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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。
◦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。

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「耳で聴く広報なり
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。
　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

民間ユネスコ運動の日記念事業
写真展を開催

日時＝8月1日㈰〜7日㈯ 午前10時〜午
後7時（7日は午後5時まで）

会場＝ユアエルム成田店1階センタープ
ラザ

内容＝気になる水写真展、世界遺産展、
ユネスコ活動展など

入場料＝無料
※くわしくは成田ユネスコ協会事務局（生

涯学習課・☎20-1583）へ。

三里塚祇園祭展
祭りの感動を再び

　三里塚祇園祭の写真や神
み こ し

輿の展示、祭
りの様子を撮影したビデオ上映を行うほ
か、佐

さ わ ら
原囃

ば や し
子と踊りの実演を行います。

期日＝7月23日（金・祝）〜8月8日（日・祝）
会場＝三里塚コミュニティセンター
ビデオ上映
日時
◦月〜金曜日…午後2時〜2時30分
◦土・日曜日…午前10時〜10時30分、

午後2時〜2時30分
佐原囃子と踊りの実演
日時＝8月1日㈰ 午後1時30分から
定員＝50人（先着順）
※入場は無料です。鑑賞を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは同センター
（☎40-4880、月曜日は休館）へ。

成田うなぎ祭り
夏をおいしく乗り切ろう

　期間中は、航空券や宿泊券などの豪華
賞品が当たるスタンプラリーが開催され
ます。参加店舗は「うなぎMAP」で確認
できます。
期間＝7月16日㈮〜9月5日㈰
うなぎMAP配布場所＝成田市観光案内

所、成田観光館、成田うなぎ祭り参加
店、成田市観光協会ホームページ（htt 
ps://www.nrtk.jp）

※くわしくは成田市観光協会（☎22-21 
02）へ 。

　東京オリンピック・パラリンピッ
クの開催に合わせ、海の日・スポー
ツの日・山の日の3つの祝日が移動
します。これに伴い、市役所の開庁
日が下記の通りとなります。
◦開庁日…7月19日㈪、8月11日㈬、

10月11日㈪
◦閉庁日…7月22日（木・祝）・23

日（金・祝）、8月9日（月・振休）
※8月8日（日・祝）は休日窓口サービ

スのみ実施します。くわしくは行
政管理課（☎20-1501）へ。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために

小まめな手洗い、マスクの着用、身
体的距離の確保、適度な換気など
の基本的な感染症対策を徹底する

多数の人が密集し、大声などを出す
イベントや会食・ホームパーティー
などには参加しない

感染防止対策が徹底されていない
飲食店などの利用は控える

祝日の移動に伴う
市役所の開庁日の変更
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認知症サポーター養成講座
小学生を対象とした

　認知症サポーターは、認知症について
正しい知識を持ち、認知症の人やその家
族を見守る応援者です。
　誰もが暮らしやすい地域をつくるため、
家族や友人を誘って認知症について学ん
でみませんか。
日時＝8月24日㈫ 午後2時〜4時
会場＝市役所6階中会議室
内容＝認知症の正しい知識と具体的な対

応方法などについて学ぶ
対象＝小学生と保護者
定員＝24人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは介護保険課（☎20-1545）へ。

こどものまち
働いて・稼いで・楽しもう

　子どもだけのまちの住民となり、仕事
や買い物を通して、まちでの生活を体験
してみませんか。
日時＝8月7日㈯・8日（日・祝） 午前9時

30分〜午後0時30分、午後1時30分
〜4時30分

会場＝もりんぴあこうづ
対象＝小学生〜中学生
定員＝各100人（先着順）
入場料＝100円
申込方法＝7月27日㈫〜8月1日㈰（7月

30日㈮を除く）午後2時〜4時に、同館
3階にある予約受け付けカウンターで
申し込む。専用ダイヤル（☎080-494 
9-4745）からも申し込めます

※くわしくは同館（☎27-5252、第4月
曜日は休館）へ。

杜のなつやすみおはなしかい
ちょっとこわーい

日時＝8月17日㈫ 午後3時〜3時40分
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝絵本の読み聞かせ、語り
対象＝4歳〜小学生（保護者も可）
定員＝28人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝直接または電話で市立図書館

