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成田市公式LINE
新たに運用を開始

　市からのお知らせや市内で行われるイ
ベント情報、災害情報などをお伝えしま
す。情報を受け取るにはLINEアプリの
公式アカウント検索で「成田市」と検索し
て友達追加してください。下の二次元
バーコードからも登録
できます。
アカウント名＝成田市
LINE ID＝@narita_

city
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

選挙人名簿
登録者数が確定

　令和2年3月2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 …… 52,896人
◦女 …… 53,405人
◦合計…106,301人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

22-1111 内線3152）へ。

乗り入れブロック
道路に置かないで

　駐車場と道路の段差を解消するために
乗り入れブロックや鉄板が置かれている
場所が多くあります。乗り入れブロック
などを置くと、歩行者がつまずいたり、
自転車が転倒事故を起こしたりして大変
危険です。また、雨水の流れを止めてし
まうため、道路冠水の原因にもなりかね
ません。
　段差を解消するには、歩道の切り下げ
工事を行ってください。また、工事を行
うには申請が必要です。
※くわしくは道路管理課（☎20-1551）へ。

施設の無料開放
3月27日は市民の日

　市民の日を記念して、次の日程で施設
を無料開放します
日時＝3月27日㈮ 午前9時〜午後4時（宿

泊は26日㈭午後4時〜28日㈯午前9時
が無料）

開放施設＝坂田ヶ池総合公園キャンプ場
※予約が優先されます。くわしくは同公

園管理事務所（☎29-1161）へ。

保健福祉館
臨時休館のお知らせ

　3月29日㈰は、保健福祉館に隣接す
る赤坂公園で大規模な集会が予定されて
いるため、施設管理の都合上、臨時休館
します。
　皆さんのご理解とご協力をお願いしま
す。
※くわしくは健康増進課（☎27-1111）へ。

農業用施設
事故を起こさないために

　農業用施設の水路などには危険な場所
があります。休日や春休み期間は、子ど
もの外出機会が増え、水難事故が発生す
る可能性が高くなります。
　水路や水門、機場などの近くでは、子
どもを遊ばせないでください。
※くわしくは農政課（☎20-1542）へ。

中台・大谷津運動公園
より充実した施設に

　市では、スポーツ振興くじの助成金を
受けて中台運動公園陸上競技場の円盤・
ハンマー投げ用の囲いを設置したほか、
大谷津運動公園野球場の内野グラウンド
と電光掲示板の改修を行いました。これ
により、競技環境が向上し、さらなるス
ポーツイベントの開催ができるようにな
りました。
　なお、大谷津運動公園野球場は北千葉
道路整備工事のため閉鎖していましたが、
3月20日（金・祝）にリニューアルオープ
ンします。
※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

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。

なりた知っ得情報
放送時間が変わります

　成田ケーブルテレビ（111チャンネ
ル）では、市の広報番組「なりた知っ得情
報」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す。
放送時間＝毎日 午後0時41分、午後5

時41分、午後8時41分
※成田ケーブルテレビは八生地区の一部

と大栄地区では視聴できませんので注
意してください。くわしくは広報課（☎
20-1503）へ。

催し物催し物

自閉症の方が描いた絵画展
発達障がいなどのある人の作品を

　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、自閉症などの発達障
がいのある人たちが描いた絵画の展示を
行います。
期間＝3月30日㈪〜4月3日㈮
会場＝市役所1階ロビー
※くわしくは障がい者福祉課（☎20-15 

39 FAX24-2367）へ。

平原綾香 CONCERT TOUR 2020
圧倒的な歌唱力を

日時＝7月19日㈰ 午後4時30分から
会場＝国際文化会館
入場料（全席指定）＝7,000円
入場券販売場所＝次の通り受け付けます
◦会館友の会会員…3月21日㈯午前10

時〜午後4時に電話で国際文化会館
（☎23-1331）へ（1人4枚まで）

◦そのほかの人…3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、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。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（月曜日、祝日の翌日
は休館）へ。
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成田エアポートツーデーマーチ
ウォーキングで地域の魅力を再発見

　飛行機の離着陸を望むことができる空
港周辺や緑豊かな里山などのコースを歩
いて巡ります。
　初夏の爽やかな景色の中で、思い思い
にウォーキングを楽しみませんか。
期日とコース
◦5月16日㈯…成田義民コース（7・10・

20・30㎞）、芝山里山コース（10・
30㎞）

◦5月17日㈰…成田空港コース（7・10・
20・30㎞）、芝山早苗歌コース（10・
20㎞）

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15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/81176）からも4月23日㈭まで申し
込めます

