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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。

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。

物し催

成田の梅まつり
早春の香りに誘われて

日時＝2月19日㈯〜3月6日㈰の土・日
曜日 午前10時〜午後3時

会場＝成田山公園
内容＝投句コンテスト、津軽三味線・箏

こと

などの演奏、氷の彫刻展（2月27日㈰）
入場料＝無料
※くわしくは成田市観光協会（☎22-21 

02）へ。

市内の節分行事
一年の福を願って

期日＝2月3日㈭
成田山節分会
時間＝午前11時、午後1時30分、午後

4時
内容＝国土安穏、万民豊楽、転禍為福、

疫病退散を祈念する年男などによる特
別追

つい
儺
な

豆まき式（詳細は成田山ホーム
ページ（https://www.naritasan.or. 
jp）で確認してください）

龍正院節分会
時間＝午前11時
内容＝護摩、豆まき
※くわしくは観光プロモーション課（☎

20-1540）へ。

若い芽のコンサート
優雅なひとときを

　若手アーティストによるピアノ・フ
ルート・バイオリンの演奏やソプラノ独
唱などのクラシックコンサートを開催し
ます。
日時＝2月20日㈰ 午後2時〜4時
会場＝国際文化会館
入場料（全席自由）＝700円（会館友の会

会員は600円）
入場券販売場所＝国際文化会館、同館オ

ンラインチケットサービス（https://
ticket.kxdfs.co.jp/kpb-s/showL 
ist）、ヨネダカメラ店

※未就学児は入場できません。くわしく
は同館（☎23-1331、月曜日、祝日の
翌日は休館）へ。

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。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/page096100.
html）に掲載しています。くわしくは空港
対策課（☎20-1521）へ。

令和3年12月分（単位：デシベル）
測定局  Lden

竜台 52.7

北羽鳥 55.5

北羽鳥北部 54.6

長沼 55.4

押畑 49.8

下金山 51.0

馬場 53.7

遠山小 56.8

本三里塚 58.9

三里塚小 59.3

御料牧場
記念館 55.6

三里塚
グラウンド 61.6

本城 56.5

南三里塚 57.5

測定局  Lden

磯部 56.7

水掛 55.9

荒海 59.6

荒海橋本 60.4

飯岡 57.8

久住小 56.4

芦田（NAA）55.7

芦田 60.3

大生 58.3

赤荻 58.3

西和泉 62.4

東和泉 57.3

野毛平 58.7

野毛平
工業団地 58.3

堀之内 55.9

測定局  Lden

猿山 50.2

滑川 55.2

新川 55.6

西大須賀 57.8

四谷 57.2

高倉 60.4

幡谷 56.4

内宿 54.5

土室（県） 63.2

土室（NAA）56.3

成毛 56.7

大室 58.1

大室（NAA）58.1

新田（NAA）52.8

新田 56.2

本館・公津の杜分館は火〜金曜日は午
前9時30分〜午後7時（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。

今 月の休館日＝7日㈪・14日㈪・21日㈪・
25日㈮（館内整理日）・28日㈪

※ 11日（金・祝）・23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）。

図書館

会場＝市立図書館本館
◦2月19日㈯＝「ダンスウィズミー」
　2019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。

映画会

航空機騒音測定結果
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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＝2月10日㈭〜13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＝2月15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。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15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）へ。

児童ふれあい交流事業
子どもの遊びと発達の話

日時＝3月4日㈮ 午前10時〜午後1時
会場＝中央公民館
内容＝子どもの発達についての講演会、

体を使った遊び、座談会など
講師＝茂

も
木
ぎ

厚
あつ

子
こ

さん（自閉症スペクトラ
ム支援士）

対象＝①市内在住の未就学児と保護者②
日常的に子どもに関わる人

定員＝①25組②5人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝2月28日㈪までにEメールで

住所・電話番号・メールアドレス・参
加者全員の氏名・子どもの年齢を成田
おむすびプレイパーク（Eメールnarit 
aomusubi2012@gmail.com）へ。申
し込み専用フォーム（h 
ttps://forms.gle/5Q 
c6QcJ4kA1ptYXW 
A）からも申し込めます

