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市の広報映像
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。
◦なりた知っ得情報…市からのお知らせ

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
◦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.ci 

ty.narita.chiba.jp/sh 
isei/page028200.h 
tml

※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

個別的労使紛争のあっせん
労働委員会が応じます

　県労働委員会では、個々の労働者と使
用者との間で生じた解雇・パワハラ・労
働条件の不利益変更などの労働関係のト
ラブルについて、双方の歩み寄りによる
円満な解決を目指す「個別的労使紛争の
あっせん」を行っています。
　あっせんは無料で、労働者・使用者ど
ちらからでも申請できますので、気軽に
相談してください。
※くわしくは県労働委員会事務局（☎04 

3-223-3735）へ。

ハロートレーニング
就職やスキルアップのために

　ハロートレーニング（公的職業訓練）は、
希望する仕事に就くために必要な知識や
技術を習得することができる制度です。
　訓練コースは、事務、IT、製造、介護、
デザイン、システム開発など多種多様な
分野があります。受講料は無料です（在
職者・学卒者向けコースは有料。教材費
などは別途）。
　一定の条件を満たす人には、受講中の
生活費などが支給される制度があります。
※くわしくはハローワーク成田駅前庁舎
（☎89-1700）または千葉労働局ホー
ムページ（https://jsite.mhlw.go.jp 
/chiba-roudoukyoku）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」

（https://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

スカイタウンコンサート
ハープと声楽の音色に包まれて

　市内在住のハープ奏者大木理恵さんと
メゾソプラノ歌手小倉牧子さんによるコ
ンサートを開催します。
日時＝1月11日（月・祝） 午後2時から
会場＝スカイタウンホール
定員＝140人（先着順）
入場料（全席指定）＝1,500円（高校生以

下は500円）
申込方法＝10月23日㈮から電話で文化

芸術センター（☎20-1133）へ。後日、
チケットの引換券を送付します。なお、
席は指定できません
※未就学児は入場できません。くわしく
は同センター（月曜日は休館）へ。

防火フェスタ・防火ポスター展
火災予防のイベント

会場＝ユアエルム成田店1階センタープ
ラザ

防火ポスター展
期間＝11月6日㈮〜12日㈭
内容＝市内の小中学生から寄せられた防

火ポスターの入選作品の展示
防火フェスタ
日時＝11月7日㈯ 午前10時〜午後3　

時30分
内容＝住宅用火災警報器の設置に関する

相談、消防車両の展示など
※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

bayfm SPECIAL LIVE in NARITA
渡辺香津美トリオ＆豊田チカJAZZ LIVE

　世界に誇るジャズ・ギタリスト渡辺香
津美さん、ボーカリスト豊田チカさんら
によるコンサートを開催します。
日時＝12月5日㈯ 午後4時から
会場＝スカイタウンホール
対象＝県内在住・在勤・在学の小学生以

上
定員＝130人（先着順）
入場料（全席指定）＝5,000円
申込方法＝市内在住・在勤・在学の人は

10月17日㈯から、県内在住・在勤・
在学の人は10月31日㈯から電話で文
化芸術センター（☎20-1133）へ。後日、
チケットの引換券を送付します。なお、
席は指定できません
※くわしくは同センター（月曜日は休館）
へ。

菊花大会
成田山新勝寺と琴平神社で

　境内で鉢物・盆栽・懸
けん

崖
がい

などの菊花が
展示されます。
会場と期間
①成田山新勝寺…10月20日㈫〜11月

15日㈰
②琴平神社（飯田町）…11月7日㈯〜9日

㈪
※くわしくは①成田山新勝寺（☎22-21 

11）、②成田菊花連合会・大野さん（☎
22-5877）へ。

若い芽の作品展
公津の杜中学校の生徒による

日時＝10月31日㈯〜11月7日㈯ 午前9
時〜午後9時（31日は午後1時から、7
日は午後2時まで）

会場＝もりんぴあこうづ
内容＝公津の杜中学校の美術部と書道部

の作品を展示
※入場料は無料です。鑑賞を希望する人

は当日直接会場へ。くわしくは同館（☎
27-5252、第4月曜日は休館）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。
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なりた市民コレクション展
あなたが持つ作品を

