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＊新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止になる場合があります。

広報なりた 2020.6.15 8

催 

し 

物

お
知
ら
せ

募
　
集

2c2c

ビジネス・キャリア検定試験
職種に合わせて選べる

　ビジネス・キャリア検定試験は厚生労
働省が定める職業能力評価基準に準拠し
ています。8分野43試験から自分の職
種に合わせて受験できます。
試験日＝10月4日㈰
受付期間＝7月27日㈪まで
試験内容＝中央職業能力開発協会ホーム

ページ（https://www.javada.or.jp/ 
jigyou/gino/business/index.htm 
l）で確認してください

※くわしくはビジネス・キャリア検定試
験運営事務局（☎03-3233-6810）へ。

税務職員
令和2年度採用試験

　人事院では税務職員を募集します。第
1次試験日は9月6日㈰です。
申込方法＝6月22日㈪〜7月1日㈬に人

事院ホームページ（http://www.jinj 
i-shiken.go.jp/juken.html）から申
し込む

※くわしくは成田税務署（☎28-5151）へ。

市民ゴルフ競技大会
ベストを尽くして

日時＝9月7日㈪（雨天決行） 午前8時か
ら
会場＝白鳳カントリー倶楽部（磯部）
対象＝市内在住の男子アマチュアプレー

ヤーで、各地区の予選会などで選出さ
れた人

※くわしくは市アマチュアゴルフ協会事
務局（㈱日翔・☎22-1251）へ。

お知らせお知らせ

選挙人名簿
登録者数が確定

　令和2年6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 ･･･････52,898人
◦女 ･･･････53,419人
◦合計････106,317人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

22-1111 内線3152）へ。

録音図書目録の配布
文字を読むのが難しい人へ

　図書館では、視覚障がいなどで活字に
よる読書が難しい人向けに、音声による
図書（録音図書）を作成しています。
　これは小説や実用書などをCDに録音
したもので、図書館では利用案内と最新
版の目録を配布しています。
※くわしくは市立図書館（☎27-2000、

月曜日、6月30日㈫は休館）へ。

特別定額給付金
申請を受け付けています

　市では、新型コロナウイルス感染症緊
急経済対策として、迅速かつ的確に家計
への支援を行うため、特別定額給付金給
付事業を実施しています。
　世帯主宛てに郵送した申請書類に必要
事項を書いて、振込先口座の確認書類と
本人確認書類の写しとともに、返信用封
筒で返送してください。
　申請期限は8月20日㈭（当日消印有
効）です。申請した人については順次、
給付の手続きを行っています。
※くわしくは成田市特別定額給付金コー

ルセンター（☎33-3621）へ。

成人健（検）診・女性の検診
一部の日程が中止に

　市内の医療機関では、個別健（検）診を
実施しています。希望する人は直接医療
機関へ申し込んでください。
　なお、6・7月は大腸がん検診以外の
集団健（検）診を中止します。8月以降の
胃がん・乳がん検診の予約を希望する人
は成田市がん検診予約センター（☎043-
312-6004）へ申し込んでください。
　また、8月以降に日程を追加する予定
です。詳細については広報なりたや市
ホームページなどでお知らせします。
受診の際の注意事項
◦当日に37.5℃以上の熱がある人は受

診できません
◦せきやだるさがあるなど体調の悪い人

は受診日の変更を検討してください
◦手洗い・マスク着用を徹底してください
※受診方法などについては広報なりた5

月1日号で確認してください。くわし
くは健康増進課（☎27-1111）へ。

スマートフォン用アプリ
広報なりたが読める

　市では、広報なりたを多くの皆さんに
提供できるよう、スマートフォン用無料
アプリ「マチイロ」で配信しています。こ
のアプリをダウンロードして登録する
と、毎月1日・15日の発行日にお知ら
せが届き、広報紙を読むことができます。
　右の二次元バーコード
からマチイロのホーム
ページ（https://machii 
ro.town）にアクセスし、
ダウンロードしてください。
※くわしくは広報課（☎20-1503）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。

催し物催し物

若い芽の作品展
市内出身の写真家による

日時＝6月30日㈫〜7月19日㈰ 午前9
時〜午後7時（30日は午後1時から、
19日は午後3時まで）
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝若手写真家による作品を展示
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。

