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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

＊6月7日時点の情報です

若者サポートステーション
就労・進路に悩む人を応援

日時＝月〜金曜日（祝日・年末年始を除
く） 午前10時〜午後5時
会場＝勤労会館（不動ケ岡）
対象＝おおむね15〜49歳の就労に悩み

を抱えている人やその家族
相談料＝無料
申込方法＝電話またはEメールでちば北

総地域若者サポートステーション（☎
24-7880 Eメールhyss@hokusou-
saposute.jpn.org）へ
※くわしくはちば北総地域若者サポート
ステーションへ。

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://ra 
dio-narita.com）でも聴くことができま
す。
　右の二次元バーコード
からアクセスし、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

スカイタウンコンサート
県民芸術劇場公演

日時＝9月5日㈰ 午後2時から
会場＝スカイタウンホール
内容＝千葉交響楽団による木管五重奏
定員＝123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＝6月18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。

若い芽の作品展
公津の杜中学校の生徒による

　書道部と美術部の日頃の活動の成果を
展示します。
期日
◦書道部…7月9日㈮〜25日㈰
◦書道部・美術部…7月28日㈬〜8月2
日㈪
時間＝午前9時〜午後7時
会場＝もりんぴあこうづ
※入場料は無料です。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。

ふれあいコンサート
陽気な演奏を楽しもう

日時＝7月7日㈬ 午後0時10分〜0時50
分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝テキサス・ラングラーズによるア

メリカンカントリーミュージックのコ
ンサート
定員＝70人（先着順）
※入場料は無料です。申し込みは6月18

日㈮から文化国際課（☎20-1534）へ。

スタンプラリー印旛
楽しく集めよう

　印旛地域の観光施設など20カ所に、ご
当地キャラクターのスタンプを設置しま
す。スタンプを集めて応募すると、印旛
地域の特産品などが抽選で当たります。
実施期間＝8月31日㈫まで
スタンプ用紙配布場所＝企画政策課（市

役所3階）、成田観光館、空の駅さく
ら館など

※くわしくは印旛地域振興事務所地域振
興課（☎043-483-1111）または同事
務所ホームページ（https://www.pr 
ef.chiba.lg.jp/kc-hokusou/hokus 
ou/kennminnnohi.html）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。
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成田市のぞみの園
指定管理から民営化へ

　市では、就労継続支援B型などの障害
福祉サービスを提供する成田市のぞみの
園を令和4年度から民営化するため、同
事業所を運営する社会福祉法人を募集し
ます。
要項配布期間＝6月28日㈪まで
要項配布場所＝障がい者福祉課（市役所

議会棟1階）、市ホームページ（https:// 
www.city.narita.chiba.jp/kenko_
fukushi/nozomi_boshu_yoko.html）
受付期間＝7月1日㈭〜7日㈬
※くわしくは同課（☎20-1539）へ。

消費者講座
地域や環境に配慮した買い物を

日時＝7月14日㈬ 午後1時30分〜3時
30分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝エシカル消費に関する基本知識と

すぐに実践できることについて学ぶ
講師＝安部泉さん（日本消費生活アドバ

イザー・コンサルタント・相談員協会
消費生活アドバイザー）
定員＝50人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝電話・FAX・Eメールのいず

れかで住所・氏名・電話番号を商工課
（☎20-1622 FAX24-2185 Eメール
shoko@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

お知らせお知らせ

国際文化会館
改修工事を行います

　令和4年7月1日〜5年5月31日の間、
空調設備などの改修工事を行うため、大
ホールが休館となります。
※期間や対象施設は変更となる場合があ

ります。くわしくは文化国際課（☎20-
1534）へ。

録音図書目録の配布
文字を読むのが難しい人へ

　図書館では、視覚障がいなどで活字に
よる読書が難しい人のために、音声によ
る図書（録音図書）を作成しています。
　これは、小説や実用書などをCDに録
音したもので、図書館では最新版の目録
と利用案内を配布しています。
※くわしくは市立図書館（☎27-2000、月

曜日、6月30日㈬は休館）へ。

選挙人名簿
登録者数が確定

　令和3年6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 …………52,383人
◦女 ………… 53,368人
◦合計………105,751人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