※くわしくは成田おむすびプレイパー
ク・城

じょう
さん（☎090-5160-9080）へ。

0・1歳のおはなしかい
えほんとあそぼう

　親子で参加して、わらべうたを楽しみ
ませんか。図書館司書による絵本の紹介
もあります。
日時＝2月18日㈮ 午前11時〜11時30

分
会場＝市立図書館本館
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）
参加費＝無料
持ち物＝薄手のハンカチ
申込方法＝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.library.city.narita.
lg.jp）からも申し込めます

※くわしくは同館へ。

ら知お せi

ウッドチップの無料配布
伐採した樹木を活用して

　公園の伐採樹木や剪
せん

定
てい

した枝・葉など
を破砕したウッドチップを無料で配布し
ます。
配布場所＝大谷津運動公園野球場
対象＝市内在住の人
定員＝50人（先着順）
配布量（1人当たり）＝2袋
※申し込みは2月2日㈬から市体育館（☎

26-7251）へ。配布日時などの詳細は
個別にお知らせします。

スマートフォン用アプリ
広報なりたが読める

　市では、広報なりたを多くの皆さんに
提供できるよう、スマートフォン用無料
アプリ「マチイロ」で配信しています。こ
のアプリをダウンロードして登録する
と、毎月1日・15日の発行日にお知ら
せが届き、広報紙を読むことができます。
　右の二次元バーコード
からマチイロのホーム
ページ（https://machii 
ro.town）にアクセスし、
ダウンロードしてください。
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

市議会定例会
2月18日に開会

　定例会の日程や内容は、市ホームペー
ジ（https://www.city.narita.chiba.
jp/gikai/index.html）などで確認して
ください。
　請願・陳情は、2月10日㈭午後5時ま
でに議会事務局（市役所議会棟2階）へ提
出してください。
※くわしくは同事務局（☎20-1570）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://r 
adio-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。

なりた知っ得情報
ケーブルテレビで配信

　成田ケーブルテレビ（111チャンネ
ル）で、市の広報番組「なりた知っ得情報」
を放送しています。
　生活に役立つ情報をお届けする「特集」
と市政情報や市内のイベント情報をお知
らせする「トピックス」で構成される15
分番組です。
放送時間＝午後0時30分、午後5時30

分、午後8時30分
※成田ケーブルテレビは大栄地区の一部

では視聴できませんので注意してくだ
さい。くわしくは広報課（☎20-1503）
へ。
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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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市役所などで働きませんか

市議会と高校生との意見交換会
議員と語ろう

日時＝3月29日㈫ 午後2時〜4時
会場＝市議会議場（市役所議会棟3階）
内容＝議会認識度○×クイズ、議場見学、

フリーディスカッションなど
対象＝市内在住で市外の高校に通学して

いる高校生
定員＝5人（先着順）
※申し込みは2月14日㈪までに議会事

務局（☎20-1570）へ。

はじめてのチョークアート教室
グラデーションを楽しむ

日時＝3月12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＝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
対象＝18歳以上の人
定員＝10人（先着順）
参加費＝1,000円（材料費）
※申し込みは2月5日㈯〜3月4日㈮に同

センター（☎40-4880、月曜日は休
館）へ。

中郷プレーパーク
思い切り自由に遊ぼう

　たき火・泥遊びなどの自然体験や、け
ん玉・竹ぽっくりなどの昔の遊びに挑戦
します。
　自分でやりたいことを見つけて、自然
の中で楽しみませんか。
日時＝2月23日（水・祝） 午前9時30分〜

正午、午後1時〜3時30分（入退場自由）
会場＝中郷ふるさと交流館（雨天時は体

育館）
定員＝各200人（雨天時は各80人。先着

順）
参加費＝無料
持ち物＝着替え、タオル、飲み物、サツ

マイモ（たき火で焼き芋作りを希望す
る人のみ）

※参加を希望する人は当日直接会場へ。
くわしくは中郷ふるさと交流館（☎3 
3-4075、月曜日は休館）へ。

市民農園の利用者
野菜作りを楽しもう

対象＝市内在住で、年間を通じて畑を管
理できる人

場所＝十余三（下図）
募集区画＝123区画（1人2区画まで。応

募者多数は初めての人を優先に抽選）
面積（1区画当たり）＝30㎡
貸付期間＝4月1日〜3月31日（更新可）
賃貸料＝年間5,000円
申込方法＝2月18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・「市民農園
利用希望」を書いて農政課（〒286-85 
85 花崎町760 Eメールnosei@city.
narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1542）へ。

