ホームページ、予防課（市
役所地下1階）、各消防署にある申込
書をFAXで同協会（FAX03-3591-71 
30）へ
※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

市民テニス教室
レベルに合わせて

日時＝3月14日㈯ 正午〜午後3時
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。

レッスンを受ける参加者

募　集募　集


