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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

ハロートレーニング
就職やスキルアップのために

　ハロートレーニング（公的職業訓練）
は、希望する仕事に就くために必要な知
識や技術を習得することができる制度で
す。
　訓練コースは、事務・IT・製造・介護・
デザイン・システム開発など多種多様な
分野があります。
　一定の条件を満たす人には、受講中の
生活費などが支給される制度があります。
受講料＝無料（在職者・学卒者向けコー

スは有料。教材費などは別途）
※くわしくはハローワーク成田駅前庁舎
（☎89-1700）または千葉労働局ホー
ムページ（https://jsite.mhlw.go.jp 
/chiba-roudoukyoku）へ。

物し催

下総歴史民俗資料館企画展
発見から半世紀〜大和田玉作遺跡群

日時＝12月7日㈫〜1月16日㈰ 午前9
時〜午後4時30分
会場＝下総歴史民俗資料館
内容＝大和田玉作遺跡群（大和田地先）か

ら出土した、市指定文化財である資料
や写真などの展示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは下総歴史民俗資料館（☎96-
0080、月曜日は休館）へ。

青少年劇場
親子で楽しめる

日時＝12月12日㈰ 午後3時から
会場＝国際文化会館
公演作品＝ジャムと食パン、ときどき

ピーナッツバタークリーム
出演＝劇団いいのか…?
入場料（全席自由）＝1,000円（小学生以

下は無料）
入場券販売場所＝国際文化会館、チケッ

トぴあ
※小学生以下も事前に入場券の申し込み
が必要です。くわしくは㈱オフィス亜
都夢（☎03-6804-1755）へ。

西村由紀江ピアノコンサート
美しく切ないメロディを

　国内外で活躍するピアニスト・西
にし

村
むら

由
ゆ

紀
き

江
え

さんによるコンサートです。
日時＝1月22日㈯ 午後2時から
会場＝スカイタウンホール
定員＝278人（先着順）
入場料（全席指定）＝3,000円（高校生以

下は1,500円）
申込方法＝11月25日㈭から直接または

電話で文化芸術センター事務室（スカ
イタウン成田4階・☎20-1133）へ。
電話で申し込む場合は席を選ぶことは
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。

クリスマスミュージックフェスタ
心躍る音楽に包まれて

　ピアニストの實
じつ

川
かわ

飛
あ す か

鳥さんと市内の小
中学生によるコンサートを開催します。
　心躍る音楽を聴いて、クリスマスの雰
囲気を楽しみませんか。
日時＝12月18日㈯ 午後2時〜4時
会場＝もりんぴあこうづ
定員＝70人（先着順）
入場料（全席自由）＝1,000円
入場券販売場所＝もりんぴあこうづ
※くわしくは同館（☎27-5252、第4月曜

日は休館）へ。

スカイタウンコンサート
クインテットの鮮やかな演奏を

　市内出身でトロンボーン奏者の湯
ゆ

浅
あさ

佳
か

代
よ

子
こ

さんとピアノ・サックス・ベース・
ドラム奏者のクインテットによる、軽快
な演奏を楽しみませんか。
日時＝1月15日㈯ 午後5時から
会場＝スカイタウンホール
定員＝271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＝11月18日㈭から直接または

電話で文化芸術センター事務室（スカ
イタウン成田4階・☎20-1133）へ。
電話で申し込む場合は席を選ぶことは
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。

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＝2月20日㈰
受付期間＝12月10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。

ら知お せi

法律・税金・登記総合相談
専門家が応じます

　日常生活におけるさまざまな問題につ
いて、それぞれの分野の専門家である弁
護士、税理士、土地家屋調査士、司法書
士が無料で相談に応じます。
日時＝12月4日㈯ 午前10時〜午後4時
（受け付けは午前9時30分〜午後3時）
会場＝ミレニアムセンター佐倉
※相談を希望する人は当日直接会場へ。
くわしくは千葉県土地家屋調査士会印
旛支部・木

き
村
むら
さん（☎043-235-8632）

へ。

環境美化運動
美しいまちをわたしたちの手で

　12月5日㈰を中心に、区や自治会、事
業所などの協力を得て環境美化運動が実
施されます。この運動では、各地区の道
路や公園などに捨てられた瓶・缶などの
ごみ拾いを行います。
　個人で環境美化運動に参加する場合
は、事前にクリーン推進課（☎20-1530）
へ連絡してください。
※くわしくは同課へ。

