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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、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。

農作業と機械作業
令和3年度の標準額が決定

農作業標準賃金

機械作業標準料金
　水田機械作業標準料金は、区画整理さ
れた水田（30a区画）を想定して設定さ
れています。乾燥調製、育苗を除く作業
は、オペレーター1人付き料金です。

※料金は消費税を含みます。くわしくは
農業委員会事務局（☎20-1573）へ。

豊住第1スポーツ広場野球場
5月からナイター利用開始

期間＝5〜10月
照明灯使用料金（30分当たり）＝2,090円
※申し込みは平日の午前9時〜午後5時

に豊住地区体育協会事務局・野平さん
（☎37-1000）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。

成人式の記念品
欠席者は受け取りに

　成人式を欠席し、記念品を受け取って
いない人は、5月31日㈪までに生涯学
習課（市役所5階）へ案内状を持ってきて
ください。
※くわしくは同課（☎20-1583）へ。

催し物催し物

消防団夏季訓練
地域の安全・安心のために

　市内の消防団の部長・班長・新入団員
を対象に、規律や部隊行動、消防技術の
習得を行う夏季訓練を実施します。
日時＝5月2日㈰ 午前9時15分〜11時

30分
会場＝大栄運動場
※くわしくは消防総務課（☎20-1590）へ。

スポーツツーリズムフェス
さまざまな競技の魅力を

日時＝5月1日㈯〜5日（水・祝） 午前10
時〜午後4時
会場＝イオンモール成田
内容＝ボッチャ体験、ホストタウン関連

イベント、クボタスピアーズ（ラグビー
チーム）PRイベントなど
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくはスポーツ振興課・オリン
ピックパラリンピック推進室（☎20-
1584）へ。

記念列車到着式
成田線開業120周年

　成田線開業120周年を記念して、JR
成田駅で記念ヘッドマークを付けた列車
を迎えるほか、消防音楽隊や成田高校ダ
ンスドリル部によるパフォーマンスを行
います。
日時＝4月30日㈮ 午前11時50分〜午後

0時40分（列車は午前11時28分に6番
線ホームに到着。パフォーマンスは雨
天中止）
会場＝JR成田駅参道口広場
※駅構内への入場は入場料が必要です。

見学を希望する人は当日直接会場へ。
くわしくは企画政策課（☎20-1500）
または成田線活性化推進協議会ホーム
ページ（http://www.naritaline.co 
m）へ。

スカイタウンコンサート
軽やかな演奏を聴いて

　市内出身の三味線奏者・紺谷英和さん
による、繊細で情熱的な演奏を楽しみま
せんか。
日時＝7月3日㈯ 午後3時30分から
会場＝スカイタウンホール
定員＝119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＝4月21日㈬から文化芸術セ

ンター（☎20-1133）へ。後日、チケッ
トの引換券を送付します。なお、席を
選ぶことはできません

※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。

作業種目 契約
種別

標準賃金
（円） 備考

水田 1日 9,900 実労働時間
は8時間畑・果樹収穫 1日 8,200

作業種目 契約
種別

標準料金
（円） 備考

水田耕起 トラクター 10a請負 6,200 ロータリー
1回分の料金

水田
代かき

トラクター
（①ロータ
リー②ドラ
イブハロー）

10a請負 ①6,200
②6,500 仕上げの料金

あぜ塗り トラクター 1m
当たり 37 100mを

基礎に算出

植え付け 田植機 10a請負 7,900
稚苗の場合

（苗費は含ま
ない）

刈取脱穀 コンバイン 10a請負 1万7,600 籾運搬費は
別途910円

乾燥調整 60kg
当たり 2,900 籾摺料金の

640円を含む

育苗 1箱
当たり 790 稚苗の場合

畑耕起 トラクター 10a請負 5,900 ロータリー
1回分の料金
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海上・航空自衛官
日本の安全を守る

受付期間＝5月21日㈮まで
技術海曹・技術空曹
応募資格＝20歳以上の人で、指定する

国家免許や資格を持つ人など
試験日＝6月18日㈮
技術海上幹部・技術航空幹部
応募資格＝大卒以上で、指定する学部・

専攻学科などを卒業し、2年以上の関
連業務の経験がある人
試験日＝6月21日㈪
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

フレンドリータウンデイズ
鹿島アントラーズを応援しよう

　サッカー J1リーグの鹿島アントラー
ズの試合にペアで無料招待します。家族
や友人と一緒に応援しませんか。
日時と対戦相手
◦5月5日（水・祝） 午後3時から…アビ

スパ福岡
◦6月27日㈰ 午後6時30分から…北海

道コンサドーレ札幌
会場＝カシマサッカースタジアム（茨城

県鹿嶋市）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝各350組700人（抽選）
入場料＝無料
申込方法＝鹿島アントラーズホームペー

ジ（https://www.ant 
lers.co.jp）または右の
二次元バーコードから
申し込む

※申し込み開始日と当選者発表日は開催
日によって異なります。くわしくは午
前10時〜午後4時に鹿島アントラーズ
コールセンター（☎0299-82-5555 E
メールsupport@antlers.co.jp）へ。

