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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
視聴できますので利用してください。
◦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。

広報なりたの配布
駅や郵便局でも

　市では、広報なりたを新聞折り込みで
配布するほか、新聞を購読していない人
のために市内の各施設や郵便局などでも
配布しています。
配布場所＝行政資料室（市役所1階）、下

総・大栄支所、保健福祉館、各公民館、
市立図書館、美郷台地区会館、三里塚
コミュニティセンター、もりんぴあこ
うづ、文化芸術センター、豊住ふれあ
い交流館、JR成田駅、京成成田駅、公
津の杜駅、各郵便局など

※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

NARITA Enjoy Morning
ベイエフエムで放送中

　ベイエフエム（78MHz）で2分間の市
の広報番組「NARITA Enjoy Morning」
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。
　スマートフォンで聴く場合は、右下の
二次元バーコードからradikoのホーム
ページにアクセスし、ア
プリをダウンロードして
ください。
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。

ラジオ広報なりた
市内のFM放送局で

　ラジオ広報なりたは「声で聴く広報なり
た」として、広報紙に掲載した市からのお
知らせやイベント情報の中から内容を厳
選して放送しています。
　ラジオ成田ホームペー
ジ（https://radio-nari 
ta.com）でも聴くことが
できます。
　通勤中などにぜひ聴いてみてくださ
い。
放送局＝ラジオ成田（83.7MHz）
放送日時＝毎日 午前9時〜9時5分、正

午〜午後0時5分
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

催し物催し物

演劇ワークショップ発表会
稽古の集大成に

日時＝1月11日（月・祝） 午後3時30分
〜4時
会場＝もりんぴあこうづ
演目＝100万回生きたねこ
定員と入場料＝50人（先着順）・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。

ハチポチアートギャラリー展
県内出身者による

　県内出身の若手作家4人による日本画
や立体作品、イラストなどの展示を行い
ます。
日時＝1月4日㈪〜24日㈰ 午前9時〜午

後7時（24日は午後3時まで）
会場＝もりんぴあこうづ
※入場は無料です。鑑賞を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは同館（☎
27-5252、第4月曜日は休館）へ。

選挙啓発書き初め展
小中学生の優秀作品がずらり

会場と日時
◦大栄公民館…1月21日㈭〜24日㈰ 午

前9時〜午後5時（21日は午後2時か
ら）

◦市役所1階ロビー…1月25日㈪〜27
日㈬ 午前9時〜午後5時（25日は午後
3時から）

◦下総公民館…1月28日㈭〜31日㈰ 午
前9時〜午後5時（28日は午後2時か
ら）

※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎
22-1111 内線3152）へ。

選ばれた作品が並ぶ

　市では、2050年までに二酸化炭素排出量
実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」を
11月25日に宣言しました。
　この宣言に対し、小泉進次郎環境大臣か
ら「我が国としてのパリ協定の目標達成に
向け、大変心強く感じています。成田市や
ほかのゼロカーボンシティと共に、取り組
みのさらなる具体化に努めていきます」との
メッセージが届きました。
　持続可能で地球環境にやさしく生涯を完
結できるまちづくりに向けて、市民や事業
者の皆さんのご協力をお願いします。

ゼロカーボンシティ宣言に対する環境大臣からのメッセージ
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なりた環境セミナー
印旛沼をもっと知ろう

日時＝1月30日㈯、2月13日㈯・27日㈯
（全3回） 午後1時30分〜3時30分
会場＝中央公民館
内容＝印旛沼の環境について学ぶ
講師＝本橋敬之助さん（市環境審議会会

長）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝50人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝1月19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

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日・祝日、1月12日㈫は休館）へ。

はじめてのチョークアート体験
自分だけの作品を

日時＝1月17日㈰ 午前10時〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝専用のチョークでボードに絵を描

き、指で混ぜ合わせて色を付ける
対象と定員＝小学生以上・10人（先着順）
参加費＝1,000円（材料費）
※申し込みは12月19日㈯〜1月7日㈭に

同センター（☎40-4880、月曜日は休
館）へ。

危険物取扱者試験
暮らしの安全を支えるために

期日＝3月14日㈰
会場＝敬愛大学稲毛キャンパス（千葉市）
受験料＝甲種6,600円、乙種4,600円、

丙種3,700円
申込方法＝1月15日㈮〜2月5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（〒260-0 
843 千葉市中央区末広2-14-1）へ。1
月12日㈫〜2月2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

※くわしくは同センター（☎043-268-0 
381）へ。

味噌づくり講習会
仕込みの工程を体験

期日＝2月12日㈮
時間＝午前9時〜11時（午前の部）、午後

1時〜3時（午後の部）
会場＝農産物加工施設（一坪田）
内容＝みそ5㎏を仕込む
対象＝市内在住で20歳以上の人
定員＝各4人（応募者多数は抽選）
参加費＝2,500円（材料費）
持ち物＝みそを持ち帰るための容器
申込方法＝1月15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・午前または午後の希望を農政
課（〒286-8585 花崎町760 Eメール
nosei@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1542）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12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…………52,816人
◦女…………53,651人
◦合計 ……106,467人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