緑道は歩行者と自転
車の専用道路です。
バイクの乗り入れは
禁止されています。
絶対にやめましょう。

緑道は
バイク
禁止
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消費者講座
キャッシュレス決済を学ぶ

日時＝12月20日㈪ 午後1時30分〜3時
30分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝キャッシュレス決済について、特

徴や注意点、利用方法などの基礎知識
を学ぶ
講師＝宮

みや
下
した

直
なお

也
や

さん（消費者力開発協会
金融システムアドバイザー）
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。

ユニセフ・ラブウォーク IN 房総のむら
参加費は全額募金

日時＝11月23日（火・祝）（雨天決行） 午
前9時から（受け付けは午前10時30分
まで）
集合場所＝ドラムの里（栄町）
コース＝白鳳の道コース、坂田ヶ池ぐるっ

とコース
内容＝ユニセフについてのクイズなどを

楽しみながら約4㎞のコースを歩く、
お楽しみ抽選会
定員＝150人（先着順）
参加費＝中学生以上500円、4歳〜小学

生200円
申込方法＝電話またはFAXで参加者全

員の氏名・年齢、代表者の住所・電話
番号、参加希望コースを千葉県ユニセ
フ協会（☎043-226-3171 FAX043-
226-3172）へ。同協会ホームページ

（https://www.unicef-chiba.jp）か
らも申し込めます

※くわしくは同協会へ。

大人のためのおはなし会
物語の世界で楽しいひとときを

日時＝12月9日㈭ 午前10時30分〜正
午
会場＝市立図書館本館
内容＝「ねずみ経」「ボタンインコ」など
対象＝16歳以上の人
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝11月16日㈫から直接または

電話で市立図書館（☎27-2000）へ。同
館ホームページ（https://www.libra 
ry.city.narita.lg.jp）からも申し込めま
す

※くわしくは同館（月曜日は休館）へ。

杜のふゆのおはなしかい
クリスマスを楽しもう

日時＝12月23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＝11月16日㈫から直接または

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（月曜日は休館）へ。

自然観察会
坂田ヶ池で冬鳥を見つけよう

日時＝12月19日㈰（雨天決行） 午前9時
30分〜正午
会場＝坂田ヶ池総合公園
対象＝市内在住・在勤・在学の人（小学

生以下は保護者同伴）
定員＝30人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝12月3日㈮（当日消印有効）ま

でに、はがき・FAX・Eメールのいず
れかで参加者全員の住所・氏名・年
齢・性別・電話番号を、なりた環境ネッ
トワーク事務局（〒286-8585 花崎
町760 FAX22-4449 Eメールkank 
ei@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同事務局（環境計画課・☎
20-1533）へ。

クリスマスリース作り教室
部屋に華やかな装飾を

　ドライフラワーを使ってクリスマス
リースを作ります。簡単に作れるので気
軽に参加してみませんか。
日時＝12月8日㈬ 午後2時〜4時
会場＝加良部公民館
対象＝市内在住・在勤・在学の18歳以

上の人
定員＝12人（応募者多数は初めての人を

優先に抽選）
参加費＝1,800円（材料費）
持ち物＝はさみ、ペンチ
申込方法＝11月25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）・年齢・電話番号・教室名を
加良部公民館（〒286-0036 加良部
3-4-1 Eメールkominkan@city.nari 
ta.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎28-7961、月曜日・
祝日は休館）へ。

保安講習
危険物取扱者のための

対象＝甲種・乙種・丙種いずれかの危険
物取扱者免状を持っていて、製造所な
どで危険物取扱作業に従事している人

（従事していない人も任意で受講可）
受講料＝4,700円（県収入証紙代）
申込方法＝11月29日㈪〜12月3日㈮に

直接、予防課（市役所地下1階）へ
千葉市文化センター
講習区分と日時
◦給油取扱所従事者…1月20日㈭ 午前

9時45分〜午後0時45分
◦給油取扱所、石油コンビナート以外の

従事者…1月20日㈭・26日㈬、2月8
日㈫ 午前9時45分〜午後0時45分

（20日は午後1時40分〜4時40分）
◦石油コンビナート従事者…1月26日

㈬、2月8日㈫ 午後1時40分〜4時40
分
市原市市民会館
講習区分と日時
◦給油取扱所従事者…1月31日㈪ 午前

9時45分〜午後0時45分
◦石油コンビナート従事者…1月31日

㈪ 午後1時40分〜4時40分
※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

M e s s a g e B o a r d
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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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＊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