22-1111 内線3152）へ。

広報なりたの配布
駅や郵便局でも

　市では、広報なりたを新聞折り込みで
配布するほか、新聞を購読していない人
のために市内の各施設や郵便局などでも
配布しています。
配布場所＝行政資料室（市役所1階）、下

総・大栄支所、保健福祉館、各公民館、
市立図書館、そのほか市が所管する施
設、JR成田駅、京成成田・公津の杜駅、
各郵便局など

※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

119番の適正利用
本当に必要なときに

　119番通報は火災・救急などの緊急
時に使用する専用電話です。
　消防車や救急車を必要としている人か
らの通報が遅れる恐れがあるので、緊急
性がない連絡や災害発生状況などの問い
合わせには使用しないでください。皆さ
んのご協力をお願いします。
　災害発生状況は、ちば消防共同指令セ
ンターのホームページ（http://busines 
s4.plala.or.jp/chiba119/web/nari 
ta/annai.html）または消防テレホン
サービス（☎24-3838）で確認できます。
※くわしくは指揮指令課（☎20-1593）へ。

経済センサス活動調査
調査票の提出を

　6月1日㈫を調査期日として、全国全
ての事業所と企業を対象に経済センサス
活動調査が行われています。
　まだ回答していない場合は、至急調査
票を提出してください。
※くわしくは行政管理課（☎20-1501）へ。

なりた・お仕事ナビ
求人・就労を支援

　なりた・お仕事ナビは、市内・近隣の
求人情報や就業に役立つイベントの開催
情報などを掲載し、事業者と求職者をサ
ポートする求人情報サイトです。
求人情報を探している人は
①パソコン・スマートフォ

ン（https://n-shigoto. 
com）や携帯電話（htt 
ps://n-shigoto.com/ 
m）からなりた・お仕事
ナビへアクセスする

②求人情報を検索・閲覧
する

③希望の職業・職種が見
つかった場合は事業者
へ直接連絡する
求人情報を登録したい事業者は
　求人情報を登録する前に事業者初期登
録が必要です。
　なりた・お仕事ナビで登録するか、商
工課（市役所4階）にある登録用紙で手続
きしてください。
　登録後は、正社員・パート・アルバイ
トなどの雇用形態に関係なく、求人情報
を登録・更新することができます。
求人情報以外の掲載内容
◦就業支援セミナーなどの開催情報
◦契約時の注意点
◦労働に関する法律
◦履歴書の様式
※くわしくは商工課（☎20-1622）へ。

登録企業

❶求人情報
登録・更新

❸応募

❹面接・採用

❷情報に
アクセス

利用者

なりた
お仕事ナビ

募　集募　集

パソコン・
スマートフォン

携帯電話
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リサイクルプラザ運営委員
ごみ減量にアイデアを

　リサイクル教室やフリーマーケットな
どの企画・運営に携わるリサイクルプラ
ザ運営委員を募集します。
応募資格＝市内在住の20歳以上で、年

間10日程度の活動ができる人
募集人員＝2人
任期＝令和5年3月31日まで
選考方法＝書類審査（選考結果は応募者

全員に書面で通知）
活動場所＝リサイクルプラザ
応募方法＝7月16日㈮（必着）までに市ホー

ムページ（https://www.city.narita.
chiba.jp/kurashi/page0128_0005 
2.html）にある応募用紙に必要事項を
書いて、直接または郵送でリサイクル
プラザ（〒286-0823 小泉344-1）へ

※くわしくはリサイクルプラザ（☎36-1 
000）へ。

ビジネス・キャリア検定試験
職種に合わせて選べる

　ビジネス・キャリア検定試験は、厚生
労働省が定める職業能力評価基準に準拠
しています。8分野44試験から自分の
職種に合わせて受験できます。
試験日＝10月3日㈰
受付期間＝7月16日㈮まで
試験内容＝中央職業能力開発協会ホーム

ページ（https://www.javada.or.jp 
/jigyou/gino/business/index.html）
で確認してください

※くわしくはビジネス・キャリア検定試
験運営事務局（☎03-6627-6504）へ。

あさがお咲いたよ
にじみ絵で飾り作り

日時＝7月4日㈰・10日㈯ 午前10時〜
11時30分
会場＝子ども館
内容＝コーヒーフィルターを使ってアサ
ガオの鉢植えか壁飾りを作る
対象＝小学生
定員＝各10人（先着順）
参加費＝100円（材料費）
※申し込みは6月19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。

