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さくらの山
公共交通機関を使って

　3月中旬〜5月中旬は、さくらの山周
辺の道路が大変混雑します。駐車スペー
スに限りがあるため、できる限り公共交
通機関を利用してください。
　バスの時刻表などは成田市観光協会
ホームページ（https://w 
ww.nrtk.jp/enjoy/att 
raction/sakuranoyam 
a.html）で確認してくださ
い。
※くわしくは空の駅さくら館（☎33-33 

09）へ。

バナー広告
市ホームページでPRを

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。

物し催

イースタン・リーグ公式戦
千葉ロッテ対楽天イーグルス

日時＝5月1日㈰ 午後0時30分から
会場＝ナスパ・スタジアム
前売り券
◦特別内野席（椅子席）…1,500円（中学

生以下は1,000円）
◦内野芝生席…700円
◦外野芝生席…300円
前売り券販売場所＝スポーツ振興課（市

役所4階）、成田商工会議所、成田市
東商工会本所、千葉ロッテマリーンズ
成田後援会事務局（ホテル日航成田内）

※販売開始日は同事務局（☎32-1144 
ホームページhttps://www.narita-
marines.com）で確認してください。
くわしくは同事務局へ。

自閉症の方が描いた絵画展
発達障がいなどのある人の作品を

　4月2日㈯は「世界自閉症啓発デー」、
4月2日㈯〜8日㈮は「発達障害啓発週
間」です。
　これに合わせて、自閉症などの発達障
がいのある人たちが描いた絵画を展示し
ます。家族や友人を誘って鑑賞しません
か。
期間＝3月28日㈪〜4月1日㈮
会場＝市役所1階ロビー
※くわしくは障がい者福祉課（☎20-15 

39 FAX24-2367）へ。

もりんぴあ春の芸術祭
多様なアートに触れて

　地域で活動しているアーティストによ
る、絵画・彫刻・陶芸・書道・写真・手
工芸・染織などの作品を展示します。
　多様な感性に触れ、アートを身近に感
じてみませんか。
日時＝4月1日㈮〜17日㈰ 午前9時〜午

後7時（17日は午後3時まで）
会場＝もりんぴあこうづ
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは同館（☎27-5252、第4月
曜日は休館）へ。

成田市×歌舞伎展
市川海老蔵さん監修

　成田市御案内人である市
いち

川
かわ

海
え

老
び

蔵
ぞう

さん
の監修の下、本市と市川宗家のつながり
が分かるパネルや写真を展示します。
日時＝3月18日㈮〜27日㈰（22日㈫を除

く） 午前10時〜午後5時
会場＝スカイタウンギャラリー
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは観光プロモーション課（☎
20-1540）へ。

アイヌの人のための電話相談
嫌がらせ・差別など

　人権教育啓発推進センターでは、アイ
ヌの人のための電話相談を受け付けてい
ます。日常生活で困っていることや嫌が
らせ、差別などについて相談できます。
日時＝平日の午前9時〜午後5時
相談料＝無料
電話番号＝10120-771-208
※くわしくは人権教育啓発推進センター
（☎03-5777-1802）へ。

広報なりたの配布
駅や郵便局でも

　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。

わが街NAVI
イオンモール成田に設置

　市では、㈱サイネックスとの協働事業
により、行政情報などの配信を行うデジ
タルサイネージ「わが街NAVI」をイオン
モール成田に設置しました。デジタルサ
イネージは、ディスプレイを使って情報
を配信する電子看板です。わが街NAVI
では、市からのお知らせやイベント情報
などを配信しています。
　また、付属のパンフレットスタンドに
は広報なりたの最新号などを配架してい
ますので、ぜひ利用してください。
設置場所＝イオンモール成田1階さくら

広場
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

市からの情報をお届けします パネルと写真で解説
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成田市国際交流協会
一緒に活動しませんか

　成田市国際交流協会では、市民と外国
人が共に暮らしやすいまちづくりを目指
して、市内に住む外国人と日本人の交流
を図るイベントの開催や、市の友好・姉
妹都市との交流を行っています。
　語学力を生かしたい人や国際交流に興
味のある人は会員になりませんか。
活動内容＝国際交流イベントの企画・運