運営ボランティアを募集
期日＝5月16日㈯・17日㈰（1日でも可）
内容＝参加者の誘導・安全確保
対象＝中学卒業以上の人
応募期限＝3月31日㈫
※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（10120-7 
11-951）または同公式ホームページ
へ。ボランティアについては同事務局
ボランティア係（スポーツ振興課・☎
20-1584）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、広
報誌（年4回発行）の編集・発行など

年会費
◦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.
ne.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。

外国人のためのにほんご教室
三里塚コミュニティセンターで

日時＝4月12日、5月10日、6月14日、
7月12日、8月23日、9月13日、10
月11日、11月8日、12月13日、1月
10日、2月14日、3月14日の日曜日

（全12回） 午前10時〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝初歩的な会話や日常生活で必要な

言葉などを学ぶ
対象＝市内・近隣市町に在住の外国人
定員＝10人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同館（☎40-4880、月曜日

は休館）へ。

市ソフトボール協会
チームで登録

チーム区分＝男、女、シニア
対象＝市内在住・在勤・在学の大学生以

上（シニアは60歳以上）の人が参加す
るチーム（企業チームを含む）

年会費（1チーム当たり）＝5,000円
※くわしくは市ソフトボール協会・坪田

さん（☎26-0889）へ。

労災職業病なんでも相談会
弁護士や専門家が応じます

日時＝3月28日㈯ 午後1時〜4時
会場＝船橋市勤労市民センター
相談料＝無料
※相談を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは千葉中央法律事務所（☎0 
43-225-4567）へ。

お知らせお知らせ

広報番組・映像
市ホームページで配信中

　市では、広報映像を市ホームページで
配信しています。スマートフォンからも
視聴できますので、ぜひご覧ください。
◦なりた知っ得情報…市のお知らせや催

し物、生活に役立つ情報、市役所の業
務などを紹介

◦ビデオルポなりた…毎年度を前期と後
期に分けて、市内で行われたイベント
や式典などを記録

◦成田市長ビデオメッセージ…市長から
皆さんへのメッセージ

URL＝https://www.
city.narita.chiba.j 
p/shisei/page028 
200.html

※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

さくらの山
公共交通機関で

　3月中旬〜5月中旬はさくらの山周辺
の道路が大変混雑します。駐車スペース
に限りがあるため、できる限り公共交通
機関を利用してください。
　バスの時刻表などは成田市観光協会
ホームページ（https://www.nrtk.jp/
enjoy/attraction/sakuranoyama.ht 
ml）で確認してください。
※くわしくは空の駅さくら館（☎33-33 

09）へ。

自然を楽しみながら

募　集募　集

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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国勢調査の統計調査員
令和2年10月実施

　市では、国勢調査に従事する統計調査
員を募集しています。
応募資格＝次の全てに当てはまる人
◦市内在住で20歳以上の人
◦調査上知り得たことなど、秘密の保護

を順守できる人
◦警察・選挙・税務に直接関係がない人
募集人員＝350人程度
調査期間＝令和2年8月下旬〜10月下旬
内容＝説明会への出席、調査対象・調査

区域の確認、地図と名簿の作成、調査
票の配布・回収・点検・整理など

報酬額＝2調査区で7万円程度（1調査区
は約60世帯）

応募方法＝4月20日㈪までにインター
ネットサイト「ちば電子申請サービス」
または右の二次元
バーコードから申し込
むか、直接または電
話で行政管理課（市
役所4階・☎20-1501）へ

※応募者全員が従事できない場合もあり
ます。くわしくは同課へ。

もりんぴあ合唱部
みんなで歌いませんか

　毎月1回、ピアノに合わせて合唱練習を
行います。また、発表会を年に1回開催し
ます。
日時＝毎月第2金曜日 午前10時〜11時

30分
会場＝もりんぴあこうづ
年会費＝1,000円
※申し込みは同館（☎27-5252、第4月

曜日は休館）へ。

杜の少年少女合唱団
仲間と美しいハーモニーを

　一人一人丁寧に指導することで表現力
や感受性を高め、歌唱技術のレベルアッ
プを図ります。
日時＝4月4日㈯ 午前10時〜正午（全24

回。毎月2回開催）
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝市内・近隣市町在住の8〜17歳

の人
参加費＝年間1万2,000円（教材費など）
※申し込みは同館（☎27-5252、第4月

曜日は休館）へ。

ノルディック・ウォーク体験
新緑に包まれてリフレッシュ

　ノルディック・ウォークは、専用のポー
ルを使って歩く足腰への負担が少ない歩
行運動です。誰でも楽しめるので、気軽
に参加してみませんか。
日時＝4月9日㈭・23日㈭、 5月14日㈭
（全3回） 午後1時30分〜3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＝動きやすい服装、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。