獅子舞をつくろう
身近な物で正月を祝う

日時＝12月12日㈰ 午前10時〜11時30
分
会場＝子ども館
内容＝ティッシュの空き箱を使って獅子

舞を作る
対象＝小学生
定員＝20人（先着順）
参加費＝200円（材料費）
※申し込みは11月27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。

クリスマステーブルリース作り
フラワーアレンジメント体験を

日時＝12月16日㈭ 午後1時30分〜4時
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝生花を使って置き型のクリスマス

リースを作る
対象＝18歳以上の人
定員＝8人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費）
持ち物＝生け花用のはさみ
※申し込みは11月18日㈭から三里塚コ

ミュニティセンター（☎40-4880、月
曜日は休館）へ。

ウォークラリー大会
チームで問題を解きながら

日時＝11月27日㈯ 午前9時から
集合場所＝吾妻小学校
コース＝古

いにしえ
をたどるコース（約5㎞）

対象＝市内在住・在勤・在学の小学生以
上で構成された2〜5人のチーム
定員＝30チーム（先着順）
参加費（1人当たり）＝小中学生300円、高

校生以上500円（保険料・賞品代など）
※申し込みは11月24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。

学校などで働きませんか
応�募方法＝封筒に職種を書き、履歴書に写真（6カ月以内に撮影した物）を貼って直接または郵送で各応募先へ
職種（募集人員）
勤務場所 応募資格 業務内容 勤務条件 応募期間

応募・問い合わせ先など

①外国人英語講師
（45人程度）
市立小中・義務教育
学校

標準的な英語を話し、
日本語をある程度話す
ことができる人

学級担任や英語担当教師
と共に英語を教える。教
材・教具の作成など

勤務期間＝4月1日〜3月31日
勤務日時
①…週3〜5日（土・日曜日、祝日を

除く。長期休業期間は1〜5日程
度の勤務あり） 午前8時30分〜午
後4時15分

②…週2〜3日（土・日曜日、祝日、長
期休業期間を除く） 午前8時30分
〜午後0時30分
時給
①…2,330円（社会・雇用保険加入、

期末手当あり）＊
②…1,170円〜1,220円＊

◦12月23日㈭（必着）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦教育指導課（市役所5階 〒286-85 
85 花崎町760）・☎20-1582

　面接は、①は1月20日㈭または21
日㈮、②は1月28日㈮

※①は在留カード・パスポート・日本
の運転免許証（持っている人）のコ
ピーも添付

②日本語教育補助員
（20人程度）
市立小中・義務教育
学校

スペイン語・フィリピン
語・中国語・韓国語・
モンゴル語・シンハラ
語・タイ語のいずれ
かで意思疎通ができ、
通訳・翻訳ができる人

スペイン語・フィリピン語・
中国語・韓国語・モンゴ
ル語・シンハラ語・タイ語
を母語とする児童・生徒
への日本語指導の実施、
学校からの通知文の翻訳、
保護者会・面談での翻訳
など

③学校図書館司書
（25人程度）
市立小中・義務教育
学校

司書または司書教諭の
資格を持ち、パソコン
操作ができる人

学校図書の選定・管理、学
校図書館の環境整備、読
書指導の補助など

勤務期間＝4月1日〜3月31日
勤務日時
③…週3〜5日（土・日曜日、祝日を

除く。長期休業期間は6日程度の
勤務あり） 午前8時〜午後4時15
分のシフト制

④⑤…週5日（土・日曜日、祝日を
除く。長期休業期間は5日程度の
勤務あり） 午前8時〜午後3時45分

時給
③④…1,170円〜1,220円（社会・雇

用保険加入、期末手当あり）＊
⑤…1,440円〜1,470円（社会・雇用

保険加入、期末手当あり）＊

◦12月23日㈭（必着）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦教育センター（〒286-0033 花崎町
143-6）・☎20-2922