営、語学ボランティア・ホストファミ
リーとして海外の訪問団の受け入れ、
会報誌（年4回発行）の編集・発行など
年会費
◦個人…1,000円（学生は500円）
◦団体・法人…5,000円
申込方法＝成田市国際交流協会（市役所

4階文化国際課内）または同協会ホー
ムページ（http://www.ngy.3web.
ne.jp/~nifs）にある入会申込書に必要
事項を書いて、直接または郵送で同協
会（〒286-8585 花崎町760）へ

※くわしくは同協会事務局（☎23-3231）
へ。

韓国語入門講座
初歩から学ぶ

　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＝5月13日・27日、6月10日・24

日、7月8日・22日、8月5日・19日、
9月2日・16日、10月7日・21日、
11月11日・25日、12月9日・23日、
1月13日・27日、2月10日・24日の
金曜日（全20回） 午前11時30分〜午
後0時30分
会場＝もりんぴあこうづ
定員＝12人（先着順）
参加費＝1万7,520円（教材費など）
※申し込みは成田市国際交流協会（☎2 

3-3231）へ。Web会議サービス「Zo 
om」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。

バウンドテニス体験教室
室内で楽しもう

　室内の小さなコートで行うテニスで
す。気軽に楽しめるので参加してみませ
んか。
日時＝4月14日㈭・21日㈭ 午後1時20

分〜4時
会場＝市体育館
対象＝16歳以上の人
定員＝各20人（応募者多数は抽選）
参加費（1回当たり）＝100円（保険料）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、飲

み物、ラケット（貸し出しあり）
※申し込みは各開催日の3日前までに市

レクリエーション協会事務局（スポー
ツ振興課・☎20-1584）へ。

オンライン交流会
台湾・桃園市との

　友好都市である桃園市とビデオ通話を
つなぎ、桃園市からの観光・文化紹介や
学生との交流を行います。
日時＝4月29日（金・祝） 午後1時〜3時

10分
会場＝市役所6階大会議室
対象＝市内在住・在学の高校生・大学生

など
定員＝10人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝電話またはEメールで住所・

氏名・電話番号・学校名・学年を文化
国際課（☎20-1534 Eメールbunkok 
u@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

春のサポステ・アートライブ
遊びで交流

　会場で参加者が描いた塗り絵を組み合
わせて、大きな一つの作品を完成させま
す。また、アートが描かれたピンを使っ
てボウリングゲームを楽しみます。
日時＝3月29日㈫ 午後2時〜3時30分
会場＝子ども館
対象＝小学生
定員＝10人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは3月19日㈯午前10時から

子ども館（☎20-6300、月曜日、第3
日曜日は休館）へ。

三里塚にほんご教室
外国人のための

　外国人向けに、初歩的な会話や日常生
活で必要な言葉、日本の習慣を学ぶ日本
語教室を開催します。
日時＝4月10日、5月15日、6月12日、

7月10日、8月21日、9月11日、10
月16日、11月13日、12月18日、1
月15日、2月12日、3月12日の日曜
日（全12回） 午前10時〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝市内・近隣市町に在住の外国人
定員と参加費＝10人（先着順）・無料
※申し込みは同館（☎40-4880、3月21

日を除く月曜日、3月22日㈫は休館）へ。

みつばちくらぶ
仲間と子育てをしよう

　木のおもちゃやわらべ歌遊び、おんぶ
でお散歩など、祖父母や親の時代の子育
てをしながら仲間づくりをしませんか。
3月24日㈭には体験会と説明会を実施
します。
日時＝4月14日・21日・28日、5月12日・

19日・26日、6月2日・9日・16日・
23日の木曜日（全10回） 午前10時〜
正午
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝生後6カ月〜1歳の第1子と母親

で、全回参加できる人
定員＝12組（先着順）
参加費＝3,000円（材料費など）
※申し込みは親そだちネットワークビ

ジー・ビー、伊
い

藤
とう

さん（☎070-1181-
5023）へ。

ら知お せi

選挙人名簿
登録者数が確定

　令和4年3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………52,268人
◦女………53,022人
◦合計 …105,290人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

