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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

成田の魅力かるた展
市役所ロビーで

　観光スポットや特産品など、公募で集
まった本市の良いところを紹介した「成
田の魅力かるた」をポスターで展示しま
す。
期間＝3月25日㈮まで
時間＝午前8時30分〜午後5時15分
会場＝市役所1階ロビー
※入場は無料です。鑑賞を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは観光プロ
モーション課（☎20-1540）へ。

ふれあいコンサート
優雅な昼のひとときを

日時＝3月17日㈭ 午後0時10分〜0時
50分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝カテリーナさんによるウクライナ

の民族楽器・バンドゥーラのコンサー
ト
定員＝70人（先着順）
入場料＝無料
※申し込みは3月7日㈪から文化国際課
（☎20-1534）へ。

書道・陶芸・油絵展
生涯大学院

日時＝3月3日㈭〜10日㈭（7日㈪を除く） 
午前10時〜午後5時（10日は午後2時ま
で）
会場＝スカイタウンギャラリー
内容＝生涯大学院の学生が専門講座で制

作した作品の展示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは生涯学習課（☎20-1583）へ。

アートマーケットなりた
地域で芸術活動を行う人たちの作品

日時＝3月12日㈯・13日㈰ 午前9時30
分〜午後4時
会場＝国際文化会館
内容＝成田陶芸サークル文化協会による

陶芸作品の展示・販売
※入場は無料です。鑑賞を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは同館（☎
23-1331、月曜日は休館）へ。

新生成田市場のイベント
地域の魅力を発見

　新生成田市場の開場を記念してイベン
トを開催します。
期日＝3月26日㈯
会場＝新生成田市場
参加費＝無料
わたしたちのまち成田フェア
時間＝午前5時〜8時
内容＝マグロの競りの見学、冷凍庫で氷

点下60度の世界の体験、サツマイモ
の食べ比べなど
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（先着順）
申込方法＝3月4日㈮から観光プロモー

ション課（☎20-1540）へ
成田楽市
時間＝午前8時〜11時
内容＝開場記念大売り出し、生マグロ解

体ショーなど
※成田楽市への参加を希望する人は当日

直接会場へ。くわしくは、わたしたち
のまち成田フェアについては観光プロ
モーション課、成田楽市については卸
売市場（☎37-7018）へ。

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㈪・22日㈫・
28日㈪・31日㈭（館内整理日）

※ 21日（月・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
◦3月12日㈯＝「ブタがいた教室」
　2008年・日本
◦3月20日㈰＝「かあちゃん」
　2001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）、定員は各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

測定局 �Lden

磯部 55.9

水掛 55.5

荒海 58.1

荒海橋本 58.7

飯岡 57.1

久住小 55.9

芦田（NAA）54.7

芦田 59.2

大生 57.6

赤荻 57.5

西和泉 60.6

東和泉 56.6

野毛平 58.0

野毛平
工業団地 57.9

堀之内 55.4

測定局 �Lden

猿山 49.7

滑川 54.5

新川 54.8

西大須賀 56.4

四谷 56.3

高倉 59.3

幡谷 55.8

内宿 54.1

土室（県） 61.8

土室（NAA）56.0

成毛 56.5

大室 57.7

大室（NAA）57.7

新田（NAA）50.2

新田 54.1

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。なお、馬場測定局
は敷地内の工事に伴い欠測となっています。
くわしくは空港対策課（☎20-1521）へ。

令和4年1月分（単位：デシベル）
測定局 �Lden

竜台 51.6

北羽鳥 54.2

北羽鳥北部 54.0

長沼 54.7

押畑 49.3

下金山 50.4

馬場 ─

遠山小 56.3

本三里塚 56.9

三里塚小 57.1

御料牧場
記念館 54.4

三里塚
グラウンド 60.3

本城 55.3

南三里塚 56.3

航空機騒音測定結果
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生涯大学院
60歳からの新しい出会い

　生涯大学院では、高齢者の生きがいづ
くりのための学習と活動の場を提供して
います。
　幅広い分野を学んで、地域社会の中で
生かしてみませんか。
会場＝生涯大学校（囲護台）ほか
学習内容
◦教養講座（年20回程度・午前10時〜正

