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＊感染症の拡大防止のため、中止または変更になる場合があります。また、マスクを着用するなどの基本的な感染症対策を徹底してください

ら知お せi

関係図書の縦覧
産業廃棄物最終処分場の

　㈱タケエイが計画している産業廃棄物
最終処分場（大室1131ほか）に関する廃
棄物処理施設設置許可申請書と生活環境
影響調査書を次の通り縦覧できます。
縦覧期間＝9月17日㈮〜10月18日㈪
縦覧場所＝環境対策課（市役所5階）、県

廃棄物指導課（県庁本庁舎4階）、印旛
地域振興事務所地域環境保全課（印旛
合同庁舎内・佐倉市）

意見の提出方法＝11月1日㈪（当日消印
有効）までに意見書を直接または郵送
で県廃棄物指導課（〒260-8667 千
葉市中央区市場町1-1）へ

※くわしくは県廃棄物指導課（☎043-2 
23-2697）へ。

個別的労使紛争のあっせん
労働委員会が応じます

　県労働委員会では、労働者と使用者と
の間で生じた解雇・パワハラ・労働条件
の不利益変更などのトラブルについて、
双方の歩み寄りによる円満な解決を目指
す「個別的労使紛争のあっせん」を行って
います。あっせんは無料で、労働者・使
用者どちらからでも申請できます。
※くわしくは県労働委員会事務局（☎04 

3-223-3735）へ。

生活困窮者自立支援金
申請期限を延長

　新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金の申請期限が11月30日㈫

（必着）まで延長されました。すでに支給
決定されている人を除き、対象となる可
能性のある世帯には8月23日に申請期
限延長などのお知らせを郵送しました。
　これまでは要件を満たさなかった人で
も、改めて要件を満たした場合には申請
が可能となります。
支給額（月額）＝単身世帯6万円、2人世

帯8万円、3人以上の世帯10万円
支給期間＝最長3カ月間
※くわしくは社会福祉課（☎20-1536）へ。

交通規制
関東大学女子駅伝大会に伴う

　関東大学女子駅伝対校選手権大会の開
催に伴い、9月26日㈰午前7時30分〜
午後0時30分の間、国道464号線・南
環状線周辺で交通規制が行われます。
　なお、感染症の拡大防止のため、中継
所や沿道での観戦は控えてください。ご
理解とご協力をお願いします。
※くわしくは関東学生陸上競技連盟（☎

03-5411-1488）へ。

選挙人名簿
登録者数が確定

　令和3年9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 ……………52,420人
◦女  ……………53,299人
◦合計…………105,719人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

22-1111 内線3152）へ。

物し催

鉄道の日記念イベント
ミニSLに乗ろう

　蒸気機関車D51の見学会やミニSLの
運行が行われます。また、運行当時の鉄
道グッズや写真の展示、花の苗の配布も
あります。
日時＝10月16日㈯ 午前10時〜午後3

時（雨天時は10月23日㈯）
会場＝栗山公園（花崎町）
※公園には駐車場がないため、公共交通

機関を利用してください。くわしくは
成田SL保存会事務局（公園緑地課・☎
20-1562）へ。

交通安全ポスター展
飲酒運転の根絶を目指して

　秋の全国交通安全運動に合わせて、小
中学生が描いた交通安全ポスターの入賞
作品を展示します。
期間＝9月18日㈯〜30日㈭
会場＝イオンモール成田2階サンマルク

カフェ前
※くわしくは交通防犯課（☎20-1527）へ。

ご当地キャラ成田詣〜そらいち
オンラインで開催

　市観光キャラクターうなりくんをはじ
め、全国のご当地キャラが集合する千葉
県最大級のご当地キャライベントをオン
ライン開催します。
　配信は、うなりくん公式YouTubeチャ
ンネル（https://www.youtube.com/ 
c/unarikunnarita）で行います。
日時＝9月19日㈰ 午前10時〜午後3時
出演＝うなりくん、チーバくん（千葉県）、