20-1510・総務課内）へ。
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ぶらりtoウォーキングラリー
なりた&いんざい

　カードに記載されているコースを歩き
ながらキーワードを集め、完成させた人
にはコースごとに参加賞をプレゼントし
ます。また、3コース以上のキーワードを
完成させた人には抽選で景品のプレゼン
トもありますので、参加してみませんか。
期間＝4月1日㈮〜5月31日㈫
コースとカード配布場所
成田市
◦成田山表参道コース…成田市観光案内

所
◦ホテルコース…ANAクラウンプラザ

ホテル成田フロント
◦イオンモール成田コース…イオンモー

ル成田1階観光案内所
印西市
◦北総花の丘公園コース…花と緑の文化

館2階インフォメーション
◦イオンモール千葉ニュータウンコース

…イオンモール千葉ニュータウン2階
インフォメーションカウンター

※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 
84）または市ホームページ（https://
www.city.narita.chiba.jp/bunka_
sports/page0118_00193.html）へ。

親子たけのこ掘りと竹細工教室
自然の恵みがいっぱい

日時＝4月16日㈯ 午前9時〜正午
会場＝八生公民館
内容＝親子でタケノコ掘りと竹細工を楽

しむ
対象＝市内在住・在学の小学生と保護者
定員＝8組（応募者多数は初めての人を

優先に抽選）
参加費＝無料
申込方法＝3月31日㈭（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所、子どもと
保護者の氏名（ふりがな）、性別・学校
名・学年（4月1日時点）・電話番号・教
室名を八生公民館（〒286-0846 松崎
317 Eメールkominkan@city.narit 
a.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-1533、月曜日、
祝日は休館）へ。

児童ホーム支援員
一緒に働きませんか

　市内の児童ホームで、児童ホーム支援
員として働きませんか。
応募資格＝18歳以上で業務に意欲的に

取り組める人
募集人員＝5人程度
業務内容＝留守家庭児童（小学生）の育成

支援
勤務期間＝4月1日〜3月31日
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）
勤務場所＝市内児童ホーム
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（3月7日時点の予定額。金
額は職務経験年数に応じて決定。勤務
時間に応じ社会・雇用保険加入と期末
手当あり）
応募方法＝3月23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

※くわしくは同課（☎20-1607）へ。 大きなタケノコに向かって

　市スポーツ協会では、スポーツ教室の参加者を募集します。申し込みは各会場で随時受け付けます。教室に参加する
には、参加費（保険料など）が必要です。くわしくは市スポーツ協会事務局（☎33-3811）へ。

スポーツ教室に参加しませんか

種目 開催日 時間 場所 対象

剣道 火・金・日曜日 午後6時〜8時30分

市体育館剣道場

市内在住の小学生以上
日曜日 午前9時〜正午 小学生

なぎなた 日曜日 午後1時〜3時 小学生以上
居合道 土曜日 午後6時〜9時 成人

空手道 水曜日 午後7時〜9時 小学生以上日曜日 午後3時〜5時
空道 土曜日 午後2時30分〜4時30分

市体育館柔道場

小学生以上
柔道 火・土曜日 午後5時30分〜8時 小中学生

合気道

第1・3・5水曜日
金曜日

午後6時30分〜8時30分
（小学生は午後7時30分まで） 市内在住・在勤・在学の原則小学4

年生以上日曜日 午後2時〜4時
（小学生は午後3時まで）

弓道 火・木曜日 午後5時〜9時 市体育館弓道場 市内在住・在勤・在学の高校生以上
（未経験者の受け付けは4月末まで）水・土曜日 午前9時〜正午

相撲 日曜日 午前9時〜正午 市相撲場 小中学生
ラグビー 日曜日 午前9時〜11時30分 加良部小学校 3歳〜高校生

卓球 水・土曜日 午後6時〜9時 新山小学校 市内在住・在学の中学2年生以上
土曜日 午後4時〜6時 吾妻小学校 市内在住・在学の小学生以上

ハンドボール 日曜日 午前9時〜正午 橋賀台小学校 どなたでも
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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
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＝市スポーツ・みどり振興財団

