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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
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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。
　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

もりんぴあ復興支援Week
集い・つながろう!!東北・成田

　震災の経験・教訓を共有するため、被
災地の支援活動や復興の様子などの写
真・パネルを展示します。また、音楽を
通じて被災地へ支援の思いを届けるコン
サートを行います。会場には、いわての
学び希望基金への募金箱が設置されま
す。
会場＝もりんぴあこうづ
入場料＝無料
展示
日時＝3月1日㈫～13日㈰ 午前10時～

午後7時（13日は午後3時まで）
杜の音楽祭
日時＝3月5日㈯ 午前10時30分〜午後

4時30分
定員＝70人（先着順）
復興支援音楽祭〜光のとびら
日時＝3月6日㈰ 午後0時50分〜5時30

分
定員＝70人（先着順）
※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（☎27-5 
252、第4月曜日は休館）へ。

スマイル！アートフェスタ
あそびで育つこころとからだ

　子どもたちが遊ぶ姿や家族が笑顔に
なった瞬間など、見た人も思わず笑顔に
なれる写真を展示します。
期間＝2月26日㈯まで
時間＝午前9時～午後9時（26日は午後3

時まで）
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。くわしくは公津の
杜なかよしひろば（☎27-7300）へ。

大栄地区サークル合同展示会
日頃の成果を披露

日時＝3月1日㈫～6日㈰ 午前9時～午
後5時（1日は正午から、6日は午後2時
30分まで）

会場＝大栄公民館
内容＝写真、短歌、ペン習字、竹籠の展

示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

夜間利用がある場合は午後5時以降も
開館しています。くわしくは大栄公民
館（☎73-7071、月曜日、祝日は休館）
へ。

下総地区サークル合同展示会
見応えある作品がずらり

日時＝2月19日㈯～26日㈯ 午前9時～
午後5時（19日は正午から、26日は午
後3時まで）

会場＝下総公民館
内容＝写真、押し花の展示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

夜間利用がある場合は午後5時以降も
開館しています。くわしくは下総公民
館（☎96-0090、月曜日、祝日は休館）
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。

バナー広告
市ホームページでPRを

　市ホームページ上にバナー広告を掲載
してみませんか。
掲載する場所＝トップページ
掲載料（1枠当たり）＝月額3万円
規格＝縦60ピクセル×横150ピクセル

で20キロバイト以内
アクセス数＝月間約7万7,000件（トップ

ページ・令和2年度）
※くわしくは市ホームページ（https://w 

ww.city.narita.chiba.jp/boshu/p 
age043000.html）または広報課（☎
20-1503）へ。

洗練された作品が並ぶ

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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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）

筋膜リリース
日時＝4月8日㈮・22日㈮ 午前10時～

11時30分
ヨガ教室
日時＝4月20日㈬ 午前10時30分～11

時45分
セルフケア・ヨガ教室
日時＝4月15日㈮・22日㈮ 午後3時～

4時
※申し込みは大栄B&G海洋センター（☎

73-5110、3月21日を除く月曜日、3
月22日㈫は休館）へ。

キッズテントをつくろう
自分だけの秘密基地

　新聞紙などの身近にある物を使って人
が入れるテントを作ります。教わりながら
作れるので、気軽に参加してみませんか。
日時＝2月26日㈯・27日㈰ 午前10時～

11時30分
会場＝子ども館
対象＝小学生（1～3年生は保護者同伴）
定員＝各10人（先着順）
参加費＝100円（材料費）
持ち物＝新聞紙5日分、セロハンテープ、

輪ゴム10本、布ガムテープ
※申し込みは2月19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。

エアーソフトガン射撃練習会
安全に楽しめる

日時＝毎週金曜日 午後6時～8時
会場＝加良部公民館
内容＝電子標的を使った射撃の練習
対象＝小学生以上
参加費＝無料
持ち物＝保護眼鏡
※申し込みは市ライフル射撃協会・茅

かや
場
ば

さん（☎090-3003-7864）へ。

陸・海・空の自衛官
平和を守る仕事

自衛官医科・歯科幹部
応募資格＝医師・歯科医師の免許を持つ

人
受付期限＝6月10日㈮
1次試験日＝6月24日㈮
予備自衛官補
応募資格＝18～33歳の人
受付期限＝4月8日㈮
1次試験日＝4月11日㈪～17日㈰のう

ち1日
自衛隊幹部候補生（一般）
応募資格＝20～25歳の人（22歳未満の

人は大卒（令和5年3月末日までに卒業
見込みの人を含む））

受付期限＝4月14日㈭
1次試験日＝4月23日㈯・24日㈰
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

