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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。

無料法律相談会
弁護士が応じます

日時＝①5月15日㈯ 午前9時30分～午
後3時30分 ②22日㈯ 午前9時〜11
時30分（1人当たり30分）
会場＝千葉県弁護士会館（千葉市）
定員＝①18人②9人（先着順）
※申し込みは平日の午前10時〜午後4

時（午前11時30分〜午後1時を除く）
に千葉県弁護士会法律相談センター

（☎043-227-8954）へ。

子ども会のバス利用
活用してください

　市内の子ども会は、社会教育施設の見
学や体験活動などを行う際に、市の委託
バスを利用することができます。
　利用目的が教育活動にそぐわない場合
や予定台数に達した場合は利用できませ
ん。
申込方法＝利用日の前々月の25日（土・

日曜日、祝日の場合はその前の平日）
までに生涯学習課（市役所5階）にある
申請書類に必要事項を書いて同課へ

※くわしくは同課（☎20-1583）へ。

参道口駅前公衆トイレ
工事中は使用できません

　5月10日㈪～6月30日㈬の間、JR成
田駅参道口駅前公衆トイレの洋式化改修
工事を行います。期間中はトイレの使用
はできませんので注意してください。
※くわしくは環境衛生課（☎20-1531）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

わくわく感謝デー
おいしい食材を探しに

日時＝5月22日㈯ 午前8時〜11時
会場＝成田市場
内容＝水産物・青果物・関連食品の即売

市、フリーマーケットなど
※くわしくは成田市場振興協議会（☎

24-1224）へ。

アイルランド展
歴史や文化を紹介

　成田市がパラリンピックチームの事前
キャンプ地となっていることから、アイ
ルランドに関する展示会を行います。
　この機会にアイルランドの歴史や文化
について学んでみませんか。
日時＝5月8日㈯〜6月10日㈭ 午前9時

〜午後7時（6月10日は午後3時まで）
会場＝もりんぴあこうづ
※入場料は無料です。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。

図書館本館・公津の杜分館は火～金曜
日は午前9時30分～午後7時（本館2階は
午後5時15分まで）、土・日曜日は午後5
時まで開館しています。

図書館
今�月の図書館休館日＝6日㈭・10日㈪・

17日㈪・24日㈪・28日㈮（館内整理
日）・31日㈪

※ 3日（月・祝）〜5日（水・祝）は本館・公
津の杜分館・三里塚コミュニティセン
ター図書室のみ開館します（午前9時30
分〜午後5時）。

令和3年3月分
測定局 �Lden
竜台 54.1
北羽鳥 56.9
北羽鳥北部 56.4
長沼 56.9
押畑 50.8
下金山 52.0
馬場 54.1
遠山小 57.2
本三里塚 57.6
三里塚小 58.3
御料牧場
記念館 54.8

三里塚
グラウンド 61.9

本城 55.5
南三里塚 57.9

測定局 �Lden
磯部 57.2
水掛 54.7
荒海 61.5
荒海橋本 62.4
飯岡 58.9
久住小 55.8
芦田（NAA）56.7
芦田 62.1
大生 59.4
赤荻 59.5
西和泉 64.2
東和泉 57.7
野毛平 59.9
野毛平
工業団地 59.3

堀之内 55.5

測定局 �Lden
猿山 44.7
滑川 ―
新川 55.5
西大須賀 54.8
四谷 54.7
高倉 57.0
幡谷 54.2
内宿 48.1
土室（県） 59.8
土室（NAA）49.6
成毛 54.5
大室 50.5
大室（NAA）50.1
新田（NAA）49.2
新田 51.1

色文字は、騒防法第一種区域（基準値：�
Lden62デシベル以上）に設置された測定局
を示します。

航空機騒音測定結果

※�航空機騒音評価指標のLdenは、時間帯補正
等価騒音レベルのことで、航空機騒音をエネ
ルギーとして加算し、夕方や夜間の値には重
み付けを行います。単位はデシベル。この数
値は速報値です。旧指標であるWECPNLの
速報値は、市ホームページ（https://www.
city.narita.chiba.jp/environment/page�
096100.html）に掲載しています。なお、
滑川測定局は設置施設の工事に伴い欠測と
なっています。くわしくは空港対策課（☎20-
1521）へ。

