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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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スポーツリーダーバンク制度
指導者を紹介します

　市では、スポーツやレクリエーション
活動の振興を図るため、指導者の登録・
紹介などを行う「スポーツリーダーバン
ク」を設置しています。
　指導者を必要とする学校や地域団体な
どがありましたら、スポーツ振興課（☎
20-1584）へ相談してください。条件に
合う登録者を紹介します。
　紹介可能種目は、市ホームページ（htt 
ps://www.city.narita.chiba.jp/bun 
ka_sports/page208200.html）で確
認できます。
　活動日時や報酬などについては、紹介
後に登録者と直接相談してください。
※くわしくはスポーツ振興課へ。

成田公民館
エレベーターの改修を実施

　成田公民館では10月1日㈭〜12月28
日㈪の間、改修工事を行うためエレベー
ターの使用を中止します。
※くわしくは中央公民館（☎27-5911、

第1月曜日・祝日は休館）へ。

選挙人名簿
登録者数が確定

　令和2年9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 ……… 52,909人
◦女 ……… 53,732人
◦合計……106,641人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

22-1111 内線3152）へ。

催し物催し物

下総歴史民俗資料館企画展
北総の古刹〜龍正院

日時＝10月17日㈯〜11月23日（月・
祝） 午前9時〜午後4時30分
会場＝下総歴史民俗資料館
内容＝滑河観音の名で親しまれる龍正院

の縁起・信仰や伝承・年中行事に関わ
る資料、県・市指定文化財などを展示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは下総歴史民俗資料館（☎96-
0080、9月21日、11月23日を除く月
曜日、9月23日㈬は休館）へ。

新型コロナウイルス感染症対策に関する相談窓口
なりた地域応援プレミアム付商品券・ 

成田市高齢者支援商品券について
なりた地域応援プレミアム付商品券に関すること
◦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）
成田市高齢者支援商品券に関すること
◦高齢者福祉課
　☎20-1537（平日の午前8時30分〜午後5時15分）
取扱店舗の登録に関すること
◦成田市商品券事務局
　☎043-201-6328（平日の午前9時30分〜午後5時30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）
　FAX 26-4760

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市では下記の施設に非接触型体温
測定器を設置しています。測定器の前に立つだけで簡単に体温を測定することがで
きますので、施設を利用する際に活用してください。
設置施設＝市役所、下総・大栄支所、保健福祉館、中央公民館、市立図書館本館、

市体育館、赤坂ふれあいセンター、成田観光館、空の駅さくら館ほか
測定方法＝モニターに顔が写るように、測定器から50センチメートル程の位置に立

つ（体温が37.5℃未満の時には緑、37.5℃以上ある場合には赤で表示されます）
※くわしくは健康増進課（☎27-1111）へ。

感染症に関する問い合わせ先
◦健康増進課
　☎27-1111（平日の午前8時30分〜午後5時15分）
◦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） 
　FAX 03-3595-2756

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）

＊9月7日時点の情報です。

非接触型体温測定器を導入

モニターに顔を写して検温
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健康ウォーキング大会
秋の風を感じながら

日時＝10月24日㈯ 午前8時30分から
（雨天決行）
集合場所＝ボンベルタ成田2階アネック

ス館前
コース＝10㎞コース
参加費＝200円（保険料など。中学生以

下は無料）
持ち物＝筆記用具、昼食、飲み物
※申し込みは10月16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。

ノルディック・ウォーク体験
足腰への負担が少ない運動

日時＝10月16日㈮・23日㈮、11月6日
㈮（全3回） 午前9時30分〜11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、9月21日を除く月
曜日、9月23日㈬は休館）へ。

写経で精神統一
心を整えるために

　成田山新勝寺の僧侶に筆の動かし方な
どを教わりながら、般若心経の写経に挑
戦します。
日時＝10月7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、第4月

曜日は休館）へ。

ユネスコ環境教室
持続可能な社会のために

日時＝10月13日㈫ 午後2時〜3時30分
会場＝保健福祉館
テーマ＝エネルギーと環境問題〜気候変

動から気候危機への備え
講師＝吉田昌弘さん（NPO法人環境カウ

ンセラー千葉県協議会）
定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝10月2日㈮までに電話また

はFAXで氏名・電話番号を成田ユネ
スコ協会事務局（生涯学習課・☎20-1 
583 FAX24-4326）へ

※くわしくは同課へ。

レクリエーション祭
ニュースポーツに挑戦

日時＝10月17日㈯ 午前9時から
会場＝市体育館
種目＝ユニカール、バウンドテニス、ス

カットボールなど
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市レクリエーション協会事
務局（スポーツ振興課・☎20-1584）へ。

CTUデュアスロンinフレンドリー下総
ランとバイクで競う

日時＝11月23日（月・祝） 午前8時45分
から
会場＝下総運動公園サイクルロード
競技種目
◦小学生（低・中・高学年）…ラン1㎞・

バイク3㎞・ラン1㎞
◦中学生・一般（高校生以上）B…ラン1.5

㎞・バイク10.5㎞・ラン1.5㎞
◦一般（高校生以上）A…ラン3㎞・バイ

ク21㎞・ラン3㎞
定員＝小学生各学年30人、中学生・一

般B50人、一般A80人（先着順）
参加費＝小学生2,500円、中学生・一

般B3,500円、一般A4,500円（保険
料など）

※くわしくは大会事務局・園川さん（☎0 
90-1105-9773）または大会ホーム
ページ（https://www.ne.jp/asahi/
shake/hand）へ。

さんりづか名画座
名作を鑑賞しよう

日時＝10月9日㈮ 午後1時〜3時10分
会場＝三里塚コミュニティセンター
上映作品＝心の旅路
定員＝30人（先着順）
入場料＝無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

9月21日を除く月曜日、9月23日㈬
は休館）へ。

お知らせお知らせ

成田市史研究44号
頒布しています

主な内容と執筆者
◦戦後の三橋鷹女－『白骨』『羊歯地獄』
『橅』の世界…川名大

はじめ

◦地形図からみる成田ニュータウンの変
容…石毛一郎
◦淀藩大森陣屋の下総出身手代・使番に

ついて…鏑木行廣
◦統計報告綴からみる成田町…矢嶋毅

たか
之
ゆき

◦成田市史研究余話2…小川和博、小倉
博、木村修、外

と
山
やま

信司、中村政弘
◦「平成三十年度市史講座」明治を生きた

旧幕臣とキリスト教－飯田栄次郎とそ
の周辺…樋口雄彦（講師）
◦資料紹介 文化元年船形村・台方村麻

賀多大明神神主による大宮司職号免許
取得について…関初

はつ
弥
み

◦成田市史年表稿 2017（平成29）年解
説…矢嶋毅之
規格・ページ数＝A4判・100ページ
頒布価格＝640円
頒布場所＝市立図書館本館、行政資料室
（市役所1階）

※くわしくは市立図書館（☎27-2533、月
曜日は休館）へ。

多重債務相談
電話で応じます

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。
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