　12月19日㈯〜1月17日㈰にスカイタ
ウンギャラリーで開催されるコレクショ
ン展に出品しませんか。
募集内容＝県にゆかりのある作家の書

道・洋画・日本画・陶芸などの作品
応募方法＝10月16日㈮〜31日㈯の午

前9時〜午後5時に文化芸術センター
または同センターホームページ（http: 
//www.narita-bungei-skytown.j 
p）にある申込用紙に必要事項を書い
て、直接またはFAXで同センター事
務室（スカイタウン成田4階 FAX22- 
7311）へ。後日、指定された日に作品
を自己搬入する

※作品の数・素材・大きさに制限があり
ます。くわしくは同センター（☎20-11 
33、月曜日は休館）へ。

会計年度任用職員
保育園で

職種＝①保育士②看護師
応募資格＝業務に意欲的に取り組める人
（学生不可。①保育士の資格を持つ人
②看護師または准看護師の資格を持つ
人）

募集人員＝①10人程度②3人程度
業務内容＝①乳幼児の保育②園児の健康

管理、乳幼児保育の補助
勤務期間＝12月1日〜3月31日
勤務日時＝月〜土曜日（祝日を除く） 午

前8時30分〜午後5時（時間外勤務あ
り。短時間勤務も可）

勤務場所＝市立保育園
時給＝①1,270円〜1,320円②1,400

円〜1,440円（金額は職務経験年数に
応じて決定。市規定に応じて期末手当
あり）

応募方法＝11月13日㈮（当日消印有効）
までに写真を貼った履歴書を直接また
は郵送で保育課（市役所2階 〒286-8 
585 花崎町760）へ。後日、面接日を
通知します
※くわしくは同課（☎20-1607）へ。

駅からハイキング
市内を歩いて健康づくり

　成田山新勝寺や根木名川遊歩道などを
巡る7.5kmのコースを約3時間30分か
けて歩きます。また、8日・9日は体力
測定で健康チェックができます。
　成田山表参道の協力店舗でコースマッ
プを見せると割引や粗品の進呈もあるの
で、気軽に参加してみませんか。
日時＝11月7日㈯〜9日㈪ 午前9時〜午

後4時（受け付けは午前11時まで）
集合場所＝成田市観光案内所前
※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。くわしくは千
葉県老人クラブ連合会（☎043-242-4 
904）またはJR東日本ホームページ（htt 
ps://www.jreast.co.jp/ekihai）へ。

介護の入門的研修
知識と技術を身に付ける

　介護に関する基礎知識や現場で必要な
技術などを学べます。希望者には職場体
験や就労支援も行いますので参加してみ
ませんか。
日時＝12月3日㈭・4日㈮・10日㈭・11

日㈮・13日㈰（全5回） 午前10時〜午
後4時35分

会場＝勤労会館（不動ヶ岡）
対象＝介護の仕事や介護に興味・関心の

ある人
定員と参加費＝25人（先着順）・無料
※申し込みは稲毛ペコリーノ（☎0120-
86-5124、木・日曜日を除く）へ。

お知らせお知らせ

なりた知っ得情報
ケーブルテレビで配信

　成田ケーブルテレビ（111チャンネ
ル）で、市の広報番組「なりた知っ得情報」
を放送しています。
放送時間＝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と大栄

地区の一部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。

成田市公式SNS
さまざまな情報をお届け

　市では、SNSを使ってイベント情報
や緊急情報など、皆さんの役に立つさま
ざまな情報を配信しています。
LINE
　市からのお知らせや市内のイベント情
報、緊急情報などを配信しています。情
報を受け取るにはLINEアプリ内の公式ア
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
フェイスブック
　市内のイベント情報や取材した地域行
事の様子などを掲載しています。
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
　市内の日常風景や景観、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。