ようこそ1年生
子ども館を見学しよう

　遊びや学びの場として利用できる子ど
も館の見学と簡単な工作などを行いま
す。この機会に参加してみませんか。
日時＝4月25日㈰ 午前10時〜11時30分
会場＝子ども館
対象と定員＝小学1年生・16人（先着順）
参加費＝100円（材料費）
※申し込みは4月17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。

絵本の読み聞かせ講座
小学校などで活動を始める人に

期日と内容（全2回）
◦6月4日㈮…絵本の選び方
◦6月11日㈮…読み聞かせ実習
時間＝午前10時〜正午
会場＝市立図書館本館
対象＝市内在住で全回受講でき、小学校

などで絵本の読み聞かせをしている
人、または今後活動予定の人
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝市立図書館（☎27-2000）ま

たは同館ホームページ（https://www.
library.city.narita.lg.jp）へ

※くわしくは同館（月曜日は休館）へ。

やさしいにほんごクラス
Japanese lesson

　日常で使う簡単な日本語を学んでみま
せんか。Web会議サービス「Zoom」か
らも参加できます。
　講座を受講するには、成田市国際交流
協会の入会金1,000円（学生は500円）
が必要です。
日時＝5月13日・27日、6月10日・24

日、7月8日・22日、8月12日・26日、
9月9日・23日の木曜日（全10回） 午
後7時〜8時30分
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝ひらがなやカタカナが読める外国

人
定員＝12人（先着順）
参加費＝無料（教材費は別途）
※申し込みは成田市国際交流協会（☎2 

3-3231）へ。

お知らせお知らせ

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-
narita.com）でも聴くこ
とができます。
　通勤中などにぜひ聴い
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。

グラジオラスの球根配布
花と緑のあふれるまちへ

　市では、グラジオラスの球根を先着
1,500人に配布します（1人1袋）。
配布日時＝4月20日㈫〜22日㈭ 午前9

時〜午後5時
配布場所＝公園緑地課（市役所5階）、下

総・大栄支所、中央公民館、三里塚コ
ミュニティセンター、もりんぴあこう
づ

※くわしくは公園緑地課（☎20-1562）へ。

緑のカーテン
種を配布します

　緑のカーテンは、ツル性植物で建物を
覆う自然のカーテンです。
　設置することで日差しを和らげ、室内
の温度上昇を抑えるなどの効果が期待で
きます。
　なりた環境ネットワークでは、緑の
カーテン用にアサガオ・ゴーヤ・フウセ
ンカズラの種を配布します（1人2袋ま
で。無くなり次第終了）。
　今年の夏を快適に過ごすために、緑の
カーテンを作りませんか。
配布場所＝環境計画課（市役所5階）、下

総・大栄支所
※くわしくは、なりた環境ネットワーク

事務局（環境計画課・☎20-1533）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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もりんぴあ大人お散歩倶楽部
参加してみませんか

　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めます。
　地域の人たちと交流しながら、気分転
換しませんか。
日時＝4月30日㈮、5月28日㈮、6月30

日㈬、7月30日㈮、8月31日㈫、9月
30日㈭、10月29日㈮、11月30日㈫、
12月24日㈮、1月28日㈮、2月25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。

レジンでバッグチャーム作り
母の日にプレゼント

　UVレジン液でおしゃれなバッグチャー
ムを作ります。
　母の日に手作りの作品をプレゼントし
ませんか。
日時＝5月1日㈯ 午前10時〜11時30分
会場＝子ども館
対象＝小学生〜高校生
定員＝16人（先着順）
参加費＝350円（材料費）
※申し込みは4月17日㈯午後2時から子

ども館（☎20-6300、月曜日・祝日・
第3日曜日は休館）へ。

成人式実行委員
自分たちの手で盛り上げよう

　市では、令和4年成人式を企画・運営
する実行委員を募集します。
対象＝平成13年4月2日〜14年4月1日

生まれで、市内在住または市内の学校
に通っていた人
定員＝20人（応募者多数は選考）
※令和5年対象者（19歳）も若干名募集

します。申し込みは5月28日㈮までに
生涯学習課（☎20-1583）へ。

親子記者事業参加者
平和への願いを伝えるために

期間＝8月8日（日・祝）〜11日㈬
取材場所＝長崎市内（原爆資料館など）
内容＝平和についてのイベントや平和の

ために活動する人などを取材して新聞
を作る
対象＝小学4〜6年生と保護者1人
定員＝全国で9組（応募者多数は抽選）
応募方法＝5月7日㈮（必着）までに日本

非核宣言自治体協議会ホームページ
（http://www.nucfreejapan.com）
にある申込書を郵送またはEメールで
同協議会事務局（〒852-8117 長崎
市平野町7-8 長崎市平和推進課内 E
メールinfo@nucfreejapan.com）へ

