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バナー広告
市ホームページでPRを

　市ホームページ上にバナー広告を掲載
してみませんか。
掲載する場所＝トップページ
掲載料（1枠当たり）＝月額3万円
規格＝縦60ピクセル×横150ピクセル

で20キロバイト以内
アクセス数＝月間約5万9,000件（トッ

プページ・令和元年度）
※くわしくは市ホームページ（https://w 

ww.city.narita.chiba.jp/boshu/p 
age043000.html）または広報課（☎
20-1503）へ。

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。

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://r 
adio-narita.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

文明開化と明治浮世絵展
時代の変遷を感じて

　文明開化で生まれた「明治浮世絵」のう
ち、九代目市川團十郎や変わりゆく東
京・横浜が描かれた作品などを展示しま
す。
日時＝1月30日㈯〜3月7日㈰ 午前10

時〜午後5時
会場＝スカイタウンギャラリー
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは文化芸術センター（☎20-1 
133、月曜日は休館）へ。

若い芽の作品展
西中学校書道部による

日時＝2月10日㈬〜21日㈰ 午前9時〜
午後9時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝西中学校書道部の作品を展示
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。

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。

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）
◦県電話相談窓口（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
◦印旛保健所（印旛健康福祉センター）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）

＊1月6日時点の情報です。
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水墨画教室
表現方法を基礎から学ぶ

　筆の使い方や表現方法を学び、墨の濃
淡で描く楽しさを味わってみませんか。
日時＝2月12日・26日、3月5日・12日・

19日の金曜日（全5回） 午後1時30分
〜3時30分
会場＝公津公民館
対象＝市内在住・在勤・在学の20歳以

上の人
定員＝12人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円（材料費）
申込方法＝1月28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・教室名を公津公
民館（〒286-0004 宗吾1-839-1 E
メールkominkan@city.narita.chib 
a.jp）へ

※くわしくは同館（☎26-9610、月曜日
は休館）へ。

写真展の作品
成田の「気になる水」をテーマに

　成田ユネスコ協会では、豊かな自然を
未来に引き継ぐための写真を募集します。
対象＝市内在住・在勤・在学の人
テーマ＝身近にあるチョット「気になる

水」
規格＝ワイド四つ切りでカラープリント
（家庭用プリンターで印刷する場合は
A4判）
応募方法＝7月10日㈯までに公民館な

どにある応募用紙を写真の裏面に貼っ
て成田ユネスコ協会事務局（生涯学習
課・市役所5階）へ

※くわしくは同事務局（☎20-1583）へ。

食と命の教室
有機農業や農村生活を体験

　一年を通じて田植え・稲刈り、野菜の
栽培、こうじ作り、稲わら納豆作りなど
を学びます。家族や友人と一緒に気軽に
参加してみませんか。
日時＝2月13日㈯ 午前10時〜午後5時
（全10回。11月まで毎月1回開催）
会場＝おかげさま農場の畑（伊能）
定員＝各15人（先着順）
参加費＝年間3万8,000円（1回ごとの参

加は4,500円。昼食代は別途1人500
円）
申込方法＝各開催日の1週間前までに、

みんなの農村ネットワークホームペー
ジ（https://www.minson.jp）から申
し込む

※くわしくは同事務局・片岡さん（☎09 
0-1461-3881）へ。

自然観察会
坂田ヶ池で冬鳥を見つけよう

日時＝2月21日㈰（雨天決行） 午前9時
30分〜正午
会場＝坂田ヶ池総合公園
対象＝市内在住・在勤・在学の人（小学

生以下は保護者同伴）
定員＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝2月5日㈮（必着）までに、はが

き・FAX・Eメールのいずれかで参加
者全員の住所・氏名・年齢・性別・電
話番号を、なりた環境ネットワーク事
務局（〒286-8585 花崎町760 FAX 
22-4449 Eメールkankei@city.nari 
ta.chiba.jp）へ