無料空き家セミナー・相談会
管理・相続・解体など

　空き家に関する問題について、弁護士
などの専門知識を持つ講師がセミナーを
行うほか、無料で相談に応じます。
期日＝11月7日㈯
会場＝保健福祉館
内容と時間
◦セミナー…午後2時〜2時45分
◦相談会…午後2時45分〜4時15分
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは空き家対策有識者会議・森
田さん（☎043-483-7407）へ。

募　集募　集

 「広報なりた」

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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パパママのリフレッシュサロン
アロマワックスバー作り

　ろうにアロマオイルを混ぜて、火を使
わずに香りを楽しむキャンドルを作りま
す。
　物作りをしながら、子育てについて気
軽に話しませんか。
日時＝11月12日㈭ 午前10時〜11時
会場＝子ども館
対象＝小学生〜高校生の子を持つ保護者
定員＝8人（先着順）
参加費＝500円（材料費）
※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。

親子バウンドテニス教室
室内で楽しむ

日時＝11月21日㈯・28日㈯ 午前10時
〜正午

会場＝向台小学校
対象＝小学生以上の子どもと保護者
定員＝各10組20人（先着順）
参加費（1人1回当たり）＝100円（保険料

など）
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。

防火・防災管理新規講習
災害に強い事業所づくり

日時＝12月23日㈬・24日㈭（全2回） 午
前9時〜午後5時

会場＝国際文化会館
申込方法＝11月12日㈭〜19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F 
AXで同協会（FAX03-3591-7130）へ

甲種防火管理新規講習
定員＝90人（先着順）
受講料＝8,000円（テキスト代など）
防火・防災管理新規講習
定員＝140人（先着順）
受講料＝1万円（テキスト代など）
※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

ユニセフ・ラブウォークIN 房総のむら
参加費は全額募金

日時＝11月23日（月・祝）（雨天決行） 午
前9時から（受け付けは午前10時30分
まで）

集合場所＝ドラムの里（栄町）
コース＝房総のむらじっくり見学コース
内容＝ユニセフについてのクイズなどを

楽しみながら3kmのコースを歩く、お
楽しみ抽選会

定員＝150人（先着順）
参加費＝中学生以上500円、4歳〜小学

生200円
申込方法＝電話またはFAXで参加者全

員の氏名・年齢・代表者の住所・電話
番号を千葉県ユニセフ協会（☎043-2 
26-3171 FAX043-226-3172）へ。
同協会ホームページ（https://www.
unicef-chiba.jp）からも申し込めます
※くわしくは同協会へ。

会計年度任用職員
消費生活センターで

応募資格＝パソコン操作ができ、次のい
ずれかの資格を持つ人（②〜④は平成
28年4月1日までに資格を取得し、指
定講習を修了した人など）

①消費生活相談員
②国民生活センターが認定する消費生活

専門相談員
③日本産業協会が認定する消費生活アド

バイザー
④日本消費者協会が認定する消費生活コ

ンサルタント
募集人員＝1人
業務内容＝消費生活についての電話相

談、窓口対応、広報・啓発活動
勤務期間＝12月1日〜3月31日
勤務日時＝週3日程度 午前9時〜午後5

時のシフト制（土・日曜日、祝日を除く）
勤務場所＝消費生活センター（市役所2階）
時給＝1,680円〜1,700円（金額は職務

経験年数に応じて決定）
応募方法＝11月6日㈮（必着）までに写

真を貼った履歴書と資格認定書の写し
を直接または郵送で商工課（市役所4
階 〒286-8585 花崎町760）へ。11
月10日㈫に面接を行います
※くわしくは同課（☎20-1622）へ。

弓矢をつくってあそぼう
材料を組み合わせて

日時＝11月8日㈰ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
内容＝ストローなどを利用して、弓矢を

作って遊ぶ
対象と定員＝小学生・15人（先着順）
参加費＝100円（材料費）
※申し込みは10月17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。

