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市民硬式テニス教室
レベル別に分かれて

　初心者・中級者・女子に分かれての基
本練習とゲーム形式練習を行います。気
軽に参加してみませんか。
日時＝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
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。

成田わくわくひろば
子どもの居場所づくりのために

　成田わくわくひろば実施協議会では、
小学生を対象に遊びや学習の場を提供す
る成田わくわくひろばを実施していま
す。
　現在活動が行われていない地区で、新
たに立ち上げて運営してくれる人を募集
します。
　詳細は市ホームページ（https://ww 
w.city.narita.chiba.jp/bunka_sport 
s/page204400.html）で確認してくだ
さい。
活動内容＝体験学習などの企画・運営
※申し込みは生涯学習課（☎20-1583）

へ。

お知らせお知らせ

文化芸術センターの貸し出し
活用してください

　最新の設備を備えたホールやギャラ
リー、音楽室を貸し出しています。
　日頃の活動や催し物に活用しません
か。
貸出時間＝午前9時〜午後9時30分
休館日＝月曜日（月曜日が祝日の場合は

次の平日）、12月29日〜31日
予約方法＝文化芸術センター事務室（ス

カイタウン成田4階）で使用者登録を
した後、事務室または、ちば施設予約
サービス（https://www.city.narita.
chiba.jp/shisei/page283800.htm 
l）で施設の予約をする。予約は12カ月
前からできます

※使用料は施設や時間帯によって異なり
ます。くわしくは文化芸術センター（☎
20-1133、月曜日は休館）へ。

大栄B&G海洋センター
さらに快適に

　市では、ブルーシー・アンド・グリー
ンランド財団の修繕助成金を活用して、
大栄B&G海洋センターの屋根の防水改
修工事を行いました。これにより、さら
に安全で快適に利用できるようになりま
した。
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 

84）へ。

法律とこころの安心相談会
専門家が応じます

　借金の督促、住宅強制退去、心の悩み
など、生活全般について弁護士と社会福
祉専門職が相談に応じます。
日時＝3月11日㈭ 午後1時〜5時15分
会場＝保健福祉館
対象＝市内在住の人
定員と相談料＝5人（先着順）・無料
※申し込みは3月8日㈪までに暮らしサ

ポート成田（☎20-3399）へ。

催し物催し物

もりんぴあ復興支援Week
集い・つながろう!!東北・成田

　震災の経験・教訓を共有するため、市
周辺の被害状況や被災地の支援活動、防
災情報などの写真・パネルを展示しま
す。会場には、いわての学び希望基金へ
の募金箱が設置されます。
日時＝2月27日㈯〜3月14日㈰ 午前10

時〜午後7時
会場＝もりんぴあこうづ
※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。

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）
◦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
◦中小企業金融相談窓口（経済産業省）
　☎0570-783183（午前9時〜午後5時）

＊2月4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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＊新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止または変更になる場合があります。くわしくは各問い合わせ先へ
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自衛隊幹部候補生（一般）
平和を守る仕事

応募資格＝20〜25歳の人（22歳未満の
人は大卒（令和4年3月末日までに卒業
見込みの人を含む））
受付期限＝4月28日㈬
1次試験日＝5月8日㈯・9日㈰
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

オイルワンドスコープをつくろう
手作りの万華鏡を

　棒状のケースにスパンコール、ビーズ、
オイルを入れて万華鏡を作ります。
日時＝3月13日㈯ 午前10時〜11時30分
会場＝子ども館
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2月20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。

成田市の未来を変える17の目標-SDGs
講演会を開催します

　SDGs（持続可能な開発目標）は、国連
サミットで採択された、持続可能でより
良い社会の実現を目指す世界共通の目標
で、貧困や保健、気候変動など17の目標
から構成されています。市では、SDGs
の基礎的な理解を深め、市の未来につい
て考える講演会を開催します。
日時＝3月14日㈰ 午後1時〜2時30分
会場＝市役所6階大会議室
講師＝高木超

こすも
さん（慶應義塾大学大学院

政策・メディア研究科特任助教）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝40人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝3月12日㈮までに電話また