なりた郷土史セミナー
ふるさとの歴史を学ぶ

日時＝7月24日、8月21日、9月25日、
10月2日、11月27日の土曜日（全5回） 
午後2時〜4時
会場＝中央公民館（7月24日は下総公民
館）
テーマと講師
◦成田市総論…寺内博之さん（成田市生

涯学習課学芸員）
◦原始古代：考古学からみた成田のくら
し…小川和博さん（成田市文化財保護
協会副会長）
◦中世：三宮埴生神社の神輿と埴生次郎

時常…木村修さん（成田市文化財保護
協会副会長）
◦近世：成田詣での隆盛…深田富佐夫さ

ん（成田高校教諭）
◦近世：下総牧の解体と台地開発…吉林

昌寿さん（富里市生涯学習課学芸員）
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＝7月1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・セミナー名を中央公民
館（〒286-0017 赤坂1-1-3 Eメール
kominkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日は休館）へ。

“平和なまち”絵画コンテスト
子どもたちによる

　市が加盟している平和首長会議では
「平和なまち」をテーマとした作品を募集
しています。
対象＝市内在住で、11月1日時点で6〜

15歳の人
規格＝スキャンが可能な平面の絵画作品
（画材は自由）で、個人が制作したもの。
サイズはB4判または八つ切りで1人1
作品まで。詳細は市ホームページ（h 
ttps://www.city.narita.chiba.jp/
bunka_sports/page0119_00013.
html）で確認できます
応募方法＝10月1日㈮までに市ホーム

ページにある申込書を作品の裏に貼り、
文化国際課（市役所4階）へ

※くわしくは同課（☎20-1534）へ。

夏目漱石を読む
もりんぴあ大人ゼミ

日時＝7月3日㈯・17日㈯・24日㈯ 午前
10時〜正午（全3回）
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝漱石文学に描かれた心象風景など

について学ぶ
講師＝増満圭子さん（東洋学園大学人間
科学部教授）
対象＝16歳以上の人
定員＝12人（先着順）
参加費＝2,000円（教材費など）
持ち物＝筆記用具、飲み物
※申し込みはもりんぴあこうづ（☎27-5 

252、第4月曜日は休館）へ。

税務職員
令和3年度採用試験

　人事院では税務職員を募集します。第
1次試験日は9月5日㈰です。
申込方法＝6月21日㈪〜30日㈬に人事

院ホームページ（http://www.jinji-s 
hiken.go.jp/juken.html）から申し込
む

※くわしくは東京国税局（☎03-3542-
2111）へ。

印旛沼観察会
観光船で巡る

日時＝7月20日㈫（荒天時は21日㈬） 午
前9時〜10時15分、午前11時〜午後
0時15分、午後1時30分〜2時45分
集合場所＝佐倉ふるさと広場
対象＝印旛沼流域市町に在住の人
定員＝各24人（応募者多数は抽選）
参加費＝100円（保険料）
申込方法＝7月2日㈮（当日消印有効）ま

でに、往復はがき（1枚5人まで）に参
加者全員の住所・氏名・年齢・電話番
号、希望する時間（第2希望まで）を書
いて印旛沼環境基金（〒285-8533 佐
倉市宮小路町12）へ

※返信用の宛名も記載してください。く
わしくは同基金（☎043-485-0397）へ。

 「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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男女共同参画セミナー
誰もが自分らしく生きるために

日時＝7月18日㈰ 午前10時30分から
会場＝男女共同参画センター
テーマ＝言葉の力が未来を変える〜アフ

ターコロナに向けての言葉の力
講師＝菅野昭子さん（日本ペップトーク

普及協会認定セミナー講師）
定員＝30人（市内在住・在勤・在学の人

を優先に先着順）
参加費＝無料
申込方法＝7月14日㈬までに電話・FA 

X・Eメールのいずれかで住所、氏名、
電話番号、市内在勤・在学かどうか、
託児（2歳〜未就学児）利用の有無を市
民協働課（☎20-1507 FAX24-1086 
Eメールkyodo@city.narita.chiba.jp）
へ。託児の申し込みは7月8日㈭まで
に同課へ