映画会
会場＝市立図書館本館
◦5月2日㈰＝「最高の人生の見つけ方」
　2007年・アメリカ・吹替
◦5月22日㈯＝「幸福の黄色いハンカチ」
　1977年・日本
※上映は午後2時から（午後1時から先着順

で整理券を配布）、定員は46人、入場は
無料です。くわしくは市立図書館（☎27-
2000）へ。
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図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

期日＝5月21日㈮
会場＝市立図書館本館
参加費＝無料
持ち物＝薄手のハンカチ
0・1歳のおはなしかい
時間＝午前11時〜11時30分
対象＝市内在住の0・1歳児と保護者
定員＝5組（初めての人を優先に先着順）
2・3歳のおはなしかい
時間＝午前10時15分〜10時45分
対象＝市内在住の2・3歳児と保護者
定員＝5組（先着順）
※0・1歳のおはなしかいの申し込みは

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）、2・3歳のおはなし
かいへの参加を希望する人は当日直接
会場へ。くわしくは同館へ。

暮らしを彩る器づくり
陶芸で皿や茶わんなどを

日時＝6月2日㈬・9日㈬・23日㈬・30
日㈬（全4回） 午前9時30分〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象と定員＝18歳以上の人・8人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費）
持ち物＝エプロン、汚れてもよい服装
※申し込みは5月4日（火・祝）〜20日㈭

に同センター（☎40-4880、月曜日、
5月6日㈭は休館）へ。

春季ユニカール教室
室内で楽しむカーリング

　専用のカーペットの上でプラスチック
製のストーンを滑らせて楽しむカーリン
グです。
日時＝6月1日㈫・14日㈪・22日㈫・29

日㈫ 午後6時30分〜8時30分
会場＝市体育館
対象＝市内在住・在勤・在学の人
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは各教室の前日までに市レク

リエーション協会事務局（スポーツ振
興課・☎20-1584）へ。

社会人ソサイチナイターリーグ
サッカー仲間と参加しよう

日時＝7月14日・28日、8月11日・25
日、9月8日・22日、10月13日・27
日の水曜日（全8回） 午後7時〜9時
会場＝中台運動公園球技場
競技方法＝8人制のリーグ戦
参加費＝市サッカー協会登録チーム1万

円、未登録チーム2万円、個人参加（1
回当たり）500円（会場費、審判費、賞
品代）

※申し込みは6月13日㈰までに市サッ
カー協会事務局・小澤さん（☎090-3 
570-5178）へ。

親子えびがに釣り教室
自然を体験

　竹ざおに餌のするめを付けて、えびが
にを釣り上げます。
日時＝6月19日㈯（荒天時は20日㈰） 午

前9時〜正午
会場＝下方地先
対象＝市内在住・在学の小学生と保護者
定員＝15組30人（応募者多数は未経験

者を優先に抽選）
参加費（1人当たり）＝50円（餌代）
申込方法＝6月2日㈬（必着）までに、はが

きまたはEメールで住所、参加者全員
の氏名（ふりがな）、電話番号、子ども
の学校名・学年、教室名を公津公民館

（〒286-0004 宗吾1-839-1 Eメール
kominkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎26-9610、月曜日、
祝日は休館）へ。

お知らせお知らせ

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。

子育て世帯生活支援特別給付金
ひとり親などを対象に

　新型コロナウイルス感染症の影響が長
期化し、負担が生じているひとり親世帯
などの生活を支援するため、子育て世帯
生活支援特別給付金を支給します。
対象＝次のいずれかに当てはまるひとり

親世帯など
①令和3年4月分の児童扶養手当受給者
②公的年金などを受給しており、令和3

年4月分の児童扶養手当の支給を受け
ていない

③18歳未満の子（令和3年度中に18歳
になる子を含む）を持つひとり親で、
新型コロナウイルス感染症の影響を受
けて家計が急変するなど、収入が児童
扶養手当を受けている場合と同じ水準
となっている
給付額（子ども1人当たり）＝5万円
申請方法
①申請は不要。5月中に令和3年4月分