はEメールで代表者の住所・氏名・電
話番号、参加人数を企画政策課（☎2 
0-1500 Eメールkikaku@city.narit 
a.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

遠山地区歴史散歩
文化財を巡ろう

日時＝3月6日㈯ 午前9時〜正午（小雨決
行）
集合場所＝三里塚コミュニティセンター
内容＝三里塚周辺にある文化財や史跡な

どを歩いて巡る
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝2月25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・行事名を遠山公民館（〒286-
0122 大清水48-7 Eメールkomink 
an＠city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎35-0600、月曜日・
祝日は休館）へ。

市の施設などで働きませんか
勤務期間＝4月1日〜3月31日
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
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
指導員
（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）

障がい者支援施設
などで支援経験が
ある人

障がい者の就労
支援など

◦勤務日時＝週4日（土・日曜日、祝日を除
く） 午前8時30分〜午後5時

◦時給*¹＝1,190円〜1,260円（期末手当あ
り）

◦2月25日㈭（必着）まで（土・日曜日、祝日を除
く）

◦障がい者福祉課（市役所議会棟1階 〒286-8 
585 花崎町760）・☎20-1539

　面接日は3月2日㈫

事務員
（1人）
資産税課

パソコン操作がで
きる人

書類整理、デー
タ入力など

◦勤務日時＝週2日程度（土・日曜日、祝日
を除く） 午前9時〜午後5時

◦時給*¹＝960円〜990円

◦2月26日㈮（必着）まで（土・日曜日、祝日を除
く）

◦資産税課（市役所2階 〒286-8585 花崎町7 
60）・☎20-1514

　後日、面接日を通知します
認定調査員
（2人）
介護保険課

普通自動車運転免
許を持ち、パソコ
ン操作ができる人

要介護認定調査
◦勤務日時＝月〜金曜日（祝日を除く） 午前

9時〜午後5時
◦時給*¹＝1,280円〜1,330円（期末手当あ

り）

◦3月4日㈭（必着）まで（土・日曜日、祝日を除く）
◦介護保険課（市役所議会棟1階 〒286-8585 

花崎町760）・☎20-1545
　面接日は3月12日㈮

事務員
（1人）
成田富里いず
み清掃工場 接客とパソコン操

作ができる人

電話受け付け、
窓口業務など

◦勤務日時＝月12日（土・日曜日、祝日を
除く） 午前8時30分〜午後4時30分

◦時給*¹＝960円〜990円（期末手当あり） ◦3月5日㈮（必着）まで（土・日曜日、祝日を除く）
◦成田富里いずみ清掃工場（〒286-0823 小泉

344-1）・☎36-1689
　後日、面接日を通知します

事務員
（1人）
リサイクルプ
ラザ

電話受け付け、
窓口業務、デー
タ入力など

◦勤務日時＝月10日（土・日曜日、祝日を
除く） 午前9時〜午後5時

◦時給*¹＝960円〜990円（期末手当あり）
施設保守員
（8人）
大須賀・前林
運動施設（旧大
須賀・前林小
学校）*²

屋外で草刈りなど
の作業ができ、全
ての時間帯に勤務
できる人

受け付け、施設
管理など

◦勤務日時＝週3日程度（土・日曜日、祝日
を含む） 午前9時〜午後5時または午後5
時〜9時のシフト制（午後5時〜9時は利用
予約がある場合）

◦時給*¹＝970円〜990円（期末手当あり）

◦3月5日㈮（必着）まで（土・日曜日、祝日を除く）
◦スポーツ振興課（市役所4階 〒286-8585 花

崎町760）・☎20-1584
　面接日は3月15日㈪・16日㈫

＊1 令和3年2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
＊2 各施設名は仮称

 「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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◦防災行政無線テレホンサービス（10120-38-3898）
◦市ホームページ（https://www.city.narita.chiba.jp/anshin/index0329.html）
◦防災情報ツイッター（https://twitter.com/bousai_narita）
◦なりたメール配信サービス（事前登録が必要）
　右の二次元バーコードを読み取るか、登録用アドレス（info-n@sg-m.jp）に空メールを