※手話通訳があります。くわしくは同課
へ。

創業セミナー
成功するための事業の始め方

日時＝7月18日㈰ 午後1時30分〜4時
40分（個別相談は午後3時40分から）
会場＝市役所6階大会議室
内容＝ビジネスのアイデアや成功するた

めのポイントなど、創業するために必
要な知識を初歩から学ぶ
講師＝水下智則さん（中小企業診断士）
対象＝創業を考えている人や関心のある

人、創業して間もない人
定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝電話またはFAXで住所・氏

名・電話番号・個別相談の希望の有無
を商工課（☎20-1622 FAX24-2185）
へ

※くわしくは千葉県産業振興センター（☎ 
043-299-2921）へ。

行政改革推進委員
市政に助言を行う

　市民の皆さんの意見を市政に反映させ
るため、行政改革の推進に関して必要な
助言などを行う行政改革推進委員を募集
します。
応募資格＝市内在住で、9月1日時点で

20〜74歳の人（ほかの審議会などの委
員、議員、市の常勤職員は除く）
募集人員＝1人
任期＝令和3年9月1日〜5年8月31日
開催回数＝年2・3回
選考方法＝書類審査（女性を優先。選考

結果は応募者全員に書面で通知）
応募方法＝6月30日㈬（必着）までに、行

政管理課（市役所4階）または市ホーム
ページ（https://www.city.narita.ch 
iba.jp/boshu/page0107_00018.h 
tml）にある申込書と応募理由（400字程
度）を直接・郵送・Eメールのいずれか
で同課（〒286-8585 花崎町760 Eメー
ルgyosei@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1501）へ。

豊住ふれあい親子陶芸教室
オリジナルの作品をつくろう

日時＝7月25日㈰、8月8日㈰・22日㈰
（全3回） 午前9時30分〜正午
会場＝豊住ふれあい健康館
対象＝小学生以上の子どもと保護者
定員＝10組20人（先着順）
参加費（1組当たり）＝1,500円（保険料な

ど）
持ち物＝タオル、エプロン
※申し込みは7月15日㈭までに同館（☎

37-7601、火曜日は休館）へ。

プール監視員
大栄B＆G海洋センターの

応募資格＝高校生以上
募集人員＝20人
勤務内容＝プールの監視、清掃
勤務日時＝9月30日㈭までのプール開催

日、午前9時〜午後5時（金・土曜日は
午後9時まで）のシフト制
勤務場所＝大栄B＆G海洋センター
時給＝1,000円（高校生は950円）
※申し込みは同センター（☎73-5110、

月曜日・祝日の翌日は休館）へ。

レクリエーション祭
ニュースポーツを体験

日時＝7月3日㈯ 午前9時15分〜10時
15分、午前10時30分〜11時30分
会場＝市体育館
種目＝ユニカール、バウンドテニス、ス

カットボール、ダーツなどのニュース
ポーツ
定員＝各75人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※両方の時間の参加はできません。申し

込みは6月30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。

夏季バドミントン大会
団体戦で優勝を目指す

日時＝7月4日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
競技方法＝男女混合3ペア（男子・女子・

混合ダブルス）での団体戦
対象＝中学生以上
定員＝50チーム（先着順）
参加費（1チーム当たり）＝6,000円（シャ

トル代など）
申込方法＝6月25日㈮までにEメールで

住所・ペアごとの氏名（ふりがな）・電
話番号・所属チーム名・参加ランク（分
かる場合のみ）を市バドミントン協会
事務局（Eメールnrt-badkyo@cpost.
plala.or.jp）へ

※くわしくは市スポーツ協会事務局（☎
33-3811）へ。

秋の特別公演「古典への誘い」
市川海老蔵さんが出演

日時＝9月2日㈭ 午後
1時から、午後5時
から
会場＝国際文化会館
演目＝命懸歌舞伎ノ

道筋「三
み

升
ます

先
せん

代
だい

萩
はぎ

」
入場料（全席指定）＝S

席9,000円、A席6, 500円
入場券販売場所＝国際文化会館、文化芸

術センター
※くわしくは観光プロモーション課（☎

20-1540）へ。

募　集募　集