　面接は、③は1月25日㈫または26日
㈬、④は1月31日㈪または2月2日㈬、
⑤は2月3日㈭

※③は図書館司書証明となる物のコ
ピーも添付。⑤は教員免許状のコ
ピー、更新確認書（更新済みの人）も
添付

④養護補助員
（40人程度）
市立小中・義務教育
学校

障がいのある児童・生
徒の支援に誠意を持っ
て取り組める人

特別支援学級などに在籍
する障がいのある児童・
生徒への支援

⑤特別支援教育支援
員

（20人程度）
市立小中・義務教育
学校

教員免許を持ち、発達
障がいなどのある児童・
生徒の支援の知識・経
験がある人

通常の学級に在籍する発
達障がいなどのある児童・
生徒への支援

⑥教育支援センター
指導員

（8人程度）
ふれあいるーむ21

不登校児童・生徒の学
校復帰のための支援に
誠意を持って取り組め
る人

不登校児童・生徒への適
応指導、保護者の相談、
学校との連絡調整などの
学校復帰の支援

勤務期間＝4月1日〜3月31日
勤務日時＝水曜日を含む週3日（土・

日曜日、祝日を除く。長期休業期
間は数日の勤務あり） 午前9時〜
午後4時45分

時給＝1,170円〜1,220円（社会・雇
用保険加入、期末手当あり）＊

◦12月23日㈭（必着）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦教育支援センター（〒286-0033 花
崎町143-6）・☎20-1414

　面接は2月4日㈮

＊11月5日時点での予定額。金額は職務経験年数に応じて決定
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M e s s a g e B o a r d

伝 言 板
市体育館のイベント
体を動かして健康に

　ヨガや体操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＝12月6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://www 
4.revn.jp/park-narit 
a）から申し込む
認知症予防＆アルファエクササイズ
日時＝1月6日㈭・13日㈭・27日㈭ 午前

10時〜11時
健康増進フィットネス体操
日時＝1月6日㈭・20日㈭・24日㈪・31

日㈪ 午前10時〜11時（24日・31日
は午後1時30分〜2時30分）
ピラティス教室
日時＝1月6日㈭・18日㈫・20日㈭ 午後

2時〜3時
中台ナイト・ヨガ
日時＝1月6日㈭・24日㈪ 午後7時〜8

時
ヨガ教室
日時＝1月7日㈮・14日㈮・19日㈬・21

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。19日は午前10時〜11時の
み）
健康リズム体操
日時＝1月12日㈬・26日㈬ 午後1時30

分〜2時30分
筋膜リリース
日時＝1月12日㈬・26日㈬ 午後7時〜

8時30分
骨盤体操
日時＝1月13日㈭ 午後2時〜3時
ランタン・ヨガ
日時＝1月20日㈭ 午後7時〜8時
モーニング・ヨガ
日時＝1月24日㈪・31日㈪ 午前9時30

分〜10時30分
※くわしくは市体育館（☎26-7251）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

　経験を生かし、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＝12月1日〜3月31日
勤務場所＝大栄幼稚園
応募方法＝11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＝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）
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。

大栄B&G海洋センターのイベント
運動不足の解消に

健康コンディショニング教室
日時＝1月14日㈮・28日㈮ 午前10時〜

11時30分
会場＝大栄B&G海洋センター
対象＝16歳以上の人
定員＝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）

※申し込みは11月16日㈫午前9時から
大栄B＆G海洋センター（☎73-5110、
月曜日は休館）へ。

フレンドリー大会
9人制バレーボールを楽しもう

日時＝12月17日㈮ 午前9時〜午後3時
会場＝市体育館
対象＝市内・近隣市町村在住の20歳以

上の女性
参加費（1人当たり）＝300円（保険料・

賞品代など）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、タ

オル、昼食、飲み物
※個人でも参加できます。申し込みは11

月30日㈫までに市家庭婦人バレーボー
ル連盟・竹

たけ
畑
はた

さん（☎090-8596-229 
8）へ。

甲種防火管理再講習
万が一の備えに

日時＝2月10日㈭ 午後1時〜4時10分
会場＝国際文化会館
定員＝85人（先着順）
受講料＝7,000円（テキスト代を含む）
申込方法＝12月15日㈬〜22日㈬に、

日本防火・防災協会ホームページ（htt 
ps://www.n-bouka.or.jp）、予防課

（市役所地下1階）、各消防署にある申
込書をFAXで同協会（FAX03-6274-
6977）へ。同協会ホームページから
も申し込めます

※くわしくは予防課（☎20-1591）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
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