送信して登録する
※くわしくは危機管理課（☎20-1523）へ。

災害時の情報収集はこちら

なりたメール配信
サービス

ひきこもりを社会に繋げるミニ講座
個別相談会も開催

会場＝保健福祉館
対象＝引きこもっている人の家族
参加費＝無料
ミニ講座
日時＝3月19日㈮ 午後1時30分〜4時
内容＝家族などの周囲の人に期待される

対応方法を学ぶ
定員＝15人（先着順）
個別相談会
日時＝3月26日㈮ 午後1時〜5時
定員＝5人（先着順）
※申し込みは、ミニ講座は3月16日㈫、

個別相談会は3月25日㈭までに暮ら
しサポート成田（☎20-3399）へ。

市民パークゴルフ大会
ベストを尽くして

日時＝3月22日㈪ 午前8時15分から（雨
天決行）
会場＝久住パークゴルフ場
対象＝市内在住・在勤・在学の人、市パー

クゴルフ協会会員
定員＝100人（先着順）
参加費＝1,000円（昼食代など）
申込方法＝3月14日㈰までに参加費を

持って久住パークゴルフ場または十余
三パークゴルフ場へ

※くわしくは久住パークゴルフ場（☎40-
9020、月曜日、2月24日㈬は休場）へ。

子ども会連絡会
入会説明会を開催します

　子ども会連絡会では、入会説明会を開
催します。加入団体は活動への補助を受
けられるほか、活動保険への加入や主催
事業への参加ができます。
日時＝3月22日㈪ 午前11時〜11時30分
会場＝市役所6階大会議室
対象＝市内の子ども会の代表者、子ども

会の活動に興味のある人
※申し込みは子ども会連絡会事務局（生

涯学習課・☎20-1583）へ。

地域包括支援センター等運営協議会
一緒に活動しませんか

　市では、高齢者の相談窓口として設置
している地域包括支援センターの運営な
どについて、市民の皆さんの意見を反映
させるため委員を次の通り募集します。
応募資格＝介護保険の被保険者のうち、

令和3年4月1日現在、75歳未満で市
内在住の人（ほかの審議会などの委員
に委嘱されている人・議員・市の常勤
職員などは除く）
募集人員＝1人
任期＝令和3年4月1日〜5年3月31日
（会議は年2回）
応募方法＝3月5日㈮（必着）までに介護

保険課（市役所議会棟1階）または市
ホームページ（https://www.city.n 
arita.chiba.jp/kenko_fukushi/pa 
ge0133_00017.html）にある申込書
と作文（800字程度）を直接・郵送・E
メールのいずれかで同課（〒286-858 
5 花崎町760 Eメールkaigo@city.n 
arita.chiba.jp）へ
作文のテーマ＝地域共生社会に向けた地

域包括支援センターの役割について
※くわしくは介護保険課（☎20-1545）へ。

スポーツ少年団
運動好きな小学生集まれ

種目＝野球、ミニバスケットボール、サッ
カー、バレーボール（女子のみ）、空手、
剣道、ラグビー、ハンドボール
対象＝小学生以上（小学生未満は応相談）
※くわしくは市スポーツ少年団事務局
（スポーツ振興課・☎20-1584）へ。

NARITAビジネスフォーラム
市合同企業説明会を開催

　市内の企業による合同説明会を開催し
ます。地元で就職を考えている人は参加
してみませんか。
日時＝3月16日㈫ 午前10時〜午後1時、 

午後2時〜5時
会場＝ホテルウェルコ成田（花崎町）
対象＝就職活動中の30歳未満の人
定員と参加費＝各100人（先着順）・無料
申込方法＝3月15日㈪までに成田市中

小企業若手人材確保支援事業運営事務
局ホームページ（https://questant.j 
p/q/NARITA-forum）から申し込む

※くわしくは同事務局（☎03-3545-73 
30）へ。

パパママリフレッシュサロン
リボンレイを作ろう

日時＝3月4日㈭ 午前9時30分〜午後0
時30分
会場＝子ども館
内容＝サテンリボンを使ってネックスト

ラップを作る
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2月16日㈫〜28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。

募　集募　集