※くわしくは同事務局（環境計画課・☎
20-1533）へ。

フォークダンス初心者講習会
ステップを踏んで楽しく踊ろう

日時＝2月8日㈪・22日㈪ 午前10時〜
正午
会場＝赤坂ふれあいセンター
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは各講習日の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。

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。生活に役立つ情報を
お届けする「特集」と市政情報や市内のイ
ベント情報をお知らせする「トピックス」
で構成される15分番組です。
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。

4月入所2次受け付け
市内保育所などの

　市内保育所などの入所希望者の2次受
け付けを行います。
対象＝市内在住で、保護者が仕事や病気

などにより保育できない家庭の乳幼児
受付日時＝2月15日㈪〜26日㈮（土・日

曜日、祝日を除く） 午前9時〜午後4
時30分
受付場所＝保育課（市役所2階）
申込方法＝2月1日㈪から同課（☎20-1 

607）へ予約して、申込書類を提出
申込書配布場所＝保育課、各保育園・事

業所・認定こども園
4月以降に開設予定の保育園

※5月以降の入所は、希望する月の前々
月に受け付けます。市外の保育所を希
望する場合は、各市区町村へ受付日程
などを確認してから保育課へ連絡して
ください。くわしくは同課へ。

募　集募　集

保育園名*¹ 所在地 対象

キートスチャイルド
ケア公津の杜

公津の杜
1-26-4

0〜5
歳児

キートスチャイルド
ケア公津の杜小規模
園

0〜2
歳児

はくと幼稚園（保育所
部分）*² 吾妻3-51 3〜5

歳児
＊1　各保育園名は仮称
＊2　�幼稚園部分は直接申し込み

　1月10日㈰に開催を予定していた成
人式は延期となりました。詳細が決
まり次第、広報なりたや市ホームペー
ジ（https://www.city.narita.chiba.
jp/bunka_sports/page204300_0 
0002.html）などでお知らせします。
※ くわしくは生涯学習課（☎20-158 

3）へ。

成人式を延期します
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市民テニス教室
レベルに合わせて

日時＝2月6日㈯、3月13日㈯ 正午〜午
後2時30分
会場＝中台運動公園テニスコート
内容＝初心者・中級者・女子に分かれて

の基本練習、ゲーム形式練習
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上、市テニス協会加盟クラブ員
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市テニス協会事務局・林さ
ん（☎090-4063-5859）へ。

チョコレートレイでバレンタイン
工作気分で作ってみよう

日時＝2月6日㈯ 午前10時〜11時30　
分
会場＝子ども館
内容＝チョコレートをつなげて首飾りを

作る
対象＝小学生
定員＝16人（先着順）
参加費＝300円（材料費）
※申し込みは1月16日㈯午前10時から

子ども館（☎20-6300、月曜日・第3
日曜日は休館）へ。

バウンドテニス合同練習会
室内で一緒に楽しもう

　子どもから大人まで楽しめます。気軽
に参加してみませんか。
日時＝2月17日㈬・24日㈬ 午前9時30

分〜正午
会場＝市体育館
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2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。