午）…成田の歴史、健康・軽スポーツ、
俳句、介護保険制度など

◦専門講座（年15回程度・午後1時30分
〜3時30分）…書道・陶芸・園芸・油
絵・体操・音楽から1つを選択
そのほかの活動＝グラウンド・ゴルフ、

広報誌の編集、作品展の開催など
対象＝市に住民記録がある60歳以上（4

月1日時点）で3年間通学できる人
定員＝100人（応募者多数は抽選）
授業料＝無料（教材費・保険料などは実

費）
申込方法＝3月15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）・生年月日・性別・電話番号を生
涯学習課「生涯大」係（〒286-8585 花
崎町760 Eメールshogaku@city.na 
rita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1583）へ。

プラネタリウムをみにいこう
満天の星空を

　星空について学習するため、白井市文
化センターへバスで移動してプラネタリ
ウムを鑑賞します。
日時＝3月25日㈮ 午前9時〜午後0時30

分
集合場所＝子ども館
対象＝小学生
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝130円（施設利用料）
申込方法＝3月5日㈯午前10時〜午後6

時に子ども館（☎20-6300）へ
※くわしくは同館（月曜日、第3日曜日は

休館）へ。

ブラインドサッカーR観戦
共生社会の推進に向けて

　視覚障がいがある人がプレーするブラ
インドサッカーのエキシビションマッチ
を開催します。また、ワークショップで
は、ブラインドサッカーを体験できます。
期日＝3月26日㈯
会場＝中台運動公園球技場
申込方法＝3月11日㈮までにEメールで

参加者全員の住所・氏名・年齢・性
別・電話番号・観戦を希望するエキシ
ビションマッチの時間・参加を希望す
るワークショップの時間をスポーツ振
興課（Eメールolypara@city.narita.c 
hiba.jp）へ。申し込み
専用フォーム（https:/ 
/logoform.jp/form/ 
kR3j/71083）からも申
し込めます
エキシビションマッチ
時間＝①午前10時30分〜11時30分②

午後0時10分〜1時③午後2時〜3時
④午後3時40分〜4時30分（雨天決行）
定員＝各94人（応募者多数は市内在住の

人を優先に抽選）
入場料＝無料
ワークショップ
時間＝①午前11時30分〜午後0時30分

②午後1時45分〜2時45分③午後3時
〜4時（小雨決行）
対象＝おおむね小学4年生以上
定員＝各30人（応募者多数は市内在住の

人を優先に抽選）
参加費＝無料
持ち物＝動きやすい服装
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 

84）へ。

子ども会連絡会
希望者へ資料を送付します

　子ども会連絡会に新規加入する子ども
会を募集します。加入団体は活動への補
助を受けられるほか、活動保険への加入
や主催事業への参加ができます。
対象＝市内の子ども会の代表者、子ども

会の活動に興味のある人
※資料の送付を希望する人は子ども会連

絡会事務局（生涯学習課・☎20-158 
3）へ。

ら知お せi

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」を開設しています。
　県やハローワークなどの協力機関が求
人情報の提供や再就職支援など、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）2階
※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://ww 
w.naa.jp/jp/recruit 
/jobport.html）へ。

ワンマン運転の一部開始
JR成田線

　3月12日㈯のダイヤ改正から、JR成
田線（成田〜佐原駅間）の一部列車でワン
マン運転を開始します。
　以下の列車では、ドアが自動で開きま
せんので、ドアの横にあるボタンで開閉
してください。

※くわしくはJR東日本お問い合わせセン
ター（☎050-2016-1600）へ。

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

伝 言 板

募 集

上り線
佐原駅�発 成田駅�着
午前8時37分 午前9時10分
午後10時43分 午後11時13分

下り線
成田駅�発 佐原駅�着
午前5時56分 午前6時25分
午後8時43分 午後9時12分

乗降時はボタンで開閉（提供：JR東日本）



＊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
広報なりた 2022.3.1 18

2c

催 

し 

物

お
知
ら
せ

募
　
集

2c

スポーツ少年団
運動好きな小学生集まれ

種目＝野球、ミニバスケットボール、サッ
カー、バレーボール（女子のみ）、空手、
剣道、ラグビー、ハンドボール
対象＝小学生以上（小学生未満は応相談）
※くわしくは市スポーツ少年団事務局
（スポーツ振興課・☎20-1584）へ。