 「広報なりた」

成田市ホームページで閲覧できます。
https://www.city.narita.chiba.jpURL

PDF版・電子ブック版
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夏季バドミントン大会
団体戦で勝ち進もう

日時＝7月5日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
競技方法＝男女混合3ペア（男子・女子・

混合ダブルス）での団体戦
対象＝中学生以上
定員＝50チーム（先着順）
参加費（1チーム当たり）＝6,000円（シャ

トル代など）
申込方法＝6月26日㈮までにEメールで

住所・参加者全員の氏名（ふりがな）・
電話番号・所属チーム名・参加ランク

（分かる場合のみ）を市バドミントン協
会事務局（Eメールnrt-badkyo@cpo 
st.plala.or.jp）へ

※くわしくは市スポーツ協会事務局（☎
33-3811）へ。

ソフトボール選手
県民体育大会

　10月25日㈰・31日㈯、11月1日㈰に
行われる県民体育大会のソフトボール競
技に市の代表として出場する男女の選手
を募集します。
対象＝18歳以上の経験者（高校生を除く）

で、市内在住の人または県内在住で市
内の小中学校を卒業した人
練習日時＝10月4日㈰・11日㈰ 午前9

時〜正午
練習場所＝大谷津運動公園多目的広場
※申し込みは8月23日㈰までに市ソフ

トボール協会・三辻さん（☎090-436 
0-0087）へ。

会計年度任用職員
資産税課で

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝1人
業務内容＝書類整理、データ入力、償却

資産の内容確認など
勤務期間＝8月1日〜3月31日
勤務日時＝週2日程度（土・日曜日、祝日

を除く） 午前9時〜午後5時
勤務場所＝資産税課（市役所2階）
時給＝960円〜990円（金額は職務経験

年数に応じて決定）
応募方法＝6月26日㈮（必着）（土・日曜

日を除く）までに写真を貼った履歴書
を直接または郵送で資産税課（〒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（☎20-1514）へ。

スクラッチ講習会
パソコンでプログラミングを体験

日時＝8月7日㈮〜10日（月・祝）（全4回） 
午後1時30分〜4時30分
会場＝赤坂ふれあいセンター
講師＝中野實さん（NPO法人成田若ガエ

ルWebサイト）
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以上
定員＝10人（応募者多数は抽選）
参加費＝500円（教材費など）
持ち物＝無線LAN内蔵のパソコン
申込方法＝7月5日㈰までにEメールで

氏名・電話番号をNPO法人成田若ガ
エルWebサイト（Eメールwakagae 
.00.mid@gmail.com）へ

※くわしくはNPO法人成田若ガエルWe 
bサイト・水

みどりかわ
鳥川さん（☎26-7796）ま

たは同ホームページ（https://sites.g 
oogle.com/site/neodhamanpow 
akagae）へ。

バウンドテニス体験教室
子どもから大人まで楽しめる

日時＝7月16日㈭・30日㈭ 午後1時20
分〜4時
会場＝市体育館
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（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。

募　集募　集

新型コロナウイルス感染症対策に関する相談窓口
特別定額給付金について
◦成田市特別定額給付金コールセンター
　☎33-3621（平日の午前8時30分〜午後5時15分）
布マスクの全戸配布について
◦布マスクの全戸配布に関する電話相談窓口（厚生労働省）
　10120-551-299（午前9時〜午後6時）
各種支援策などの市の対応について
◦成田市新型コロナウイルス感染症対策専用ダイヤル
　☎20-1535（平日の午前8時30分〜午後5時15分）
感染しているかもと思ったら
◦印旛健康福祉センター（印旛保健所）成田支所
　☎26-7231（平日の午前9時〜午後5時） FAX26-4760

感染症に関する問い合わせ先
◦成田市医療相談ほっとライン
　10120-24-1130（24時間年中無休）
◦千葉県の電話相談窓口
　☎0570-200-613（24時間年中無休）
◦厚生労働省の電話相談窓口
　10120-565653（午前9時〜午後9時） 
　FAX03-3595-2756
事業者向けの相談窓口
◦中小企業金融・給付金相談窓口（経済産業省）
　☎0570-783183（午前9時〜午後5時）

＊6月5日時点の情報です。

粘り強いプレーで