市の施設などで働きませんか

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

事務員
（1人）
チャレンジドオ
フィスなりた

（市役所議会
棟地下1階）

市内在住または市か
ら障害福祉サービス
の支給決定を受け、
身体障害者・療育・
精神障害者保健福
祉手帳のいずれかを
持つ人

書類印刷・配布などの軽作業
◦勤務日時＝月〜金曜日（祝日を除く） 午前

9時〜午後4時
◦時給*¹＝960円〜990円（期末手当あり）

◦1月28日（木）（必着）まで（土・
日曜日を除く）

◦障がい者福祉課（市役所議
会棟1階 〒286-8585 花崎
町760）・☎20-1539

　後日、面接日を通知します
（このほかに実習あり）

事務員
（2人程度）
文化芸術セン
ター

パソコン操作ができ
る人 受け付け、施設管理など

◦勤務日時＝週1〜3日程度（土・日曜日、祝
日を含む） 午後4時30分〜7時15分（夜間
使用がある場合は最長で午後9時45分ま
で）

◦時給*¹＝960円〜990円

◦1月31日㈰（必着）まで（月曜
日を除く）

◦文化芸術センター（スカイタ
ウン成田4階 〒286-0033 
花崎町828-11）・☎20-11 
33

　面接日は2月12日㈮

施設保守員
（9人）
中郷ふるさと
交流館

パソコン操作と屋
外での作業ができ、
全ての時間帯に勤
務できる人

受け付け、館内外の管理など
◦勤務日時＝週3日程度（土・日曜日、祝日

を含む） 午前8時45分〜午後5時または午
後5時〜9時15分のシフト制

◦時給*¹＝970円〜990円（期末手当あり）

◦2月1日㈪（必着）まで（土・日
曜日を除く）

◦市民協働課（市役所2階 〒2 
86-8585 花崎町760）・☎
20-1507

　後日、面接日を通知します

事務員
看護師
保健師
助産師
保育士
歯科衛生士
（いずれも若干名。
看護師は15人）
健康増進課

◦事務員…パソコ
ン操作ができる
人

◦そのほかの職種
…それぞれの資
格を持つ人

◦事務員…健診などの受け付け・
入力

◦看護師…予防接種・保健業務
◦保健師…健診や健康教育など

の保健業務
◦助産師…子育て世代包括支援

センターの保健業務
◦保育士…健診や健康教育など

の保育・保健業務
◦歯科衛生士…健診や健康教育

などの衛生業務

◦勤務日時＝健診日程などにより不定期
◦時給*¹＝事務員960円〜990円、看護師

1,400円〜1,440円、保健師・助産師1,450
円〜1,490円、保育士1,270円〜1,320円、
歯科衛生士1,370円〜1,410円

◦2月1日㈪（必着）まで（土・日
曜日を除く）

◦健康増進課（〒286-0017 赤
坂1-3-1）・☎27-1111

　後日、面接日を通知します

看護師
歯科衛生士
医療事務員
（いずれも若干名）
急病診療所

◦看護師…診療や各種検査の補
助

◦歯科衛生士…診療の補助
◦医療事務員…受け付けや会計

業務など

◦勤務日時＝勤務日は応相談。午前9時30
分〜午後5時30分または午後6時30分〜
11時30分のシフト制（歯科衛生士は午前
9時30分〜午後5時30分のみ）

◦時給*¹＝看護師2,200円、歯科衛生士2,0 
90円、医療事務員1,480円〜1,510円

＊1�令和3年1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

勤務期間＝4月1日〜3月31日（チャレンジドオフィスなりた事務員は9月30日まで（勤務実績により延長あり））
応募方法＝封筒に職種を書き、写真を貼った履歴書を直接または郵送で各応募先へ（チャレンジドオフィスなりた事務員は

医師の意見書（精神障がいがある人のみ。就労の可否が記載され、過去3カ月以内に作成されたもの（コピーも可））と障が
い者福祉課（市役所議会棟1階）にある本人情報シートを提出）
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文化団体連絡協議会
一緒に活動しませんか

　成田市文化団体連絡協議会では、芸術
文化のさらなる振興のため、令和3年度
の新規加盟団体を募集します。
　加盟を希望する団体には書類を送付し
ます。
申込期限＝3月12日㈮
※くわしくは文化国際課（☎20-1534）へ。

働き方改革&採用力強化セミナー
若手採用のノウハウも

日時＝2月8日㈪ 午後1時〜4時
内容＝ビデオ通話サービス「Zoom」を

使って、若手採用のための働き方改革
や社員が定着するためのポイントなど
を学ぶ
対象＝市内に事業所がある企業
参加費＝無料
申込方法＝2月5日㈮までに商工課（市役

所4階）にある申込書をFAXまたはE
メールで成田市若手人材確保支援事業
運営事務局（FAX03-3545-7311 E
メールnarita-wakamono@gakujo.
ne.jp）へ。同事務局ホームページ（htt 
ps://questant.jp/q/narita-wakam 
ono）からも申し込めます