正しい姿勢で歩けます

　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。雨天時は市
体育館）

対象と定員＝16歳以上の人・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40 
0円（保険料など）

申込方法＝4月6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

初めてのエアロビクス
日時＝5月7日㈭・13日㈬ 午前10時

〜11時30分（13日は午後1時30分
〜3時）

健康増進フィットネス体操
日時＝5月7日㈭・14日㈭・28日㈭ 午

後1時30分〜3時
ピラティス教室
日時＝5月7日㈭ 午後2時〜3時
満月・ヨガ
日時＝5月7日㈭ 午後7時〜8時
ヨガ教室
日時＝5月8日㈮・29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）

マラソン・ピラティス
日時＝5月12日㈫ 午後1時30分〜3時

30分

筋膜リリース
日時＝5月13日㈬・27日㈬ 午後7時

〜8時30分
骨盤体操
日時＝5月14日㈭・28日㈭ 午後2時

〜3時
モーニング・ヨガ
日時＝5月18日㈪・25日㈪ 午前9時

30分〜11時
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝5月18日㈪・25日㈪ 午後1時

30分〜3時
ランタン・ヨガ
日時＝5月21日㈭ 午後7時〜8時30分
※「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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大栄B＆G海洋センターのイベント
体を動かして健康に

会場＝大栄B&G海洋センター
対象と参加費（1回当たり）＝16歳以上

の人、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＝5月8日㈮・22日㈮ 午前10時〜

11時30分
定員＝各30人（先着順）
申込開始日＝3月18日㈬
ヨガ教室
日時＝5月20日㈬ 午前10時〜11時15

分
定員＝50人（先着順）
申込開始日＝3月17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。

初心者ソフトテニス教室
1年かけてじっくり上達

日時＝4月11日・25日、5月2日・16日、
6月13日・27日、7月4日・25日、8
月15日・29日、9月5日・26日、10
月3日・24日、11月14日・21日、12
月5日・19日、1月9日・30日、2月
13日・27日、3月13日・20日の土曜
日（全24回） 午前9時〜11時30分（午
前8時に雨天の場合は中止）

会場＝中台運動公園テニスコート
対象＝小学4〜6年生の初心者
定員＝50人（先着順）
参加費＝300円（保険料など）
持ち物＝運動靴、ラケット（貸し出しあり）
申込方法＝Eメールで住所・氏名・電話

番号・学校名・学年を市ソフトテニス
連盟事務局（Eメールnrtsta@gmail.
com）へ。

※くわしくは同事務局・麻生さん（☎09 
0-4223-5530）へ。

外国人のための日本語教室
Let`s Communicate

　日本の生活に順応できるように、日本
語の勉強を通して生活習慣や文化などを
学びます。
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。

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14日㈰
会場＝日本大学実籾校舎（習志野市）
受験料＝甲種6,600円、乙種4,600円、

丙種3,700円
申込方法＝4月2日㈭〜20日㈪（当日消

印有効）の月〜金曜日に、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（〒260-084 
3 千葉市中央区末広2-14-1）へ。3月
30日㈪〜4月17日㈮は同センターホー
ムページ（https://www.shoubo-sh 
iken.or.jp）からも申請できます

受験者講習会
日時＝5月23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＝3,700円（テキスト代は実費）
申込方法＝4月20日㈪〜24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。

千葉ロッテマリーンズ公式戦
ZOZOマリンスタジアムで

　千葉ロッテマリーンズの試合に招待
（内野自由席）します。
日時と対戦相手
◦4月17日㈮ 午後6時から…オリック

ス・バファローズ
◦4月19日㈰ 午後2時から…オリック

ス・バファローズ
◦4月28日㈫ 午後6時から…北海道日

本ハムファイターズ
◦4月30日㈭ 午後6時15分から…北海

道日本ハムファイターズ
会場＝ZOZOマリンスタジアム（千葉市）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝各50組100人（抽選）
申込方法＝3月16日㈪午前10時〜29日

㈰午後10時に申し込み専用ホーム
ページ（http://www.cnplayguide.
com/marines/narita2020）または
右の二次元バーコー
ドから申し込む。当
選結果は4月3日㈮
にEメールで通知し
ます

※くわしくはマリーンズインフォメー
ションセンター（☎03-5682-6341）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

　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13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8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。

大人数で一緒に踊る

募　集募　集