きみぴょん（君津市）、たかたのゆめ
ちゃん（岩手県陸前高田市）ほか

※くわしくは観光プロモーション課（☎
20-1540）へ。

最新出土考古資料展
発掘調査の成果を

期間＝令和4年6月24日㈮まで（土・日
曜日、祝日を除く）

時間＝午前9時〜午後5時
会場＝印旛郡市文化財センター（佐倉市）
内容＝水

すい
神
じん

作
さく

遺跡（所）、向山谷津遺跡（佐
倉市）、東海道遺跡、株木第2号墳（印
西市）での出土品などを展示

入場料＝無料
※申し込みは鑑賞を希望する日の前日ま

でに代表者の住所・氏名・電話番号、
人数、希望する日時を印旛郡市文化財
センター（☎043-484-0126）へ。

フランス版画の世界
秋の特別企画展

会場＝もりんぴあこうづ
展示会
期間＝9月26日㈰まで
時間＝午前9時〜午後7時
内容＝17〜20世紀に制作された版画作

品などの展示
ギャラリートーク
日時＝9月19日㈰ 午後2時〜3時30分
内容＝「南仏美術探訪」をテーマに、南フ

ランスの美術館・歴史・画家ゆかりの
場所を紹介する

講師＝酒井清一さん（東北芸術工科大学
教員）

※入場は無料です。鑑賞を希望する人は
当日直接会場へ。くわしくはもりんぴ
あこうづ（☎27-5252）へ。
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健康ウォーキング大会
秋の風を感じながら

日時＝10月23日㈯ 午前8時30分から
（雨天決行）

集合場所＝ボンベルタ成田2階アネック
ス館前

コース＝11㎞コース（大谷津・松崎方面）
参加費＝200円（保険料など。中学生以

下は無料）
持ち物＝筆記用具、昼食、飲み物、雨具
※申し込みは10月15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。

歌子さんのはじめてのコンサート
最高の子守歌〜歌で愛を伝えよう

　歌手として活動している歌子さんによ
る参加型コンサートを開催します。
日時＝10月14日㈭ 午前10時30分〜

11時15分
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝0〜2歳児と保護者
定員と参加費＝12組（先着順）・無料
※申し込みは9月22日㈬から三里塚な

かよしひろば（☎37-3922、月曜日は
休館）へ。

子どものための養育費相談会
法律の専門家が電話で対応

　千葉司法書士会・千葉青年司法書士協
議会では、養育費に関する電話相談会を
開催します。養育費に関することで悩ん
でいる人は、相談してください。秘密は
厳守します。
日時＝9月25日㈯ 午前10時〜午後4時
相談料＝無料
※相談を希望する人は当日、全国統一フ

リーダイヤル（10120-567-301）へ。
くわしくは千葉青年司法書士協議会・
小屋さん（☎04-7137-7486）へ。

市体育館のイベント
体を動かして健康に

　体操やヨガなどで運動不足を解消しま
せんか。
会場＝市体育館
対象＝16歳以上の人
定員＝各25人（先着順）
参加費（1回当たり）＝市内在住・在勤・

在学の人500円、そのほかの人600円
（保険料など）

申込方法＝10月4日㈪午前9時から市ス
ポーツ・みどり振興財団のオンライン
予約システム（https:// 
www4.revn.jp/park- 
narita）または右の二次
元バーコードから申し
込む

ピラティス教室
日時＝11月2日㈫・4日㈭・9日㈫・16日

㈫・18日㈭・30日㈫ 午後2時〜3時
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝11月4日㈭・11日㈭・18日㈭・