公津の杜分館（☎27-7100）へ。同館
ホームページ（https://www.library.
city.narita.lg.jp）からも申し込めます

※くわしくは同館へ。

お知らせお知らせ

スポーツ用具の貸し出し
イベントやサークル活動に

　市では、幅広い世代で楽しめるニュー
スポーツなどに使用するスポーツ用具を
貸し出しています。
　貸し出しは無料ですので気軽に利用し
てください。
対象種目＝グラウンドゴルフ、ディスク

ゴルフ、ペタンク、輪投げ、ターゲッ
トバードゴルフ、大縄、ユニカール、
ビーンボウリング、ストラックアウト、
スカットボール、ボッチャ

※申し込みはスポーツ振興課（☎20-15 
84）へ。

ナリタJOBポート
成田空港で雇用相談を

　成田国際空港㈱では、空港関連企業や
周辺企業で働く従業員などへのサポート
を行う雇用相談窓口「ナリタJOBポート」
を開設しました。
　出向や再就職支援など、雇用に関する
相談に応じます。
受付日時＝平日の午前10時〜午後4時
場所＝成田空港第2駐車場ビル（南側）2

階事務室
※曜日によって相談内容が異なります。

くわしくはナリタJOBポート（☎34-6 
502）または同社ホームページ（https: 
//www.naa.jp/jp/recruit/jobpo 
rt.html）へ。

成田市公式SNS
さまざまな情報をお届け

　市では、イベント情報や緊急情報など、
皆さんの役に立つさまざまな情報をSN 
Sで配信しています。
LINE
　市からのお知らせや市内のイベント情
報、緊急情報などを配信しています。情
報を受け取るにはLINEアプリ内の公式ア
カウント検索で「成田市」と検索して友達
追加してください。下の二次元バーコー
ドからも登録できます。
アカウント名＝成田市
LINE ID＝@narita_city
フェイスブック
　市内のイベント情報や取材した地域行
事の様子などを投稿しています。
アカウント名＝成田市役

所広報課-NaritaCity
ユーザー ID＝@naritaci 

ty.koho
インスタグラム
　市内の日常風景や景観、イベントなど
の写真や動画を投稿しています。
アカウント名＝成田市広

報課
ユーザー ID＝@narita_

city
※くわしくは広報課（☎20-1503）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。

募　集募　集

期日＝7月22日（木・祝）〜25日㈰
区間と時間＝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）

表参道の交通規制

ハローワークで仕事をゲット
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うんどう教室
遊具を使って介護予防

　公園にある遊具を使用して足の疲れを
取る運動や、腰痛・転倒・ふらつき予防
などに効果のある運動を行います。また、
教室終了後も参加者でグループを作り継
続的に行ってもらうため、グループを指
導する指導員向けの教室を行います。
期日＝9月13日・27日、10月18日・25

日、11月8日・22日、12月13日の月
曜日（全7回）

時間
◦参加者…午後2時～3時
◦指導員…午後1時～3時
会場＝赤坂公園（雨天時は室内）
内容＝講義、運動実技、体力測定
対象＝市内在住の65歳以上の人
定員と参加費＝30人（先着順）・無料
※申し込みは8月6日㈮までに介護保険

課（☎20-1545）へ。

公立小中学校講師
北総地区内の

　県では、北総地区の小中・義務教育学
校で働く講師を募集しています。
職種＝臨時的任用講師
応募資格＝①小学校または中学校の教員

免許を持つ人②養護教諭免許を持つ人
業務内容＝①学級担任、学習指導や生徒

指導など②保健室の運営や教育相談の
補助など

勤務日時＝月〜金曜日（祝日を除く） 午
前8時〜午後4時30分

応募方法＝県ホームページ（https://w 
ww.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/syo 
kuin/saiyou/koushi/index.html）
にある申請書を郵送またはFAXで千葉
県教育庁北総教育事務所管理課（〒2 
85-0026 佐倉市鏑木仲田町8-1 FA 
X043-486-2919）へ

※成田市内への勤務を希望する人は事前
に学務課（☎20-1581）へ連絡してく
ださい。くわしくは県教育庁北総教育
事務所管理課（☎043-483-1148）へ。