ホームページ（https:/ 
/www.park-narita.
jp/yoyaku/shusaik 
yoshitsu_yoyaku）で
開催日時を確認し、同ホームページに
あるオンライン予約システムから申し
込む
申込開始日＝4月4日㈪
5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
◦満月ヨガ
◦リフレッシュ・ヨガ
◦椅子ヨガ
◦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
※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

健康ボウリング教室
ストライクを狙って

日時＝5月9日・16日・23日・30日、6
月6日・13日の月曜日（全6回） 午後1
時〜2時30分
会場＝ラクゾー成田店（ボンベルタ成田

5階）
内容＝インストラクターによる実技指導
定員と参加費＝10人（先着順）・3,000円
（ゲーム代。貸靴代は別途）
持ち物＝運動のできる服装、靴下、タオ

ル
※申し込みは5月6日㈮までに市ボウリ

ング協会事務局・間
ま

嶋
しま

さん、齊
さい

藤
とう

さん
（ラクゾー成田店・☎33-6752）へ。

一般事務員
子育て支援課で

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝2人
業務内容＝窓口での受け付け事務、デー

タ入力、書類整理など
勤務期間＝5月1日〜3月31日
勤務日時＝週3日程度（土・日曜日、祝

日を除く） 午前9時〜午後5時
勤務場所＝子育て支援課（市役所2階）
時給＝990円〜1,010円（3月7日時点の

予定額。金額は職務経験年数に応じて
決定。期末手当あり）
応募方法＝3月31日㈭（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
子育て支援課（〒286-8585 花崎町
760）へ。後日、面接日を通知します

※くわしくは同課（☎20-1538）へ。

ネーミングライツ・パートナー
スポーツ・文化施設で

　市では、民間企業などとの協働事業と
して、一部のスポーツ施設や文化施設に
企業名や商品名などを愛称として付ける
ことができる、ネーミングライツ（施設
命名権）・パートナーを募集します。
　期間や料金、選定方法などは市ホーム
ページ（https://www.city.narita.chi 
ba.jp/shisei/page060300.html）で確
認してください。
対象施設
◦中台運動公園
◦大谷津運動公園
◦文化芸術センター
対象＝法人
申込期間＝3月16日㈬〜5月31日㈫
※くわしくは、中台運動公園と大谷津運

動公園についてはスポーツ振興課（☎
20-1584）、文化芸術センターについ
ては同センター（☎20-1133、3月21
日を除く月曜日、3月22日㈫は休館）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）
セルフケア・ヨガ教室
日時＝5月6日㈮・20日㈮・27日㈮ 午

後3時〜4時
筋膜リリース
日時＝5月13日㈮・27日㈮ 午前10時

〜11時30分
ヨガ教室
日時＝5月18日㈬ 午前10時30分〜11

時45分
※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。

危険物取扱者試験
受験者のための講習会も

危険物取扱者試験
期日＝6月19日㈰
会場＝千葉経済大学・短期大学部（千葉

市）
受験料＝甲種6,600円、乙種4,600円、

丙種3,700円
申込方法＝4月4日㈪〜18日㈪（当日消

印有効）の月〜金曜日に、各消防署に
ある願書を直接または郵送で消防試験
研究センター千葉県支部（〒260-084 
3 千葉市中央区末広2-14-1）へ。4月1
日㈮〜15日㈮は同センターホームペー
ジ（https://www.shoubo-shiken.
or.jp）からも申し込めます
受験者講習会
日時＝4月30日㈯ 午前9時30分〜午後

4時45分
会場＝県教育会館（千葉市）
受講料＝3,700円（テキスト代は実費）
申込方法＝4月18日㈪〜22日㈮に予防

課（市役所地下1階）にある申込書と受
講料を同課へ

※くわしくは、試験については消防試験
研究センター千葉県支部（☎043-268-
0381）、講習会については予防課（☎
20-1591）へ。

募 集


