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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。
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ストレス解消！椅子座禅
心身のリフレッシュに

　成田山新勝寺の僧侶から椅子に座って
できる簡単な座禅を教わってみませんか。
日時＝8月5日㈬ 午前10時〜11時
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝16歳以上の人
定員と参加費＝12人（先着順）・無料
※申し込みは同館（☎27-5252、第4月
曜日は休館）へ。

会計年度任用職員
市立小中・義務教育学校で

職種＝①学校サポート教員②健康推進教
員

応募資格＝①小学校または中学校の教員
免許を持つ人②養護教諭の免許を持つ
人

募集人員＝各1人程度
業務内容＝①学習指導や生徒指導など

②保健室の運営や教育相談の補助など
勤務期間＝令和3年3月31日まで
勤務日時＝月〜金曜日（祝日を除く） 午

前8時〜午後4時15分
勤務場所＝市立学校
時給＝1,440円〜1,470円（金額は職務

経験年数に応じて決定）
履歴書の配布場所＝学務課（市役所5階）、

市ホームページ（https://www.city.
narita.chiba.jp/boshu/page1985 
00.html）

応募方法＝写真を貼った指定の履歴書と
教員免許状の写しを直接または郵送で
学務課（〒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（☎20-1581）へ。

夏休みこども絵手紙教室
オリジナル作品を作ろう

日時＝8月6日㈭ 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
内容＝絵手紙の手法で壁飾りを作る
対象＝小学生
定員＝10人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝描きたい物（花や果物など）
※申し込みは8月1日㈯までに同センター
（☎40-4880、月曜日は休館）ヘ。

さんりづか名画座
戦争について考える

期日＝8月7日㈮
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝小学生以上
定員と入場料＝各30人（先着順）・無料
第1部
時間＝午前10時〜正午
内容＝「夏服の少女たち」の上映、戦争体

験者による講話
第2部
時間＝午後1時30分〜3時
内容＝「火垂るの墓」の上映
※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。

なるほどなぞとき浮世絵展
クイズを楽しみながら

　浮世絵の展示と描かれた人物や着物に
まつわるクイズを楽しみませんか。
日時＝7月18日㈯〜8月29日㈯ 午前10

時〜午後5時
会場＝スカイタウンギャラリー
※入場は無料です。鑑賞を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは文化芸術
センター（☎20-1133、8月10日を除
く月曜日、8月11日㈫は休館）へ。

グラウンド・ゴルフ教室
初心者も始められる

日時＝9月1日㈫・4日㈮・8日㈫・15日
㈫・18日㈮・23日㈬・28日㈪、10
月1日㈭・5日㈪・9日㈮・13日㈫・
16日㈮・19日㈪・26日㈪（予備日10
月29日㈭）（全14回） 午前9時30分〜
11時30分

会場＝中台運動公園球技場（9月1日は市
体育館）

対象＝市内在住で全回参加できる人
定員＝80人（応募者多数は初心者を優先

に抽選）
参加費＝1,000円（テキスト代など）
申込方法＝8月15日㈯（必着）までに往復

はがきに住所・氏名（ふりがな）・生年
月日・性別・電話番号・経験の有無・
用具の有無を書いて市スポーツ協会事
務局（〒286-0015 中台5-2）へ

※返信用の宛名も記入してください。く
わしくは同事務局（☎33-3811）へ。

お知らせお知らせ

成田市中小企業等緊急支援給付金
申請を受け付けています

　市では、市内で事業を営む中小企業や
個人事業主を対象に、1事業者当たり
30万円の給付金を支給しています。
　対象や必要書類については、広報なり
た5月3日臨時号や市ホームページ

（https://www.city.narita.chiba.jp/
business/page0137_00054.html）
で確認してください。
申請期限＝7月31日㈮（当日消印有効）
※くわしくは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）
へ。