防犯まちづくり推進協議会委員
市内の安全・安心を守る

　防犯まちづくりの推進に必要な助言な
どを行う防犯まちづくり推進協議会委員
を募集します。
応募資格＝市内在住で、10月5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＝2人
任期＝令和3年10月5日〜5年10月4日
選考方法＝書類審査、面接
応募方法＝7月30日㈮（必着）までに、交

通防犯課（市役所2階）または市ホーム
ページ（https://www.city.narita.c 
hiba.jp/anshin/page300500_00 
002.html）にある申込書に必要事項と
応募理由（400字以内）を書いて、直接・
郵送・FAX・Eメールのいずれかで同
課（〒286-8585 花崎町760 FAX24- 
2858 Eメールkotsu@city.narita.chi 
ba.jp）へ。8月11日㈬に面接を行いま
す

※くわしくは同課（☎20-1527）へ。

親子で土偶作り体験教室
印旛郡市文化財センターで

　陶芸用粘土を使って土偶を作ってみま
せんか。作品は焼成せずに持ち帰りとな
ります。
日時＝8月1日㈰・6日㈮ 午前9時〜正午
会場＝印旛郡市文化財センター（佐倉市）
対象＝小学生以下と保護者
定員＝各5組10人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは7月30日㈮までに同センター
（☎043-484-0126）へ。

陸・海・空の自衛官
平和を守るために

応募資格と受付期限
◦自衛官候補生…18〜32歳の人・年間

を通して随時受け付け
◦航空学生…高卒（見込みを含む）で、

21歳未満の人（海上自衛官は23歳未
満の人）・9月9日㈭

◦一般曹候補生…18〜32歳の人・9月
6日㈪

※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎
22-6275）へ。

高等学校等開放講座
知識や技能を身に付けよう

日時＝9月4日・11日・18日、10月2日・
9日の土曜日（全5回） 午後1時〜4時

会場＝成田高校
対象＝市内在住・在勤・在学の20歳以

上の人
申込方法＝7月30日㈮（当日消印有効）

までに往復はがきに住所・氏名（ふり
がな）・年齢・電話番号・希望する講
座名を書いて生涯学習課（〒286-858 
5 花崎町760）へ

漢詩鑑賞と思想研究
内容＝詩経の漢詩を読み解き、教養を深

める
定員＝30人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
初心者パソコン教室
内容＝キーボードの基本操作を学び、

ワードやエクセルで文書を作成する
定員＝10人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円（教材費）
※全講座で別途保険料がかかります。返

信用の宛名も記載してください。くわ
しくは生涯学習課（☎20-1583）へ。

バルーンアート教室
世界チャンピオンによる

日時＝8月21日㈯ 午後1時〜2時、午後
2時30分〜3時30分

会場＝三里塚コミュニティセンター
講師＝バルーンアーティスト大悟さん
対象＝4歳〜小学生（3年生以下は保護者

同伴）
定員＝各10組（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは7月20日㈫〜8月18日㈬

に三里塚コミュニティセンター（☎40-
4880、8月9日を除く月曜日、8月10
日㈫は休館）へ。

作り方を教えてもらおう

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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夏休み工作教室
伝言板付きの貯金箱を作る

日時＝8月28日㈯ 午後1時30分〜3時30
分

会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝くぎやボンドを使ってカット済み

の木材を組み立て、アクリル絵の具で
色を付けて貯金箱を作る

対象＝小学生（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）
持ち物＝汚れてもよい服装、エプロン
※申し込みは7月20日㈫〜8月21日㈯

に三里塚コミュニティセンター（☎40-
4880、8月9日を除く月曜日、8月10
日㈫は休館）へ。

統計グラフコンクール
小学生から大人まで

　統計資料や観察・調査結果などをグラ
フで表した作品を応募しませんか。
応募資格（合作は1作品に5人以内）
◦第1部…小学1・2年生
◦第2部…小学3・4年生
◦第3部…小学5・6年生
◦第4部…中学生
◦第5部…高校生以上
◦パソコン統計グラフの部…小学生以上
課題＝統計に関するものであれば自由
（小学4年生以下は児童が観察した結
果をグラフにしたもの）