22-1111 内線3152）へ。

ウッドチップの無料配布
伐採した樹木を活用して

日時＝1月27日㈬・28日㈭ 午前11時〜
午後3時（なくなり次第終了。荒天時
は中止）
配布場所＝多古町一鍬田425
対象＝市内在住で、袋詰め・積み込み・

運搬を自分でできる人
持ち物＝本人確認ができる物、スコップ、

袋、軍手
※希望する人は当日直接配布場所へ。く

わしくは成田国際空港地域共生部エコ・
エアポート推進グループ（☎34-5086）
または同社ホームページ（https://w 
ww.narita-kinoukyouka.jp）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）
◦県発熱相談コールセンター
　☎03-6747-8414（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）

＊12月7日時点の情報です。

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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親子のコミュニケーション講座
どならない子育て練習法

　子どもが言うことを聞いてくれない、
しつけをどうしたらいいか分からないな
ど、子育てで困っていませんか。この講
座では、子どもを褒めて伸ばすコミュニ
ケーション方法を学びます。
日時＝1月27日㈬ 午前10時〜正午
会場＝市役所3階第二応接室
対象＝市内在住で、おおむね平成23年

4月2日〜28年4月1日生まれの子ど
もの保護者
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
※乳幼児の託児を5人（先着順）まで受け

付けます。申し込みは1月20日㈬ま
でに子育て支援課（☎20-1538）へ。

図書館講座
がんについて学びませんか

日時＝2月7日㈰ 午後1時30分〜3時30
分
会場＝市立図書館本館
テーマ＝知って安心〜はじめて学ぶ「が

ん」のこと
講師＝若尾文彦さん（国立がん研究セン

ターがん対策情報センター長）
定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝12月16日㈬から直接または

電話で市立図書館（☎27-2000）へ。
同館ホームページ（https://www.lib 
rary.city.narita.lg.jp）からも申し込め
ます

※くわしくは同館（1月11日を除く月曜日、
12月25日㈮、1月12日㈫は休館）へ。

リズム体操教室
気軽に参加しませんか

日時＝1月22日・29日、2月5日・12日・
19日の金曜日（全5回） 午前9時30分
〜11時30分
会場＝豊住ふれあい健康館
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝20人（先着順）
参加費＝500円（保険料など）
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは1月18日㈪までに同館（☎

37-7601、火曜日は休館）へ。

杜のふゆのおはなしかい
お正月を楽しもう

　パネルシアター「12支のはじまり」や
大型絵本の読み聞かせなどを行います。
日時＝1月5日㈫ 午前11時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝4歳〜小学生（保護者も可）
定員と参加費＝28人（先着順）・無料
※申し込みは12月16日㈬から市立図書

館公津の杜分館（☎27-7100、月曜日、
12月25日㈮は休館）へ。

冬季バドミントン大会
勝利を目指して

日時＝1月31日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
競技方法＝男女別ダブルス
対象＝中学生以上
参加費（1ペア当たり）＝2,000円
申込方法＝1月22日㈮までにEメールで

住所・ペアの氏名（ふりがな）・電話番
号・所属チーム名・参加ランク（分か
る人のみ）を市バドミントン協会事務
局（Eメールnrt-badkyo@cpost.plal 
a.or.jp）へ

※くわしくは市スポーツ協会事務局（☎
33-3811）へ。

ザ・お正月
もりんぴあこうづで

期日＝1月17日㈰
会場＝もりんぴあこうづ
箏の演奏
時間＝午前11時〜11時30分
出演＝成田国際高校筝

そう
曲部

定員＝50人（先着順）
入場料＝無料
華道パフォーマンス
時間＝正午〜午後1時
入場料＝無料
もりんぴあ寄席
時間＝午後1時30分〜4時
定員＝70人（先着順）
入場料（全席自由）＝500円
入場券販売場所＝もりんぴあこうづ
※箏の演奏と華道パフォーマンスの鑑賞

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。

パパママリフレッシュサロン
アロマキャンドルを作ろう

　ろうにアロマオイルやドライフラワー
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＝1月21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1月6日㈬〜16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。

科学あそび講座
磁石を使って学ぶ

日時＝1月24日㈰ 午前10時〜正午、午
後2時〜4時
会場＝市立図書館本館
テーマ＝めでタイカードをつくろう〜磁

石の実験
講師＝坂口美佳子さん（科学読物研究会）
対象＝小学2〜6年生
定員＝各15人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝鉛筆、はさみ、セロハンテープ、

のり、カラーペン、汚れてもよいタオル
※申し込みは市立図書館（☎27-2000、1

月11日を除く月曜日、12月25日㈮、
1月12日㈫は休館）へ。

犬のしつけ方教室
ペットと楽しく暮らすために

期日＝1月21日㈭、2月17日㈬、3月18
日㈭
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
時間＝午前10時〜正午
定員＝各5人（先着順）
実技講座
時間＝午後1時〜3時
定員＝各5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。
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シニア向けスマートフォン教室
公民館の予約にも使えます