下総地区歴史散歩
文化財を巡ろう

日時＝3月12日㈯ 午前9時～正午（小雨
決行）

集合場所＝下総公民館
内容＝下総地区にある文化財や史跡など

を歩いて巡る
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＝2月22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・行事名を下総公民
館（〒289-0108 高岡1435 Eメール
kominkan＠city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎96-0090、月曜日、
祝日は休館）へ。

合同企業説明会
地元で就職を考えている人へ

日時＝3月18日㈮ 午前10時～午後0時
30分、午後2時30分～5時

会場＝ホテルウェルコ成田（花崎町）
内容＝市内の企業約40社による合同説

明会
対象＝就職活動中のおおむね30歳代ま

での人
参加費＝無料
申込方法＝申し込み専用

フォーム（https://qu 
estant.jp/q/7FSVF 
VSF）から申し込む

※くわしくは成田市中小企業若手人材確
保支援事業運営事務局（☎03-3593-
1512）へ。

ら知お せi

広報なりたの配布
イオンモール成田を追加

　市では、広報なりたを新聞折り込みで
配布するほか、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、イオンモール成田（さくら
広場）など

※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

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。
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ホールの開放
成田国際高校で

期間＝4～9月の木・土・日曜日
利用時間＝午後2時～6時（木曜日は午後

6時30分～8時30分）のうち2時間以内
対象＝芸術文化の振興を目的とした社会

教育団体
使用料＝無料（冷暖房費は実費）
申込方法＝2月21日㈪までの平日の午

前9時～午後4時に、成田国際高校に
ある申請書を同校へ

※くわしくは同校（☎27-2610）へ。

世界の料理を楽しむ会
中国の家庭の味を伝授

日時＝3月13日㈰ 午前10時から
会場＝中央公民館
内容＝中国出身の講師と一緒にニンジン

とナツメの点心やニラ焼きまんじゅう
などの家庭料理を作る

定員＝15人（先着順）
参加費＝1,000円（材料費など。国際交

流協会会員は700円）
持ち物＝エプロン、三角巾
※申し込みは成田市国際交流協会事務局
（☎23-3231）へ。

赤ちゃんがきた！講座
親子の絆づくりプログラム

日時＝3月8日㈫・15日㈫・22日㈫・29
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10～12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・

電話番号・親子の氏名（ふりがな）・子
どもの生年月日を公津の杜なかよしひ
ろば（☎27-7300 Eメールkozunaka 
yoshi@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。

放課後子ども教室
運営を支えよう

　放課後子ども教室では、小学校の教室
などを利用して、子どもたちとスポーツ
やレクリエーションなどのさまざまな活
動を行っています。
　子どもたちを見守り、スタッフを取り
まとめるコーディネーターとして活動し
てみませんか。
応募資格＝市内在住・在勤・在学の18

歳以上で、毎回参加できる人
募集人員＝若干名
活動日時＝月2回程度 午後1時30分～4

時30分
活動場所＝市内小学校・義務教育学校
応募方法＝3月11日㈮までに電話または

Eメールで住所・氏名（ふりがな）・年
齢・電話番号を生涯学習課（☎20-15 
83 Eメールshogaku@city.narita.c 
hiba.jp）へ

※活動の様子などは市ホームページ（htt 
ps://www.city.nari 
ta.chiba.jp/kosoda 
te/page205800.htm 
l）で確認できます。く
わしくは生涯学習課へ。

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2月4日時点での予定額。金額は職務経験年数に応じて決定

お母さんの呼び掛けに笑顔

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

事務補助員
（1人）
資産税課

パソコン操作
ができる人

データ入力、
書類整理など

勤務日時＝週2日程度（土・日曜日、祝日を除く） 
午前9時～午後5時

時給＊＝990円～1,010円

◦2月28日㈪（必着）まで（土・日曜日、祝日を除
く）

◦資産税課（市役所2階 〒286-8585 花崎町7 
60）・☎20-1514

　後日、面接日を通知します

事務補助員
（1人）
介護保険課

パソコン操作
ができる人

受け付け、書
類整理、事務
補助など

勤務日時＝週2・3日（土・日曜日、祝日を除く） 
午前9時～午後5時

時給＊＝990円～1,010円（期末手当あり）

◦3月7日㈪（必着）まで（土・日曜日、祝日を除く）
◦介護保険課（市役所議会棟1階 〒286-8585 

花崎町760）・☎20-1545
　面接は3月18日㈮
※介護支援専門員は介護支援専門員証の写しも

添付

認定調査員
（2人）
介護保険課

普通自動車運
転免許を持ち、
パソコン操作
ができる人

要介護認定調
査

勤務日時＝月～金曜日（祝日を除く） 午前9時～
午後5時

時給＊＝1,280円～1,330円（社会・雇用保険加
入と期末手当あり）

介護支援専門員
（1人）
介護保険課

介護支援専門
員の資格を持
ち、パソコン操
作ができる人

介護費用適正
化事務

勤務日時＝月～金曜日（祝日を除く） 午前9時～
午後5時

時給＊＝1,390円～1,430円（社会・雇用保険加
入と期末手当あり）

市役所で働きませんか
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市体育館のイベント
体を動かして健康に