特別定額給付金
早めの手続きを

　市では、新型コロナウイルス感染症緊
急経済対策として、特別定額給付金給付
事業を実施しています。申請していない
人は早めに手続きしてください。
　申請書が届いていないなどの不明な点
がある場合は、成田市特別定額給付金
コールセンター（☎33-3621）へ問い合
わせてください。
申請期限＝8月20日㈭（当日消印有効）
※くわしくは同コールセンターへ。

催し物催し物

成田うなぎ祭り
伝統の味に舌鼓

　期間中は、航空券や宿泊券など豪華賞
品が当たるスタンプラリーが開催されま
す。参加店舗は「うなぎMAP」で確認し
てください。
期間＝7月17日㈮〜8月30日㈰
うなぎMAP配布場所＝成田市観光案内

所、成田観光館、成田うなぎ祭り参加
店、成田市観光協会ホームページ（htt 
ps://www.nrtk.jp）

※くわしくは成田市観光協会（☎22-210 
2）へ。
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犬のしつけ方教室
ペットと楽しく暮らすために

会場＝県動物愛護センター（富里市）
参加費＝無料（実技講座は犬同伴1匹に

つき3,300円）
基礎講座
日時＝7月16日㈭、8月6日㈭ 午前10

時〜正午
定員＝各20組（先着順）
実技講座
日時＝7月16日㈭、8月6日㈭ 午後1時

〜3時
定員＝各10組（先着順）
※基礎講座の申し込みは県動物愛護セン

ター（☎93-5711）、実技講座は千葉県
動物保護管理協会（☎043-214-781 
4）へ。

成田オープンソフトテニス大会
息の合ったプレーで

日時＝8月23日㈰（予備日30日㈰） 午前
8時30分から

会場＝中台運動公園テニスコート
種目＝ダブルス男子1〜4部、ダブルス

女子1・2部、ミックスダブルス1部
参加費（1ペア当たり）＝3,000円（高校

生以下は1,000円）
申込方法＝8月17日㈪までにEメールで

氏名・年齢・性別・電話番号を市ソフ
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。

みどり香るまちづくり
企画コンテスト

　樹木や草花を30本以上植えて、まち
づくりを演出する企画を募集しています。
対象＝今後実施を想定している事業、す

でに実施していて植え替えや拡大など
を想定している事業

応募期限＝9月18日㈮
※くわしくは環境省水・大気環境局大気

生活環境室（☎03-5521-8299）また
は、みどり香るまちづくり企画コンテ
ストホームページ（https://www.en 
v.go.jp/air/akushu/midori_machi/
index.html）へ。

会計年度任用職員
外国人相談員

応募資格＝英語・スペイン語・シンハラ
語・タイ語のいずれかで通訳・翻訳が
でき、パソコン操作ができる人

募集人員＝2人
業務内容＝外国人の生活相談、通訳など
勤務期間＝10月1日〜3月31日
勤務日時＝月10日程度（土・日曜日、祝

日を除く） 午前9時〜午後5時
勤務場所＝市民協働課（市役所2階）
時給＝1,170円〜1,220円（金額は職務

経験年数に応じて決定）
応募方法＝8月21日㈮（必着）までに写真

を貼った履歴書（TOEICや日本語検定
などの受験結果の写しがあれば添付）
を直接または郵送で市民協働課（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（☎20-1507）へ。

ラジオ体操
朝から元気に

日時＝8月3日㈪〜21日㈮の平日 午前6
時30分〜6時40分（雨天の場合は中止）

集合場所＝中台運動公園陸上競技場正面
玄関

※参加費は無料です。参加を希望する人
は当日直接集合場所へ。くわしくは市
体育館（☎26-7251）へ。

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。

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）
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）

　成田市新型コロナウイルス感染症対策専用ダイヤルは7月
31日㈮をもって終了します。8月3日㈪以降は下記担当課に
問い合わせてください。
成田市中小企業等緊急支援給付金・ 
なりた地域応援プレミアム付商品券について
◦商工課 給付金・商品券専用ダイヤル
　☎20-1611（平日の午前8時30分〜午後5時15分）
感染症に関すること
◦健康増進課
　☎27-1111（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）

＊7月7日時点の情報です。