25日㈭ 午前10時〜11時
健康増進フィットネス体操
日時＝11月4日㈭・8日㈪・15日㈪ ・18日

㈭・29日㈪ 午前10時〜11時（8日・15
日・29日は午後1時30分〜2時30分）

ナイト・ヨガ
日時＝11月4日㈭・8日㈪・22日㈪ 午

後7時〜8時
モーニング・ヨガ
日時＝11月8日㈪・15日㈪・22日㈪・

29日㈪ 午前9時30分〜10時30分
健康リズム体操
日時＝11月10日㈬・24日㈬ 午後1時30

分〜2時30分
筋膜リリース
日時＝11月10日㈬・24日㈬ 午後7時〜

8時30分
骨盤体操
日時＝11月11日㈭・25日㈭ 午後2時〜3時
ヨガ教室
日時＝11月12日㈮・17日㈬・26日㈮ 

午後1時30分〜2時30分、午後3時〜
4時（同日に両方への参加はできませ
ん。17日は午前10時〜11時）

ランタン・ヨガ
日時＝11月18日㈭ 午後7時〜8時
※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

一般事務員
保健福祉館で

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝3人程度
業務内容＝窓口対応、データ入力など
勤務期間＝11月1日〜1月31日
勤務日時＝週2・3日程度（土・日曜日、

祝日を除く） 午前9時〜午後4時
時給＝960円〜990円（金額は職務経験

年数に応じて決定）
応募方法＝9月30日㈭（必着）までに写真

を貼った履歴書を直接または郵送で健
康増進課（保健福祉館内 〒286-0017 
赤坂1-3-1）へ。後日、面接日を通知
します

※くわしくは同課（☎27-1111）へ。

大栄B&G海洋センターのイベント
運動不足の解消に

会場＝大栄B&G海洋センター
対象＝16歳以上の人
定員＝各25人（先着順）
参加費（1回当たり）＝市内在住・在勤・

在学の人500円、そのほかの人600円
（保険料など）

ヨガ教室
日時＝11月10日㈬ 午前10時30分〜

11時30分
健康コンディショニング教室
日時＝11月12日㈮・26日㈮ 午前10時

〜11時30分
※申し込みは大栄B&G海洋センター（☎

73-5110、9月20日を除く月曜日、9
月21日㈫は休館）へ。

アンガーマネジメント講座
子育てに役立つ

日時＝10月4日㈪ 午前10時〜11時30
分

会場＝市役所6階大会議室
内容＝子育て中のイライラや怒りなどの

感情と向き合うヒントを学ぶ
講師＝星野伸明さん（心理カウンセラー）
対象＝市内在住で高校生以下の子を持つ

保護者
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは9月30日㈭までに子育て

支援課（☎20-1538）へ。

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

伝 言 板

募 集

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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赤ちゃんがきた!講座
親子の絆づくりプログラム

日時＝9月21日㈫・28日㈫、10月5日
㈫・12日㈫（全4回） 午前10時〜正午

会場＝もりんぴあこうづ
内容＝親子の触れ合いを通して子育てに

必要な知識を学ぶ
対象＝市内在住で令和3年4〜7月生ま

れの第1子と母親
定員＝10組（先着順）
参加費＝1,100円（テキスト代）
申込方法＝電話またはEメールで住所・

親子の氏名（ふりがな）・子どもの生年
月日・電話番号を公津の杜なかよしひ
ろば（☎27-7300 Eメールkozunak 
ayoshi@yahoo.co.jp）へ

※くわしくは公津の杜なかよしひろば
（第4月曜日は休館）へ。

尿ケア体操教室
シニア教養講座

日時＝10月25日、11月8日・22日、12
月13日、1月24日、2月28日、3月14
日の月曜日（全7回） 午後1時30分〜2
時30分

会場＝赤坂ふれあいセンター
対象＝市内在住の60歳以上の女性
定員＝30人（応募者多数は初めての人を

優先に抽選）
参加費＝無料（教材費は実費）
申込方法＝9月30日㈭（必着）までに往

復はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号・教室名を書いて赤坂ふれあいセン
ター（〒286-0017 赤坂2-1-14 ボン
ベルタ成田アネックス館B棟2階）へ

