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なりた知っ得情報
放送時間が変わります

　成田ケーブルテレビ（111チャンネ
ル）で、市からのお知らせやイベント情
報などの生活に役立つ情報をお届けする
広報番組「なりた知っ得情報」を放送して
います。4月から、なりた知っ得情報の
放送時間を次の通り変更します。
放送時間＝午後0時30分、午後5時30

分、午後8時30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。

選挙人名簿
登録者数が確定

　令和3年3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…………52,487人
◦女…………53,498人
◦合計 ……105,985人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

22-1111 内線3152）へ。

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。

催し物催し物

もりんぴあ春の芸術祭
多様なアートに触れて

　地域で活動しているアーティストによ
る、絵画・書道・写真・手工芸・染織な
どの作品を展示します。
　多様な感性に触れて、日々の生活から
アートを身近に感じてみませんか。
日時＝4月1日㈭〜17日㈯ 午前9時〜午

後7時
会場＝もりんぴあこうづ
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。

自閉症の方が描いた絵画展
発達障がいなどのある人の作品を

　4月2日㈮は「世界自閉症啓発デー」、
4月2日㈮〜8日㈭は「発達障害啓発週
間」です。
　これに合わせて、自閉症などの発達障
がいのある人たちが描いた絵画を展示し
ます。
　この機会に、家族や友人を誘って鑑賞
しませんか。
期間＝4月5日㈪〜9日㈮
会場＝市役所1階ロビー
※くわしくは障がい者福祉課（☎20-15 

39 FAX24-2367）へ。

お知らせお知らせ

新型コロナウイルス感染症対策に関する相談窓口
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

ワクチン接種に関する問い合わせ先
◦成田市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
　☎0570-037-567（平日の午前8時30分〜午後5時15分）
◦成田市新型コロナウイルスワクチン接種対策室
　☎33-7611（平日の午前8時30分〜午後5時15分）
◦厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
　10120-761770（午前9時〜午後9時）

◦県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口
　☎03-6412-9326（24時間年中無休）

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）
◦厚生労働省電話相談窓口
　10120-565653（午前9時〜午後9時） 
　FAX 03-3595-2756

＊3月5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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成田市国際交流協会
一緒に活動しませんか

　成田市国際交流協会では、市民と外国
人が共に暮らしやすいまちづくりを目指
して、市内に住む外国人と日本人の交流
を図るイベントの開催や、市の友好・姉
妹都市との交流を行っています。
　語学力を生かしたい人や国際交流に興
味のある人は会員になりませんか。
活動内容＝国際交流イベントの企画・運

営、語学ボランティア・ホストファミ
リーとして海外の訪問団の受け入れ、
会報誌（年4回発行）の編集・発行など
年会費
◦個人…1,000円（学生は500円）
◦団体・法人…5,000円
申込方法＝成田市国際交流協会（市役所

4階文化国際課内）または同協会ホー
ムページ（http://www.ngy.3web.
ne.jp/~nifs）にある入会申込書に必要
事項を書いて直接または郵送で同協会

（〒286-8585 花崎町760）へ
※くわしくは同協会事務局（☎23-323 

1）へ。

救命講習会
心肺蘇生法を学ぼう

　心肺蘇生法やAEDの操作方法などを
学びます。いざというときのために、参
加してみませんか。
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上
参加費＝無料
普通救命講習会
期日と会場・申込先
◦5月23日㈰…大栄消防署（☎73-4141）
◦6月20日㈰…赤坂消防署（☎26-3210）
◦6月27日㈰…成田消防署（☎20-1594）
時間＝午前9時〜11時
定員＝各10人（先着順）
申込開始日＝各開催日の前月の1日
上級救命講習会
日時＝6月26日㈯ 午前9時〜午後5時
会場＝市役所6階大会議室
定員＝15人（先着順）
申込開始日＝5月6日㈭
申込先＝警防課（☎20-1592）
※申し込みは各開催日の1週間前までに

各申込先へ。

三里塚にほんご教室
外国人のための

　外国人向けに、初歩的な会話や日常生
活で必要な言葉、日本の習慣を学ぶ日本
語教室を開催します。
日時＝4月11日、5月9日、6月13日、7

月11日、8月22日、9月12日、10月
10日、11月14日、12月12日、1月23
日、2月13日、3月13日の日曜日（全12
回） 午前10時〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝市内・近隣市町に在住の外国人
定員＝10人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同館（☎40-4880、月曜日

は休館）へ。

バウンドテニス体験教室
室内で楽しもう

日時＝5月17日㈪・24日㈪ 午後1時20
分〜4時
会場＝市体育館
対象＝16歳以上の人
定員＝各20人（先着順）
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。

マンション管理員養成講習
中高年向けの離職者訓練

　中高年の能力を生かしてスキルチェン
ジするための職業訓練を実施します。
　マンションを管理するための知識や技
能を基礎から学んでみませんか。
日時＝5月10日㈪〜8月7日㈯
会場＝日建学院船橋校
対象＝おおむね60歳以上の求職中の人
定員＝15人
参加費＝1万円（教材費）
※申し込みは3月31日㈬までにハローワー

ク成田（☎89-1700）へ。くわしくは高
齢・障害・求職者雇用支援機構千葉支
部（☎043-422-7774）または千葉職
業能力開発促進センターホームページ

（https://www3.jeed.go.jp/chiba/ 
poly）へ。

初心者ソフトテニス教室
1年かけてじっくり上達

日時＝4月3日・24日、5月1日・22日、
6月12日・26日、7月3日・24日、8
月14日・21日、9月4日・11日、10
月2日・23日・30日、11月20日、
12月4日・18日、1月15日・29日、
2月12日・26日、3月12日・19日の
土曜日（全24回） 午前9時〜11時30分