勤務期間＝4月1日〜3月31日
応募方法＝封筒に職種を書き、写真（6カ月以内に撮影した物）を貼った履歴書を直接または郵送で各応募先へ

＊令和4年1月24日時点での予定額。金額は職務経験年数に応じて決定

職種（募集人員）
勤務場所 応募資格 業務内容 勤務条件（勤務時間には休憩を含む） 応募期間

応募・問い合わせ先など

イベント補助員
（若干名）
観光プロモーショ
ン課

パソコン操作
と接客ができ、
体力に自信が
ある人

着ぐるみの着用、
観光イベントの補
助、データ整理など

勤務日時＝月19日程度（土・日曜日、祝日を含む） 
午前8時30分〜午後5時（時間外勤務あり）

時給＊＝1,040円〜1,070円（社会・雇用保険加
入と期末手当あり）

◦2月14日㈪（当日消印有効）まで（土・日曜日、
祝日を除く）

◦観光プロモーション課（市役所4階 〒286-
8585 花崎町760）・☎20-1540

　後日、書類選考の結果と面接日を通知します
チャレンジドオ
フィスなりた指
導員

（1人）
チャレンジドオ
フィスなりた（市
役所議会棟地下
1階）

障がい者支援
施設などで支
援経験がある
人

障がい者の就労支
援など

勤務日時＝週4日程度（土・日曜日、祝日を除く） 
午前8時30分〜午後5時

時給＊＝1,190円〜1,260円（社会・雇用保険加
入と期末手当あり）

◦2月17日㈭（必着）まで（土・日曜日、祝日を
除く）

◦障がい者福祉課（市役所議会棟1階 〒286-
8585 花崎町760）・☎20-1539

　後日、面接日を通知します

児童ホーム支援
員

（10人程度）
市内児童ホーム

18歳以上で業
務に意欲的に
取り組める人

留守家庭児童（小学
生）の育成支援

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）

時給＊＝放課後児童支援員の資格あり1,170円
〜1,220円、資格なし1,140円〜1,180円（社
会・雇用保険加入と期末手当あり）

◦2月14日㈪（必着）まで（土・日曜日、祝日を
除く）

◦保育課（市役所2階 〒286-8585 花崎町7 
60）・☎20-1607

　後日、面接日を通知します

事務補助員
（1人）
成田富里いずみ
清掃工場

パソコン操作
と接客ができ
る人

受け付け、書類整理
など

勤務日時＝月12日（土・日曜日、祝日を除く） 午
前8時30分〜午後4時30分

時給＊＝990円〜1,010円（期末手当あり）

◦2月18日㈮（必着）まで（土・日曜日、祝日を
除く）

◦成田富里いずみ清掃工場（〒286-0823 小
泉344-1）・☎36-1689

　後日、面接日を通知します

至成田空港

市民農園

至千葉

至久住駅

国道51号

十余三運動施設

至香取

JCスポーツ公園

十余三トンネル
十余三パークゴルフ場

四本木バス停

東関東自動車道 至大栄 I.C至成田 I.C

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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こどものまち実行委員
キッズタウンを運営する

　8月6日㈯・7日㈰、もりんぴあこうづ
が子どもだけのまち「キッズタウン」にな
ります。キッズタウンを企画・運営する
こども実行委員と、子どもたちと一緒に
活動する大人実行委員を募集します。
委員会開催日時＝3月26日、4月9日・