市民硬式テニス教室
初心者でも楽しめる

日時＝3月12日㈯ 正午〜午後2時30分
会場＝中台運動公園テニスコート
内容＝初心者・中級者・女子に分かれて

の基本練習とゲーム形式練習
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上、市テニス協会加盟クラブ員
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市テニス協会事務局・林
はやし

さ
ん（☎090-4063-5859）へ。

公共職業訓練
再就職を目指して

　再就職を目指す人を対象とした、専門
的な知識や技能を学ぶための職業訓練を
実施します。
期間＝5月9日㈪から6カ月
会場＝ポリテクセンター千葉（千葉市）
科目＝建築CAD・サービス科
対象＝公共職業安定所に登録し、再就職

を希望する人
募集人員＝32人
選考日＝4月5日㈫（筆記試験・面接）
受講料＝無料（テキスト・作業服代は実

費）
申込方法＝3月18日㈮までにハローワー

ク成田駅前庁舎（スカイタウン成田2
階）へ

※3月15日㈫午後1時から説明会を行い
ます。参加を希望する人はポリテクセ
ンター千葉（☎043-422-4810）へ。く
わしくは同センターへ。

リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

日時＝3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＝3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。

勤務期間＝4月1日〜3月31日
応募期限＝3月7日㈪（当日消印有効）
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
問い合わせ先＝保育課（☎20-1607）

保育園などで働きませんか

＊1�学生不可。ただし、令和4年3月末日までに卒業見込みの場合は応募可
＊2�勤務日数は応相談
＊3�令和4年2月18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）

保育士
（20人程度）
市立保育園

保育士の資格を持つ人＊1 乳幼児の保育など
勤務日時＊2＝月〜金曜日と月1回の土曜日（祝日を除く） 午前8時

30分〜午後5時のシフト制（時間外勤務あり）
時給＊3＝1,270円〜1,320円（勤務時間に応じ社会・雇用保険加入

と期末手当あり）

看護師
（3人程度）
市立保育園

看護師の資格を持つ人＊1 園児の健康管理、
乳児保育の補助

勤務日時＊2＝月〜金曜日と月1回の土曜日（祝日を除く） 午前8時
30分〜午後5時（時間外勤務あり）

時給＊3＝1,400円〜1,440円（勤務時間に応じ社会・雇用保険加入
と期末手当あり）

児童ホーム支援員
（5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＊2＝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＊3＝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（勤務時間に応じ社会・雇用保険加入と
期末手当あり）

幼稚園教諭（副担
任）

（1人）
大栄幼稚園

幼稚園教諭免許を持つ人＊1 クラス担任の補助、
バス添乗

勤務日時＊2＝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7時45分〜午後4時または午前8時〜午後4時
15分のシフト制（時間外勤務あり）

時給＊3＝1,270円〜1,320円（勤務時間に応じ社会・雇用保険加入
と期末手当あり）

預かり保育従事者
（1人）
大栄幼稚園

幼稚園教諭免許または保育士の資格を持
つ人＊1

預かり保育中の園
児の保育

勤務日時＊2＝週3〜5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＊3＝1,270円〜1,320円（勤務時間に応じ社会・雇用保険加入
と期末手当あり）



催 

し 

物

お
知
ら
せ

募
　
集

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

伝 言 板

広報なりた 2022.3.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です19

2c

英会話講座
レベルに合わせて学ぼう

　初級・中級に分かれて英会話を学びま
す。講座を受講するには、成田市国際交
流協会の入会金1,000円（学生は500
円）が必要です。
Zoom中級英会話講座
日時＝4月21日、5月12日・19日、6月

2日・16日、7月7日・21日、8月4日、
9月1日・15日、10月6日・20日、11
月3日・17日、12月1日・15日、1月
5日・19日、2月2日・16日の木曜日（全
20回） 午後7時〜8時30分
定員＝15人（先着順）
参加費＝2万円（教材費は別途）
初級・中級英会話講座
日時＝4月26日、5月10日・24日、6月