※リモート取材となる場合があります。
また、参加費などは補助があります。
くわしくは同協議会事務局（☎095-8 
44-9923）へ。

うなバレー市民大会
子どもから高齢者まで

　うなバレーはミニバレーをアレンジし
た競技で、うなりくんが描かれたビニー
ルボールを使います。
　初心者向けに体験教室も行いますので
家族や友人を誘って気軽に参加してみま
せんか。
日時＝5月8日㈯ 午前9時〜午後1時
会場＝市体育館
チーム編成＝5〜8人（男女混合）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
参加費（1人当たり）＝100円（保険料）
※1人でも参加できます。申し込みは4

月28日㈬までに市スポーツ推進委員
連絡協議会事務局（スポーツ振興課・
☎20-1584）へ。

9人制バレーボール教室
基礎から学べる

日時＝5月21日㈮・25日㈫、6月1日㈫ 
午前9時〜午後3時
会場＝市体育館
内容＝基礎・試合形式練習など
対象＝市内・近隣市町在住の20歳以上

の女性
参加費（1日当たり）＝500円（保険料な

ど）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、タ

オル、昼食、飲み物
※申し込みは市家庭婦人バレーボール連

盟・竹畑さん（☎090-8596-2298）へ。

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）
　 ☎0570-200-139（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

＊4月7日時点の情報です
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養護補助員と預かり保育従事者
大栄幼稚園で働きませんか

　養護補助員や預かり保育従事者として
働きませんか。
勤務期間＝5月1日〜3月31日
勤務場所＝大栄幼稚園
応募方法＝4月22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
養護補助員
応募資格＝幼稚園・小学校・中学校・高

等学校教諭免許、保育士・介護福祉士・
実務者研修・介護初任者研修の資格ま
たは障害児入所施設・児童発達支援セ
ンター・特別支援学校などの障害児支
援・教育や児童支援員での実務経験の
いずれかがある人（学生不可）
募集人員＝3人
業務内容＝日常的に支援を必要とする園

児の介助
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（金額は職務

経験年数に応じて決定。社会・雇用保
険加入、期末手当あり）
預かり保育従事者
応募資格＝幼稚園教諭免許または保育士

の資格を持つ人（学生不可）
募集人員＝1人
業務内容＝預かり保育中の園児の保育
勤務日時＝週3〜5日（土・日曜日、祝日

を除く） 午前11時〜午後5時15分（幼
稚園の長期休業期間は午前9時からの
シフト制）
時給＝1,270円〜1,320円（金額は職務

経験年数に応じて決定）
※くわしくは保育課（☎20-1607）へ。

企業対抗ゴルフ大会
2人1組でのチーム戦

日時＝6月14日㈪ 午前8時から
会場＝大栄カントリー倶楽部（横山）
対象＝市内の企業、団体、組合などに勤

務する職場内のペア
参加費（1人当たり）＝1万9,000円（プレー

代・昼食代・賞品代など）
※申し込みは5月17日㈪までに市スポー

ツ協会事務局（☎33-3811）へ。

シニアバスケットボール大会
B&G杯

日時＝6月12日㈯・13日㈰ 午前9時か
ら
会場＝大栄B&G海洋センター
対象＝市内・近隣市町在住・在勤の昭和

56年度以前に生まれた人で編成され
たチーム
定員＝男女各8チーム（応募者多数は抽

選）
参加費（1チーム当たり）＝1,500円（賞

品代など）
申込方法＝市バスケットボール協会ホー

ムページ（https://basketnrt.web.
fc2.com）にある申込書をEメールで同
協会（you832215@yahoo.co.jp）へ

※くわしくは同協会・宮本さん（☎080-
5475-1188）へ。

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、子どもを褒めるコミュ
ニケーション方法などを学びます。
日時＝5月25日、6月1日・8日・15日・

22日・29日、7月6日の火曜日（全7回） 
午前10時〜正午
会場＝男女共同参画センター
対象＝市内在住のおおむね平成25年4

月2日〜31年4月1日生まれの子ども
の保護者で、全回参加できる人
定員＝8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5月18日㈫ま
でに子育て支援課（☎20-1538）へ。

おもてなし英会話教室
すぐに使える

　簡単な英会話のフレーズを学びます。
毎日の生活で役立ててみませんか。
日時＝5月14日・21日・28日、6月11

日・18日の金曜日（全5回） 午前10時
〜正午
会場＝中央公民館
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝4月30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kominka 
n＠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。

伝統文化親子体験教室
楽しく学ぼう

　日本の伝統文化を基礎から楽しく学ん
でみませんか。
会場＝中央公民館
書道教室
日時＝6月26日、7月10日、9月11日・

25日、10月9日、11月13日・27日、
12月11日の土曜日（全8回） 午後1時〜
3時
対象＝小学1〜3年生
定員＝40人（先着順）
申込先＝土谷さん（☎26-1636）
おこと・三味線教室
日時＝7月25日㈰・31日㈯、8月1日㈰・

8日（日・祝）・22日㈰・28日㈯・29
日㈰（全7回） 午前10時30分〜正午
対象＝小学4年生〜中学生
定員＝20人（先着順）
申込先＝清野さん（☎080-6002-1825）
※くわしくは各申込先へ。

募　集募　集

作法を一から学ぶ