30日、5月21日、6月11日・25日、
7月9日・23日の土曜日 午前10時〜
正午

活動期間＝7月26日㈫〜28日㈭・30日
㈯・31日㈰、8月1日㈪・3日㈬〜7日
㈰ 午後1時30分〜4時（8月6日・7日
は午前9時〜午後5時）

申込方法＝3月18日㈮までに、もりん
ぴあこうづにある申込用紙に必要事項
を書いて同館へ

こども実行委員
対象＝市内在住・在学の小学3年生〜高

校生（4月1日時点）で、8月6日・7日
に参加できる人

定員＝50人（先着順）
大人実行委員
対象＝18歳以上の人
※大人実行委員は1日のみの参加もでき

ます。くわしくは、もりんぴあこうづ
（☎27-5252、第4月曜日は休館）へ。

なりた郷土史講演会
身近な地域の歴史を学ぶ

　知っているようで意外と知らない印旛
沼の歴史について学びませんか。
日時＝3月5日㈯ 午後1時30分〜3時30

分
会場＝中央公民館
テーマ＝印旛沼の洪水の歴史
講師＝本

もと
橋
はし

敬
けい

之
の

助
すけ

さん（市環境審議会会
長）

対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝30人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝2月17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・講演会名を中央公
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、祝日は休館）へ。

予防医療セミナー
健康寿命を延ばそう

会場＝中央公民館
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝各18人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝2月14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・希望日
を中央公民館（〒286-0017 赤坂1-1-
3 Eメールkominkan@city.narita.c 
hiba.jp）へ

なりたいきいき百歳体操でロコモ・フレ
イルを予防しよう

日時＝2月22日㈫ 午後2時〜4時
講師＝竹

たけ
内
うち

真
しん

太
た

さん（国際医療福祉大学
成田保健医療学部理学療法学科講師）

口
こう

腔
くう

機能低下を防いで生き生き健康ライ
フ

日時＝2月28日㈪ 午前10時〜正午
講師＝石

いし
山
やま

寿
ひさ

子
こ

さん（同大学成田保健医
療学部言語聴覚学科准教授）

新型コロナウイルス感染拡大下における
住民同士のつながりを考える

日時＝3月15日㈫ 午後2時〜4時
講師＝二

に
瓶
へい

映
え

美
み

さん（同大学成田看護学
部看護学科講師）ほか

※くわしくは中央公民館（☎27-5911、
第1月曜日、祝日は休館）へ。

グランドピアノの一般開放
市役所ロビーで演奏を

日時＝3月3日㈭・11日㈮・16日㈬・29
日㈫、4月4日㈪・13日㈬・22日㈮・
26日㈫ 正午〜午後1時

会場＝市役所1階ロビー
対象＝市内在住・在勤・在学の人（中学

生以下は保護者同伴）
定員と参加費＝各1組（先着順）・無料
※申し込みは各開催日の前月の1日から

文化国際課（☎20-1534）へ。

消費生活モニター
学んだ知識や情報を広めよう

　消費生活に関する講義や意見交換で学
んだ知識を広める消費生活モニターを募
集します。
応募資格＝市内在住の18歳以上で、月

1回の会議などに出席できる人
募集人員＝20人（選考あり）
任期＝4月1日〜3月31日
応募方法＝2月28日㈪までに商工課（市

役所4階）または市ホームページ（htt 
ps://www.city.narita.chiba.jp/d 
ownload/page152100.html）にあ
る申込書に必要事項を書いて同課へ。
提出時に簡単な面接を行います

※くわしくは同課（☎20-1622）へ。

らんま先生の実験パフォーマンスショー
サイエンス&eco

　環境問題・実験・パフォーマンスを融
合させた、らんま先生によるサイエンス
ショーで科学を楽しく学んでみませんか。
日時＝3月21日（月・祝） 午後2時〜3時

30分
会場＝国際文化会館
入場料（全席指定）＝1,000円（小学生以

下は500円。会館友の会会員は900
円、同会員の小学生以下は450円。2
歳以下は1人まで膝上鑑賞無料）

入場券販売場所＝国際文化会館、同館オ
ンラインチケットサービス（https://t 
icket.kxdfs.co.jp/kpb-s/showLis 
t）、ヨネダカメラ店、多古町コミュニ
ティプラザ、チケットぴあ、ローソン
チケット

※くわしくは同館（☎23-1331、月曜日、
２月24日㈭は休館）へ。

市体育館の園芸教室
ガーデニングを始めよう

日時＝3月23日㈬ 午前10時〜11時
会場＝市体育館
内容＝ミニバラを使って寄せ植えの講義

と実技を行う
講師＝京成バラ園園芸アドバイザー
定員＝10人（先着順）
参加費＝2,000円（苗・鉢・保険料など）
持ち物＝手袋、筆記用具
※申し込みは市体育館（☎26-7251）へ。

募 集