規格＝用紙のサイズはB2判で、紙質・
色彩は自由（作品の表面にカバーをし
た物、板や紙などで裏打ちした物は応
募できません）

応募方法＝9月2日㈭午後5時までに、小
中学生は学校を通して、高校生以上は
直接、行政管理課（市役所4階）へ

※応募作品は県統計グラフコンクールに
も出品されます。くわしくは同課（☎
20-1501）へ。

意思疎通支援者養成研修
コミュニケーション方法を学ぶ

期日＝9月12日㈰〜11月28日㈰（全13
回）

会場＝浦安市地域福祉センター
内容＝講義と実習を通して、失語症の人

とのコミュニケーション方法を身に付
ける

定員＝20人（応募者多数は選考）
参加費＝無料
申込方法＝8月27日㈮までに千葉県言

語聴覚士会ホームページ（https://c 
hiba-st.com）から申し込む

※くわしくは千葉県言語聴覚士会（☎
080-7187-2524）へ。

シルバーいきいき作品展
あなたの自信作を

　8月18日㈬〜24日㈫に赤坂ふれあい
センターで開催されるシルバーいきいき
作品展の作品を募集します。あなたの自
信作を応募してみませんか。
対象＝市内在住のおおむね60歳以上の人
出品部門＝書・絵画・写真・手工芸・短

歌・俳句・川柳
規格＝縦100cm×横60cm×高さ160 

cm以内で搬入可能な物。ただし、ガ
ラスの額装・手工芸品は出品できませ
ん（アクリル板は可）

◦書…画仙紙半折までの物
◦絵画…額装またはこれに準じた装丁で、

ひも掛けした物
◦写真…四つ切り以上でパネルまたはこ

れに準じた装丁で、ひも掛けした物
◦短歌・俳句・川柳…短冊に書いた物
応募点数＝1人1点まで
申込書配布場所＝赤坂ふれあいセンター、

高齢者福祉課（市役所議会棟1階）、市
ホームページ（https://www.city.nar 
ita.chiba.jp/kenko_fukushi/page0 
131_00036.html）

応募方法＝8月10日㈫〜16日㈪午前9
時〜午後5時（16日は午後3時まで）に、
申込書と作品を直接、赤坂ふれあいセ
ンターへ

※作品は過去のシルバーいきいき作品展に
出品していない未発表の物に限ります。
くわしくは午前9時〜午後5時に赤坂ふ
れあいセンター（☎26-0236）へ。

児童ふれあい交流事業
親子で楽しく運動遊び

　子どもの運動能力を伸ばすためには、
幼児期からの遊びが大切です。親子で触
れ合いながら体を使った遊びを楽しみま
せんか。幼児のための運動遊びについて
のミニ講義もあります。
日時＝8月5日㈭ ①午前10時〜11時②

午後2時〜3時
会場＝もりんぴあこうづ
講師＝堀内亮輔さん（東京女子体育大学

講師）
対象＝①2〜3歳児と保護者②3歳〜就

学前の子と保護者
定員＝各15人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは公津の杜なかよしひろば
（☎27-7300、第4月曜日は休館）へ。

グラウンド・ゴルフ教室
健康のために始めてみませんか

日時＝9月1日㈬・3日㈮・6日㈪・13日
㈪・16日㈭・22日㈬・24日㈮・27
日㈪、10月4日㈪・12日㈫・15日㈮・
18日㈪・22日㈮・26日㈫（予備日10
月28日㈭）（全14回） 午前9時30分〜11
時30分

会場＝中台運動公園球技場（9月1日は市
体育館）

対象＝市内在住で全回参加できる人
定員＝80人（応募者多数は初心者を優先

に抽選）
参加費＝1,000円（テキスト代など）
申込方法＝8月14日㈯（必着）までに往復

はがきに住所・氏名（ふりがな）・生年
月日・性別・電話番号・経験の有無・
用具の有無を書いて市スポーツ協会事
務局（〒286-0015 中台5-2）へ

※返信用の宛名も記載してください。く
わしくは同事務局（☎33-3811）へ。

打ち方を教わりながら

募　集募　集