（午前8時時点で雨天の場合は中止）
会場＝中台運動公園テニスコート
対象＝小学4〜6年生の初心者
定員＝50人（先着順）
参加費＝300円（保険料など）
持ち物＝運動靴、ラケット（貸し出しあ

り）
申込方法＝Eメールで住所・氏名・電話

番号・学校名・学年を市ソフトテニス
連盟事務局（Eメールnrt.softtennis＠ 
gmail.com）へ

※くわしくは同事務局・麻生さん（☎09 
0-4223-5530）へ。

お知らせお知らせ

さくらの山
公共交通機関を使って

　3月中旬〜5月中旬はさくらの山周辺
の道路が大変混雑します。駐車スペース
に限りがあるため、できる限り公共交通
機関を利用してください。
　バスの時刻表などは成田市観光協会
ホームページ（https://w 
ww.nrtk.jp/enjoy/attr 
action/sakuranoyam 
a.html）で確認してくだ
さい。
※くわしくは空の駅さくら館（☎33-33 

09）へ。

咲き誇る桜に囲まれて



M e s s a g e B
o a r d

広報なりた 2021.3.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です17

催 

し 

物

お
知
ら
せ

募
　
集

2c

親子たけのこ掘りと竹細工教室
自然の恵みがいっぱい

日時＝4月17日㈯ 午前9時〜正午
会場＝八生公民館
内容＝親子でタケノコ堀りと竹細工を楽

しむ
対象＝市内在住・在学の小学生と保護者
定員＝8組（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝4月6日㈫（必着）までに、はが

きまたはEメールで住所・保護者と子
どもの氏名（ふりがな）・性別・学校名・
学年（4月1日時点）・電話番号・教室名
を八生公民館（〒286-0846 松崎317 
Eメールkominkan@city.narita.chib 
a.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-1533、月曜日・
祝日は休館）へ。

市史講座
成田祇園祭記念行事

　夏の一大行事である成田祇園祭をより
楽しむため、これまでの歴史などを学ぶ
講座を開催します。成田山奥之院の祭礼
が始まってから300年となるこの機会
に、家族や友人を誘って参加してみませ
んか。
日時＝①4月24日㈯②5月8日㈯ 午後2

時〜3時30分
会場＝市立図書館本館
テーマ＝①成田祇園祭の歴史「暦と祭り」

②成田祇園祭の実際「祭りよもやま話」
講師＝関根賢次さん（成田市副市長）
定員＝各40人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝3月16日㈫から直接または電

話で同館（☎27-2000）へ。同館ホーム
ページ（https://www.library.city.na 
rita.lg.jp）からも申し込めます

※くわしくは同館（月曜日、3月31日㈬は
休館）へ。

一般事務員
子育て支援課で

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝①②各4人③2人
業務内容＝窓口での受け付け事務、デー

タ入力、書類整理など
勤務期間＝①5月中旬〜9月末②5月中

旬〜7月末③5月中旬〜6月末
勤務日時＝月14日以内（土・日曜日、祝

日を除く。ただし、6月は日曜日の勤
務あり） 午前9時〜午後4時（6月は午
後5時まで）
勤務場所＝子育て支援課（市役所2階）
時給＝960円〜990円（3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）
応募方法＝4月12日㈪（必着）（土・日曜

日を除く）までに写真を貼った履歴書
を直接または郵送で子育て支援課（〒 
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（☎20-1538）へ。

児童ホーム支援員
一緒に働きませんか

　市内の児童ホームで、児童ホーム支援
員として働きませんか。
応募資格＝18歳以上で業務に意欲的に

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＝4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（3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。市規
定に応じて期末手当あり）
応募方法＝3月24日㈬（必着）（土・日曜

日を除く）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。

成田エアポートツーデーマーチ
地域の名所を歩いて巡る

　飛行機の離着陸を望むことができる空
港周辺や緑豊かな里山などのコースを歩
いて巡ります。家族や友人を誘って、初夏
の爽やかな景色の中で思い思いにウォー
キングを楽しみませんか。
　また、参加者の誘導や安全確保などを
行う運営ボランティアも募集していま
す。
期日とコース
◦5月15日㈯…成田空港コース（10・

20・30㎞）
◦5月16日㈰…成田義民コース（7・10・

20㎞）、芝山里山コース（10・20㎞）
参加費＝小学生以下無料、中学生200

円、高校生500円、一般1,500円（成
田市・芝山町在住の人は1,000円）
申込方法＝4月14日㈬までに観光プロ

モーション課（市役所4階）、成田観光
館、成田市観光案内所、各公民館など
にある申込用紙に必要事項を書いて郵
便局で参加費を振り込む（手数料は実
費）。成田エアポートツーデーマーチ
申し込み専用ダイヤル（☎0570-039- 
846）または同公式ホームページ（htt 
p://spoen.net/8443 
0）からも4月22日㈭ま
で申し込めます
運営ボランティアを募集
期日＝5月15日㈯・16日㈰（1日でも可）
内容＝参加者の誘導・安全確保
対象＝高校生以上
応募期限＝4月9日㈮
※くわしくは成田エアポートツーデー

マーチエントリー事務局（10120-71 
1-951）または同公式ホームページへ。
ボランティアについては同事務局ボラ
ンティア係（スポーツ振興課・☎20-1 
584）へ。

募　集募　集

元気に楽しく歩こう