会計年度任用職員
児童ホームで

応募資格＝18歳以上の業務に意欲的に
取り組める人

募集人員＝3人程度
業務内容＝留守家庭児童（小学生）の育成

支援
勤務期間＝11月1日〜3月31日
勤務日時＝月〜土曜日（祝日を除く） 午

後1時30分〜7時のシフト制（土曜日、
小学校の長期休業期間は午前7時30
分から）

勤務場所＝市内児童ホーム
時給＝放課後児童支援員の資格あり1,1 

70円〜1,220円、資格なし1,140円〜
1,180円（金額は職務経験年数に応じ
て決定。市規定に応じて期末手当あり）

応募方法＝10月23日㈮（必着）までに写真
を貼った履歴書を直接または郵送で保
育課（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（☎20-1607）へ。

成田就活バスツアー
仕事への理解を深めよう

　サンヨーエアサービス㈱と㈱ナリコー
を訪問して、職場見学を行います。
日時＝11月18日㈬ 午前9時20分〜午後

3時45分
集合場所＝JR成田駅東口
対象＝令和3年3月末日までに高校・専

門学校・大学のいずれかを卒業見込み
の人、就職活動中の18〜34歳の人

定員と参加費＝15人（先着順）・無料
※申し込みは11月13日㈮までに若年者
地域連携事務局JCちば（☎047-407-
3014）へ。
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なりた郷土史セミナー
千葉県の歴史を学ぶ

日時＝11月19日㈭ 午前10時〜正午
会場＝中央公民館
テーマ＝江戸の離婚と縁切寺
講師＝實

じつ
形
かた

裕介さん（県文書館研究員）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝30人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝11月5日㈭（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・教室名を中央公民館

（〒286-0017 赤坂1-1-3 Eメールko 
minkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日・祝日は休館）へ。

七宝焼きアクセサリー作り
ペンダントやブローチなどを

日時＝11月12日㈭ 午前9時30分〜正午
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＝2,000円（材料費）
持ち物＝エプロン
※申し込みは11月5日㈭までに同セン

ター（☎40-4880、月曜日は休館）へ。

もりんぴあ大人お散歩倶楽部
気軽に参加しませんか

　散歩のついでに立ち寄って、軽い体操
やミニコンサートなどを楽しみません
か。
日時＝10月30日㈮、11月27日㈮、12

月25日㈮、1月29日㈮、2月26日㈮、
3月31日㈬ 午前10時〜11時

会場＝もりんぴあこうづ
対象＝50歳以上の人
参加費（1回当たり）＝100円（飲み物代）
※参加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。

就活セミナー
添え状の書き方も

　履歴書の書き方やお辞儀の仕方などの
就職活動の基本を学びます。また、セミ
ナー終了後には個別相談も行います。
期日＝11月20日㈮
会場＝市役所6階中会議室
テーマと時間
◦応募書類の書き方セミナー…午後1時

〜2時10分
◦面接準備セミナー…午後2時25分〜3

時35分
対象＝就職を希望する15〜44歳の人
定員＝各10人（個別相談は6人。先着順）
参加費＝無料
申込方法＝電話またはEメールで住所・

氏名・年齢・電話番号・個別相談希望
の有無を商工課（☎20-1622 Eメール
shoko@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

会計年度任用職員
文化芸術センターで

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝6人程度
業務内容＝展覧会の受け付け・監視業務

など
勤務期間＝12月5日〜1月17日
勤務日時＝週3日程度（月曜日を除く） 

午前10時〜午後5時
勤務場所＝文化芸術センター
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＝10月31日㈯（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
同センター事務室（スカイタウン成田
4階 〒286-0033 花崎町828-11）へ。
11月6日㈮に面接を行います

※くわしくは同センター（☎20-1133、月
曜日は休館）へ。

おもてなし英会話教室
すぐに役立つ

日時＝11月20日㈮・27日㈮、12月4日
㈮（全3回） 午前10時〜正午

会場＝中央公民館
内容＝簡単な英会話のフレーズを学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝15人（応募者多数は抽選）
申込方法＝11月5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・教室名を中央公民館（〒286-
0017 赤坂1-1-3 Eメールkominkan
＠city.narita.chiba.jp）へ

※参加費は無料です。くわしくは同館（☎
27-5911、第1月曜日・祝日は休館）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
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

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

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）

＊10月7日時点の情報です。