※返信用の宛名も記載してください。く
わしくは同センター（☎26-0236）へ。

初級・中級英会話講座
レベルに合わせて学ぼう

日時＝10月12日・26日、11月9日・30
日、12月14日・28日、1月11日・25
日、2月8日・22日の火曜日（全10回） 
午後6時15分〜7時45分

会場＝男女共同参画センター
定員＝初級5人、中級10人（先着順）
参加費＝初級1万2,220円、中級1万2, 

420円（教材費など。国際交流協会の
会員でない人は別途入会金1,000円

（学生500円））
申込方法＝10月1日㈮までに住所・氏

名・電話番号・希望する講座名を電話
またはEメールで成田市国際交流協会
事務局（☎23-3231 Eメールnifs@ng 
y.3web.ne.jp）へ

※くわしくは同協会事務局へ。

　8月30日から、本市と㈱カスミが締結した「買い物支援と地域の見守り
活動推進に関する協定」に基づく移動スーパーの運行を開始しました。買
い物で困っている人だけでなく、近隣住民との会話のきっかけや地域のつ
ながりの場としても利用してください。

移動スーパーの運行開始
買い物支援事業

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
囲護台1254-2内
午前10時10分〜

生活クラブ風の村なりた
午前10時10分〜

ケアハウスサンエンゼルコート
午前10時25分〜

囲護台1254-2内
午前10時10分〜

ネクスト名木小
午前10時35分〜

囲護台2-3-1内
午前10時30分〜

美郷台3-8-1ウイズ・ワン成田
午前10時45分〜

村田ふれあいの家
午前11時10分〜

囲護台2-3-1内
午前10時30分〜

名木931内
午前11時〜

新山集会所駐車場
午前10時55分〜

郷部144-1片山壮駐車場
午前11時15分〜

堀籠703-1やすらぎの家
午前11時35分〜

新山集会所駐車場
午前10時55分〜

新川共同利用施設
午前11時35分〜

加良部3-17-1内
午前11時15分〜

中台6丁目集会所駐車場
午前11時40分〜

サンコーポ加良部住宅管理組合前
午後2時5分〜

加良部3-17-1内
午前11時15分〜

郷部66-3内
午後2時10分〜

吾妻北第1住宅管理組合前
午前11時40分〜

成田第一分譲住宅団地内
正午〜

南平台1143-59金子様宅駐車場
午後2時30分〜

吾妻北第1住宅管理組合前
午前11時40分〜

本町590さわやかリビング成田
午後2時40分〜

大袋464内
午後1時50分〜

セントラル観光営業所
午後2時15分〜

囲護台1-10-1 3区集会所
午後2時55分〜

大袋464内
午後1時50分〜

不動ヶ岡1918丸菱工業駐車場
午後3時10分〜

江弁須364-8横空地
午後2時20分〜

三里塚248内
午後2時45分〜

新町デイサービスセンター玲光苑
午後3時15分〜

江弁須364-8横空地
午後2時20分〜

不動ヶ岡中弘区集会所前
午後3時30分〜

橋賀台1-29西側プレイロット
午後2時40分〜

園芸デイサービスくめ
午後3時20分〜

囲護台1385-1内
午後3時35分〜

橋賀台1-29西側プレイロット
午後2時40分〜

橋賀台2-26ポンプ場横緑地
午後3時〜

千葉信用金庫成田支店
午後3時50分〜

橋賀台2-26ポンプ場横緑地
午後3時〜
中島医院駐車場
午後3時30分〜

運行スケジュール

◦市内全域…成田市社会福祉協議会（☎27-7755） ◦成田・中郷地区…西部南地域包括支援センター（☎23-7151） ◦公
津地区（はなのき台を除く）…西部西地域包括支援センター（☎36-4981） ◦豊住・八生・ニュータウン・はなのき台地
区…西部北地域包括支援センター（☎29-5005） ◦遠山地区…南部地域包括支援センター（☎35-6081） ◦久住・下総・
大栄地区…配置準備中のため、成田市社会福祉協議会へ