の児童扶養手当の登録口座に振り込み
②③5月6日㈭～2月28日㈪（当日消印有

効）に市ホームページ（https://www.
city.narita.chiba.jp/kosodate/pa 
ge136500_00012.html）にある申
請書と必要書類を直接または郵送で子
育て支援課（市役所2階 〒286-8585 
花崎町760）へ

※くわしくは同課（☎20-1538）へ。

伝 板言

募　集募　集

期日＝5月1日㈯〜5日（水・祝）・8
日㈯・9日㈰・15日㈯・16日㈰・
22日㈯・23日㈰・29日㈯・30
日㈰
区間と時間
◦JR成田駅〜薬師堂…午前11時

〜午後2時
◦薬師堂〜成田山門前（鍋店角）…

午前11時〜午後4時
※くわしくは成田市観光協会（☎

22-2102）へ。

表参道の交通規制
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リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

日時＝5月20日㈭〜23日㈰ 午前9時〜
午後4時
会場＝リサイクルプラザ
リサイクル製品＝自転車、家具類
価格（1点当たり）＝5,000円以内
対象＝市内在住で品物を持ち帰ることが

できる人（希望者には建物1階までの
運送を有料で行います）
申込方法＝運転免許証などの本人確認が

できる物を持って、リサイクルプラザ
にある申込用紙を提出
抽選日＝5月25日㈫（当選者にはがきで

通知）
※マスクを着用していない人は入場でき

ません。また、混雑の状況によっては
入場を制限する場合があります。申し
込みのなかった品物は25日の午後1時
から即売します。くわしくはリサイク
ルプラザ（☎36-1000、祝日は除く）へ。

植木剪定教室
手入れに役立つ知識を伝授

　道具の手入れや植木の剪
せん

定
てい

方法を実技
を交えて学びます。日々の手入れに役立
てませんか。
日時＝6月5日㈯・6日㈰（全2回） 午前

10時〜午後3時
会場＝遠山公民館
対象＝市内在住・在勤・在学の18歳以

上の人
定員＝18人（応募者多数は初めての人を

優先に抽選）
参加費＝無料
持ち物＝剪定道具、飲み物、昼食
申込方法＝5月14日㈮（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・氏名・年
齢・電話番号・教室名を遠山公民館

（〒286-0122 大清水48-7 Eメール
kominkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎35-0600、月曜日、
祝日は休館）へ。

印旛沼環境基金
助成金を交付します

　印旛沼と印旛沼流域における環境の改
善に向けて、助成金を交付することで活
動の活性化を図っています。
対象＝令和3年度中に印旛沼とその流域

での環境保全のための活動を行う学校
や団体など
助成金額＝1団体につき上限20万円（小

中学校・高校は15万円。それ以外は
助成対象経費の3分の2以内が限度。
応募団体多数の場合は、予算の範囲内
で交付）
応募方法＝6月30日㈬（必着）までに印

旛沼環境基金ホームページ（https://
www.i-kouiki.jp/imbanuma/inde 
x.html）または同基金窓口にある申請
書類に必要事項を書いて、直接または
郵送で印旛沼環境基金（〒285-8533 
佐倉市宮小路町12）へ

※くわしくは同基金（☎043-485-0397）へ。

試験案内・申込書の配布場所＝人事課（市役所3階）、市
ホームページ（https://www.city.narita.chiba.jp/
boshu/index0644.html）
申込方法＝5月19日㈬〜6月2日㈬（当日消印有効）に申

込書と受験票を直接または郵送で人事課（〒286-85 
85 花崎町760）へ

試験日＝7月11日㈰
会場＝成田国際高校
※試験日などは変更になる場合があります。初級職な

どの採用試験日程は、広報なりた7月1日号に掲載予
定です。くわしくは人事課（☎20-1505）へ。

令和4年4月採用の市職員を募集
募集職種 募集人員 受験資格

一般行政職上級 13人程度 次のいずれかに当てはまる人
◦平成3年4月2日〜12年4月1日生まれの人
◦平成12年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく大学（短期大学を

除く）を卒業または令和4年3月末日までに卒業見込みの人

一般行政職上級
（専門試験なし） 6人程度

一般行政職上級
（社会福祉主事） 若干名

昭和56年4月2日以降に生まれ、社会福祉主事任用資格（社会福祉士・精
神保健福祉士資格を含む）を持つ人（令和4年3月末日までに取得見込みの
人を含む）

技術職土木上級 3人程度

次のいずれかに当てはまる人
◦昭和56年4月2日〜平成12年4月1日生まれの人
◦平成12年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく大学（短期大学を