※Zoomが使えない場合は市役所6階中
会議室でも受けられます。くわしくは
同事務局（☎03-3545-73 30）へ。

リサイクル教室
布草履を作ろう

日時＝2月16日㈫ 午後1時〜4時
会場＝リサイクルプラザ
定員＝12人（初めての人を優先に先着順）
参加費＝無料
持ち物＝木綿の布50本（1本当たり5㎝

×80㎝）、裁縫道具、はさみ、座布団
※申し込みは同館（☎36-1000、祝日は

除く）へ。

こどものまち実行委員
キッズタウンを運営する

　8月8日（日・祝）、もりんぴあこうづ
が子どもだけのまち「キッズタウン」にな
ります。
　そのまちを企画・運営するこども実行
委員と、子どもたちと一緒に活動する大
人実行委員を募集します。
委員会開催日時＝2月27日、3月27日、

4月10日、5月15日、6月12日・26日、
7月10日の土曜日 午前10時〜正午
活動期間＝7月27日㈫〜8月8日（日・祝） 

午後1時30分〜4時（8月7日・8日は
午前9時〜午後5時）
申込方法＝2月21日㈰までに、もりん

ぴあこうづにある申込用紙に必要事項
を書いて提出
こども実行委員
対象＝市内在住・在学の小学3年生〜高

校生（4月1日時点）で、8月7日・8日
に参加できる人
定員＝30人（先着順）
大人実行委員
対象＝18歳以上の人
※大人実行委員は1日のみの参加もでき

ます。くわしくは、もりんぴあこうづ
（☎27-5252、第4月曜日は休館）へ。

PARA Beats! 勇気を奏でよう
共生社会ホストタウン応援イベント

日時＝2月11日（木・祝） 午後5時〜7時
会場＝国際文化会館
内容＝アイルランドと会場をリモートで

つなぎ、パラリンピックの関係者との
シンポジウムやアイルランドの民族音
楽と和太鼓のセッションを行う
定員＝300人（先着順）
入場料＝無料
申込方法＝2月5日㈮までに電話・FAX・

Eメールのいずれかで住所・氏名・年
齢・電話番号をスポーツ振興課（☎20- 
1584 FAX22-4494 Eメールolypa 
ra@city.narita.chiba.jp）へ

※動画配信サイト「YouTube」でのライ
ブ配信も行います。市ホームページ

（https://www.city.narita.chiba.
jp/bunka_sports/page0118_00 
133.html）からご覧ください。くわし
くは同課へ。

介護事務講習会
管理士の資格取得を目指して

日時＝2月12日㈮〜3月17日㈬の月・水・
金曜日（全15回） 午前10時〜午後4時
会場＝勤労会館（不動ヶ岡）
対象＝市に住民記録があり、現在求職中

で、介護事務管理士の資格を取得し就
職しようとする人
定員＝15人（応募者多数は選考）
受講料＝1万1,660円（教材費。交通費・

検定代など自己負担あり）
申込方法＝2月5日㈮（必着）までに商工

課（市役所4階）または市ホームページ
（https://www.city.narita.chiba.
jp/kurashi/page0137_00001.htm 
l）にある申込書を直接または郵送で同
課（〒286-8585 花崎町760）へ

※くわしくは同課（☎20-1622）へ。

ジュニアリーダー養成研修会
小見川で体験学習

日時＝3月6日㈯ 午前8時30分集合（午
後4時解散予定）
集合場所＝市役所
会場＝小見川少年自然の家
内容＝危険予知トレーニングやウォーク

ラリーなど
対象＝市内在住・在学の小学4〜6年生
定員＝40人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝2月1日㈪（必着）までに、はが

きまたはEメールで住所・氏名・学校
名・学年・性別、保護者の氏名・電話
番号を書いて生涯学習課（〒286-858 
5 花崎町760 Eメールshogaku@cit 
y.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1583）へ。

募　集募　集

新春恒例
お年玉クロスワードの答え

（本紙1月1日号）

ステイホーム
　当選者には1月下旬に記念品（1,0 
00円分の図書カード）を送付します。
※当選者の発表は、発送をもって

代えさせていただきます。くわし
くは広報課（☎20-1503）へ。