※�運行スケジュールの時間は交通事情などにより変更になる場合があります。くわしく
は以下の各地区を担当する生活支援コーディネーターへ相談してください。

販売車が巡回します
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伝 言 板
環境審議会委員
あなたの意見を

　市では、市民の皆さんの意見を市政に
反映させるため、環境審議会の委員を募
集しています。
応募資格＝市内在住で、11月1日時点

で20〜74歳の人（ほかの審議会など
の委員、国・地方公共団体の議員・常
勤職員は除く）

募集人員＝4人
活動内容＝環境の保全や廃棄物の減量、

資源化などに関する内容の審議
任期＝令和3年11月1日〜5年10月31

日
開催回数＝年4回程度（平日）
選考方法＝書類審査（選考結果は応募者

全員に書面で通知）
応募方法＝10月8日㈮（当日消印有効）

までに、環境計画課（市役所5階）また
は市ホームページ（https://www.cit 
y.narita.chiba.jp/boshu/page01 
26_00001.html）にある申込書と作
文を直接・郵送・FAX・Eメールのい
ずれかで同課（〒286-8585 花崎町
760 FAX22-4449 Eメールkankei 
@city.narita.chiba.jp）へ。ちば電子
申請サービスでも申し込めます

作文のテーマ＝自然の保護、二酸化炭素
などの温室効果ガスの削減、ごみの減
量・リサイクルなどについて（800字
程度）

※くわしくは環境計画課（☎20-1533）へ。

オイルワンドスコープをつくろう
手作りの万華鏡

　オイルワンドスコープは試験管型の
ケースにスパンコール、ビーズ、オイル
を入れて作る万華鏡です。自分だけの作
品を作ってみませんか。
日時＝10月9日㈯ 午前9時30分〜10時

30分、午前11時20分〜午後0時20分
会場＝子ども館
対象＝小学生
定員＝各10人（初めての人を優先に先着

順）
参加費＝300円（材料費）
※申し込みは9月18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。

養護補助員・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＝10月1日〜3月31日
勤務場所＝大栄幼稚園
応募方法＝9月24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＝次のいずれかの資格または実

務経験がある人（学生不可）
◦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

◦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

募集人員＝2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。

印旛沼クリーンハイキング
楽しみながら沼をきれいに

　当日は市役所（午前8時10分）発、赤
坂1丁目バス停前（午前8時30分）経由の
送迎バスを運行します。
　会場の駐車場は混雑するため、車で来
場する場合は乗り合わせにご協力をお願
いします。
日時＝10月2日㈯ 午前9時〜正午（雨天

時は中止）
会場＝甚兵衛公園（北須賀）
内容＝ごみを拾いながらのハイキング、

クイズ大会、金魚すくい、バルーンアー
トなど

参加費＝無料
持ち物＝作業用手袋、飲み物、参加者の

住所・氏名・電話番号を書いたメモ用
紙（受付で提出）

※参加を希望する人は当日直接会場また
は送迎バス乗り場へ。中学生以下は保
護者同伴で来てください。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。

展覧会の監視員
文化芸術センターで

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝8人程度
業務内容＝展覧会の受け付け・監視業務

など
勤務期間＝10月30日〜1月16日
勤務日時＝週1〜3日程度（月曜日を除く） 

午前10時〜午後5時
勤務場所＝文化芸術センター
時給＝960円〜990円（金額は職務経験

年数に応じて決定）
応募方法＝9月25日㈯（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
同センター事務室（スカイタウン成田4
階 〒286-0033 花崎町828-11）へ。
10月1日㈮に面接を行います

※くわしくは同センター（☎20-1133、9
月20日を除く月曜日、9月21日㈫は休
館）へ。

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

広報なりた 2021.9.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です13
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