14日・28日、7月12日・26日、9月
13日・27日、10月11日・25日、11
月8日・22日、12月13日・27日、1
月10日・24日、2月14日・28日、3
月14日の火曜日（全20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＝各15人（先着順）
参加費＝各2万円（教材費は別途）
※申し込みは成田市国際交流協会（☎2 

3-3231）へ。初級・中級英会話講座
もWeb会議サービス「Zoom」を使っ
て開催する場合があります。その場合
はインターネット環境が必要になりま
すので注意してください。

ソフトテニス春季選手権大会
息の合ったプレーで

日時＝3月20日㈰（雨天時は27日㈰） 午
前9時から
会場＝中台運動公園テニスコート
競技方法＝ダブルス一般男女・成年男女
（40歳以上）・シニア一部男子（55歳
以上）・シニア二部男子（70歳以上）
参加費（1ペア当たり）＝3,000円（高校

生以下は1,000円）
申込方法＝3月14日㈪までにEメールで

氏名・年齢・性別・電話番号を市ソフ
トテニス連盟事務局（Eメールnrt.soft 
tennis@gmail.com）へ

※くわしくは同事務局・麻
あ そ う

生さん（☎09 
0-4223-5530）へ。

図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

会場＝市立図書館本館
参加費＝無料
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。「2・3歳の
おはなしかい」への参加を希望する人
は当日直接会場へ
0・1歳のおはなしかい
日時＝3月18日㈮ 午前11時〜11時30

分
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）
持ち物＝薄手のハンカチ
2・3歳のおはなしかい
日時＝3月18日㈮ 午前10時15分〜10

時45分
対象＝市内在住の2・3歳児と保護者
定員＝5組（先着順）
持ち物＝薄手のハンカチ
はるやすみおはなしかい
日時＝3月25日㈮ 午前11時〜正午
内容＝「ちいちゃい、ちいちゃい」「七羽

のからす」ほか
対象＝小学1〜6年生
定員＝20人（先着順）
※くわしくは市立図書館へ。

こいのぼりぬり絵コンテスト
優秀作品には賞状と記念品が

　募集した作品は4月26日㈫〜5月22
日㈰に展示されます。会場を元気なこい
のぼりでいっぱいにしませんか。
会場＝もりんぴあこうづ
申込方法＝4月24日㈰までに同館で配

布している、こいのぼりの塗り絵を完
成させて窓口に提出

※くわしくは同館（☎27-5252、第4月
曜日は休館）へ。

グリーンボランティア
みどりを育てる

日時＝4月2日㈯、5月7日㈯、6月4日㈯、
7月2日㈯・30日㈯、8月27日㈯、9
月24日㈯・25日㈰、10月1日㈯、11
月5日㈯、12月3日㈯、3月18日㈯ 午
後2時〜3時30分
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝枯れ草の片付けや花がら摘み、種

まきなどを行い野菜や花を育てる
対象＝6歳以上の人
参加費＝無料
持ち物＝汚れてもよい服装、軍手
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは同館（☎27-5252、第4月
曜日は休館）へ。

やさしいにほんごクラス
Japanese lesson

　日常で使う簡単な日本語を学んでみま
せんか。
　講座を受講するには、成田市国際交流
協会の入会金1,000円（学生は500円）
が必要です。
日時＝4月14日・28日、5月12日・26

日、6月9日・23日、7月14日・28日、
9月8日・22日、10月13日・27日、11
月10日・24日、12月8日・22日、1月
12日・26日、2月9日・23日の木曜日

（全20回） 午後6時〜7時30分
会場＝男女共同参画センター
対象＝ひらがなやカタカナが読める外国

人
定員＝12人（先着順）
参加費＝無料（教材費は別途）
※申し込みは成田市国際交流協会（☎23-

3231）へ。

募 集

期日＝3月5日㈯・6日㈰・12日㈯・
13日㈰・19日㈯〜21日（月・祝）・
26日㈯・27日㈰
区間と時間
◦JR成田駅〜薬師堂···午前11時〜

午後2時
◦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（☎2 

2-2102）へ。

表参道の交通規制