除く）を卒業または令和4年3月末日までに卒業見込みの人

司書 若干名 平成3年4月2日以降に生まれ、司書の資格を持つ人（令和4年3月末日ま
でに取得見込みの人を含む）

保育士 7人程度
昭和56年4月2日〜平成14年4月1日生まれで、保育士（本市に係る国家
戦略特別区域限定保育士を含む）の登録を受けている人（令和4年3月末日
までに登録見込みの人を含む）

保健師 若干名 昭和56年4月2日〜平成13年4月1日生まれで、保健師の資格を持つ人（令
和4年春季までに取得見込みの人を含む）
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自衛官候補生
国を守る力に

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。

フォークダンス初心者体験教室
簡単なステップで踊ろう

日時＝6月3日㈭・24日㈭ 午後1時30
分〜3時30分
会場＝中央公民館
対象＝市内在住・在勤・在学の人
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは5月28日㈮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。

児童ホーム支援員
一緒に働きませんか

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＝若干名
業務内容＝留守家庭児童（小学生）の育成

支援
勤務期間＝6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（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＝5月14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

※くわしくは同課（☎20-1607）へ。

親子体験農業教室
収穫の喜びを味わえる

　自分の畑を持ち、植え付けから収穫ま
でを1年間を通して体験します。年4回

（6・9・11・3月）、市内の畑や農園でナ
シやイチゴ狩りなどを行いますので、家
族と一緒に自然との触れ合いを楽しみま
せんか。
対象＝市内在住の小学生とその家族
定員＝20家族（応募者多数は初めての家

族を優先に抽選）
参加費（1家族当たり）＝年間1万円
申込方法＝5月14日㈮（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所、参加者全
員の氏名・年齢、電話番号を農政課（〒 
286-8585 花崎町760 Eメールno 
sei@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1542）へ。

こども体験学習セミナー
いろいろチャレンジ

申込方法＝5月20日㈭（必着）までに、は
がきまたはEメールで住所・参加者全
員の氏名（ふりがな）・学校名・学年・
電話番号・セミナー名を中央公民館

（〒286-0017 赤坂1-1-3 Eメールk 
ominkan@city.narita.chiba.jp）へ
親子体験学習セミナー
期日＝6月12日、7月10日、9月11日、

10月9日、11月13日の土曜日（全5回）
内容＝ものづくり体験、自然体験など
対象＝市内在住・在学の小学1〜3年生

と保護者
定員＝12組24人（応募者多数は未経験

者を優先に抽選）
参加費＝5,000円程度（教材費）
なりた冒険塾
期日＝6月19日㈯、7月3日㈯、8月28日

㈯、9月19日㈰、10月30日㈯、11月
20日㈯、12月4日㈯（全7回）
内容＝野外体験など自分たちで考えた内

容を実践し、自ら学び考える力を養う
対象＝市内在住・在学の小学4〜6年生
定員＝18人（応募者多数は抽選）
参加費＝4,000円程度（教材費）
※会場は開催日ごとに異なり、原則現地

集合・現地解散となります。くわしく
は中央公民館（☎27-5911、祝日は休
館）へ。

市民硬式テニス教室
レベル別に練習

日時＝5月15日㈯ 午後5時〜8時
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
定員＝50人（先着順）
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。

こどもチョークアート教室
指で混ぜて楽しく描く

　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チョークアー
トに挑戦します。
日時＝6月19日㈯ 午前10時〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝小学生（小学3年生以下は保護者

同伴）
定員＝10人（先着順）
参加費＝500円（材料費）
※申し込みは5月4日（火・祝）〜30日㈰

に三里塚コミュニティセンター（☎40-
4880、月曜日、5月6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。優良作品は8月にユアエルム成田で
開催される「ユネスコ写真展」で展示され
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・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㈯（当日消印有効）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、直接または郵送で成
田ユネスコ協会事務局（生涯学習課・
市役所5階 〒286-8585 花崎町760）
へ

※くわしくは同事務局（☎20-1583）へ。

募　集募　集