会場＝市体育館（青空・ヨガは中台運動
公園陸上競技場）

対象＝16歳以上の人
定員＝各30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＝3月7日㈪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-n 
arita）から申し込む

4月に開催するイベント
◦ヨガ教室
◦モーニング・ヨガ
◦中台ナイト・ヨガ
◦ランタン・ヨガ
◦ランチタイム・ヨガ
◦スッキリ・ヨガ
◦椅子ヨガ
◦青空・ヨガ
◦元気はつらつ体操
◦健康増進フィットネス体操
◦骨盤体操
◦健康リズム体操
◦セルフ整体ストレッチ
◦筋膜リリース
◦ピラティス教室
※開催日時は市スポーツ・みどり振興財

団ホームページ（http 
s://www.park-nari 
ta.jp/yoyaku/shus 
aikyoshitsu_yoyak 
u）で確認してください。くわしくは市
体育館（☎26-7251）へ。

防災簡単クッキング
もしものときに役立つ

日時＝3月12日㈯ 午前10時～11時30分
会場＝子ども館
内容＝家にある食材を使って簡単でおい

しい非常食を作る
対象＝小学生
定員＝16人（先着順）
参加費＝100円（材料費）
※申し込みは2月26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。

ユネスコ写真展の作品
成田の「気になる雲」をテーマに

　成田ユネスコ協会では、豊かな自然を
未来に引き継ぐための写真を募集しま
す。
対象＝市内在住・在勤・在学の人
テーマ＝身近にあるチョット「気になる

雲」
規格＝ワイド四つ切り・カラープリント
（家庭用プリンターで印刷する場合は
A4判）

応募方法＝7月18日（月・祝）（当日消印
有効）までに公民館などにある応募用
紙を写真の裏面に貼って、直接または
郵送で成田ユネスコ協会事務局（生涯
学習課・市役所5階 〒286-8585 花
崎町760）へ

※くわしくは同事務局（☎20-1583）へ。

市民パークゴルフ大会
ベストを尽くして

日時＝3月21日（月・祝） 午前8時30分
から（雨天決行）

会場＝久住パークゴルフ場
対象＝市内在住・在勤・在学の人、市パー

クゴルフ協会会員
定員＝100人（先着順）
参加費＝1,000円（昼食代など）
申込方法＝3月12日㈯までに参加費を

持って久住パークゴルフ場または十余
三パークゴルフ場へ

※くわしくは市パークゴルフ協会・平
たい

良
ら

さん（☎090-3220-3669）へ。

成田エアポートツーデーマーチ
最後の大会で思い出作りを

　飛行機の離着陸を望むことができる空
港周辺や緑豊かな里山などを歩いて巡り
ます。今回が最後の開催となるため、家
族や友人と一緒に参加してみませんか。
また、参加者の誘導や安全確保などを行
う運営ボランティアも募集します。
期日とコース（雨天決行）
◦5月14日㈯…成田空港コース（10・

20・30㎞）、芝山里山コース（10・20
㎞）

◦5月15日㈰…成田義民コース（7・10・
20㎞）

参加費＝小学生以下無料、中学生200円、
高校生500円、一般1,500円（成田市・
芝山町在住の人は1,000円）

申込方法＝4月13日㈬までに観光プロ
モーション課（市役所4階）、成田観光館、
成田市観光案内所、各公民館などにあ
る申込用紙に必要事項を書いて郵便局
で参加費を振り込む（手数料は実費）。
成田エアポートツーデーマーチ申し込
み専用ダイヤル（☎0570-039-846）
またはホームページ（h 
ttp://i.spoen.net/85 
985）からも4月22日㈮
まで申し込めます

運営ボランティア
期日＝5月14日㈯・15日㈰（1日でも可）
内容＝参加者の誘導・安全確保
対象＝中学卒業以上の人
応募期限＝3月31日㈭
※小学生以下は保護者同伴で参加してく

ださい。くわしくは成田エアポートツー
デーマーチエントリー事務局（10120- 
711-951）または同公式ホームページ

（https://www.narita2day.com）
へ。運営ボランティアについては同事
務局ボランティア係（スポーツ振興課・
☎20-1584）へ。

自然の中を歩こう

募 集

軌道を予想して