　スマートフォンを楽しく便利に使える
ように、教材を使って基本的な操作方法
を学びます。
日時＝1月20日㈬ 午後2時〜4時
会場＝中央公民館
対象＝市内在住・在勤のおおむね55歳

以上で、スマートフォンを持っていな
い人
定員＝20人（応募者多数は抽選）
持ち物＝筆記用具
申込方法＝1月7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）・年齢・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.chi 
ba.jp）へ

※参加費は無料です。スマートフォンは
貸し出します。くわしくは同館（☎27-
5911、第1月曜日は休館）へ。

防災学習＆野外炊飯体験
災害時に役立つ知識を

期日＝1月30日㈯・31日㈰（1泊2日）
集合場所＝JR横浜駅、JR池袋駅、JR新

宿駅のいずれか
会場＝国立オリンピック記念青少年総合

センター（東京都渋谷区）
内容＝ジュニア防災検定、災害時の野外

炊飯、防災グッズ・AEDの使い方な
どを学ぶ
対象＝小学2年生〜中学3年生
定員＝20人（先着順）
参加費＝6,000円〜7,000円（集合場所

による。宿泊費・交通費など）
申込方法＝1月15日㈮までに電話また

はEメールで国際青少年研修協会（☎
03-6825-3130 Eメールinfo@kskk.
or.jp）へ

※くわしくは同協会へ。

生涯学習講演会
映画などで活躍する俳優による

日時＝2月6日㈯ 午後3時〜4時30分
会場＝スカイタウンホール
テーマ＝本物のアクション道
講師＝坂口拓さん（アクション俳優）
定員と参加費＝140人（先着順）・無料
※申し込みは2月5日㈮までに生涯学習

課（☎20-1583）へ。

自衛官候補生
平和を守る仕事

応募資格＝18〜32歳の人
※年間を通して随時受け付けています。

くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎
22-6275）へ。

創業セミナー
成功するための事業の始め方

日時＝2月6日㈯ 午後1時30分〜4時40
分（個別相談は午後3時40分から）
会場＝市役所6階大会議室
内容＝ビジネスのアイデアや成功するた

めのポイントなど、創業するために必
要な知識を初歩から学ぶ
講師＝高

た か き
木悠

ゆう
さん（中小企業診断士）

対象＝創業を考えている人や関心のある
人、創業して間もない人
定員と参加費＝30人（先着順）・無料
申込方法＝電話またはFAXで住所・氏名・

電話番号・個別相談の希望の有無を商
工課（☎20-1622 FAX24-2185）へ

※くわしくは千葉県産業振興センター
（☎043-299-2921）へ。

 「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

職種（募集人員）
勤務場所 応募資格 業務内容 勤務条件 応募期間

応募・問い合わせ先など

養護補助員
（1人）
大栄幼稚園

幼稚園教諭免許、保
育士・介護福祉士の
資格のいずれかを持
ち、業務に意欲的に
取り組める人（学生不
可）

日常的に支援を
必要とする園児
の介助

◦勤務期間＝1月1日〜3月31日
◦勤務日時＝月〜金曜日（祝日を除く。幼稚園の長期休

業期間は週1日程度） 午前8時30分〜午後3時30分のう
ち5時間（時間外勤務あり）

◦時給＝1,170円〜1,220円（雇用条件に応じて社会・雇用
保険加入）*

◦12月22日㈫（必着）まで（土・
日曜日、祝日を除く）

◦保育課（市役所2階 〒286-
8585 花崎町760）・☎20-
1607

　後日、面接日を通知します

駅前番所員
（若干名）
駅前番所

警察官経験者で、普
通自動車運転免許を
持つ人

駅前番所（市営
交番）での立ち
番やJR成田駅
周辺の巡回など

◦勤務期間＝4月1日〜3月31日
◦勤務日時＝月9日程度（土・日曜日、祝日、年末年始を

含む）、午後6時〜午前1時15分
◦時給＝2,040円〜2,050円（午後10時以降は2,550円〜

2,563円）*

◦12月28日㈪（必着）まで（土・
日曜日、祝日を除く）

◦交通防犯課（市役所2階 〒2 
86-8585 花崎町760）・☎
20-1527

　面接は1月14日㈭または15
日㈮

駅前番所員
（若干名）
移動駅前番所

防犯パトロール
車での巡回・駐
留など

◦勤務期間＝4月1日〜3月31日
◦勤務日時＝月9日程度、①月〜金曜日の午後6時〜午前

0時②土・日曜日、祝日、年末年始の午前10時15分〜
午後6時③土・日曜日、祝日、年末年始の午後6時〜午
前0時のシフト制

◦時給＝2,040円〜2,050円（午後10時以降は2,550円〜
2,563円）*

募　集募　集

幼稚園や駅前番所などで働きませんか
応募方法＝封筒に職種を書き、履歴書に写真（6カ月以内に撮影した物）を貼って直接または郵送で各応募先へ

＊12月15日時点での予定額。金額は職務経験年数に応じて決定


