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グラジオラスの球根配布
花と緑のあふれるまちへ

配布日時＝4月19日㈫～21日㈭ 午前9
時～午後5時
配布量＝1,500袋（先着順。1人1袋まで）
配布場所＝公園緑地課（市役所5階）、下

総・大栄支所、中央公民館、三里塚コ
ミュニティセンター、もりんぴあこう
づ

※くわしくは公園緑地課（☎20-1562）
へ。

物し催

消防団夏季訓練
地域の安全・安心のために

　市内の消防団の部長・班長・新入団員
を対象に、規律や部隊行動、消防技術の
習得を行う夏季訓練を実施します。
日時＝5月1日㈰ 午前9時～11時30分
会場＝大谷津運動公園多目的広場
※くわしくは消防総務課（☎20-1590）へ。

三里塚・幻の軽便鉄道展
成田の歴史を感じる

　昭和19年まで運行されていた軽便鉄
道の資料や写真、ジオラマのほか、実際
に使用していた枕木などを展示します。
日時＝4月23日㈯～5月8日㈰ 午前9時

～午後5時
会場＝三里塚コミュニティセンター
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは同館（☎40-4880、月曜日
は休館）へ。

青い麦の子作品展
かしの木園の利用者による

　障がい者支援施設の紹介や、利用者が
制作した絵画などを展示します。
日時＝4月18日㈪～5月1日㈰ 午前9時

～午後7時
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。

ももなり高展〜劇画と歩んだ50年
成田で活動する漫画家による

　市内在住の漫画家・ももなり高
たかし

さん
による、中国の歴史を題材にした作品の
原画などの展覧会を開催します。
展覧会
日時＝4月20日㈬～5月22日㈰ 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
ワークショップ
日時＝4月30日㈯ 午後2時～3時30分
会場＝スカイタウンホール
内容＝漫画家のアシスタントが行うペン

入れなどの体験
講師＝ももなり高さん
対象＝小学生以上（小学3年生以下は保

護者同伴）
定員＝15人（先着順）
参加費＝500円（材料費）
持ち物＝鉛筆、消しゴム、筆ペン、30cm

定規
アーティストトーク
日時＝5月3日（火・祝） 午後2時～2時30分
会場＝スカイタウンギャラリー
講師＝ももなり高さん
定員＝15人（先着順）
入場料＝無料
※ワークショップとアーティストトーク
の申し込みは4月19日㈫午前10時か
ら文化芸術センター（☎20-1133）、
展覧会の鑑賞を希望する人は当日直接
会場へ。くわしくは文化芸術センター
（月曜日は休館）へ。

スポーツツーリズムフェス
さまざまな競技の魅力を

日時＝4月29日（金・祝）～5月5日（木・
祝）（5月2日㈪を除く） 午前10時～午
後4時
会場＝イオンモール成田
内容＝ボッチャ体験、千葉ジェッツ（バス

ケットボールチーム）とクボタスピアー
ズ船橋・東京ベイ（ラグビーチーム）の
PRイベントなど
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 
84）へ。

農作業と機械作業
令和4年度の標準額が決定

農作業標準賃金

機械作業標準料金
　水田機械作業標準料金は、区画整理さ
れた水田（30a区画）を想定して設定さ
れています。乾燥調製、育苗を除く作業
は、オペレーター1人付き料金です。

※料金は消費税を含みます。くわしくは
農業委員会事務局（☎20-1573）へ。

緑のカーテン
種を配布します

　緑のカーテンは、ツル性植物で建物を
覆う自然のカーテンです。設置すること
で日差しを和らげ、室内の温度上昇を抑
えるなどの効果が期待できます。
　なりた環境ネットワークでは、緑の
カーテン用にアサガオ・ゴーヤ・キュウ
リの種を配布します。
　今年の夏を快適に過ごすために、緑の
カーテンを作りませんか。
配布量＝2,000袋（先着順。1人2袋まで）
配布場所＝環境計画課（市役所5階）、下

総・大栄支所
※くわしくは、なりた環境ネットワーク

事務局（環境計画課・☎20-1533）へ。

作業種目 契約
種別

標準賃金
（円） 備考

水田 1日 9,900 実労働時間
は8時間畑・果樹収穫 1日 8,500

作業種目 契約
種別

標準料金
（円） 備考

水田耕起 トラクター 10a請負 6,300 ロータリー
1回分の料金

水田
代かき

トラクター
（①ロータ
リー②ドラ
イブハロー）

10a請負 ①6,300
②6,600 仕上げの料金

あぜ塗り トラクター 1m
当たり 38 100mを

基礎に算出

植え付け 田植機 10a請負 8,200
稚苗の場合

（苗費は含ま
ない）

刈取脱穀 コンバイン 10a請負 1万8,000 籾運搬費は
別途910円

乾燥調製 60kg
当たり 2,900 籾摺料金の

640円を含む

育苗 1箱
当たり 760 稚苗の場合

畑耕起 トラクター 10a請負 6,100 ロータリー
1回分の料金
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おかあさんありがとう
一輪挿しを作ろう

日時＝5月7日㈯・8日㈰ 午前10時～11
時30分
会場＝子ども館
対象＝小学生
内容＝壁掛けの一輪挿しと造花のカー

ネーションを作る
定員＝各16人（応募者多数は抽選）
参加費＝100円（材料費）
申込方法＝4月23日㈯までにEメールで

住所・氏名・電話番号・学校名・学年・
希望日を子ども館（Eメールkodomok 
an-event@roukyou.gr.jp）へ。4月23
日㈯午前10時～午後6時は電話（☎20-
6300）からも申し込めます

※くわしくは同館（月曜日、第3日曜日は
休館）へ。

放課後子ども教室
教育活動サポーター

　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。
　子どもたちの見守りや受け付けなどの
事務を行う教育活動サポーターとして活
動しませんか。
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
活動日時＝月1～4回 午後1時30分～4

時30分
活動場所＝遠山・豊住・八生・公津・加

良部・中台・公津の杜・美郷台小学校、
下総みどり学園
応募方法＝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（☎20-1583 Eメールshog 
aku@city.narita.chiba.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.ht 
ml）で確認できます。
くわしくは同課へ。

展覧会の監視員
文化芸術センターで

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝8人
業務内容＝展覧会の受け付け・監視業務

など
勤務期間＝5月28日～7月10日
勤務日時＝週1～4日程度（月曜日を除

く） 午前10時～午後5時のシフト制
勤務場所＝文化芸術センター
時給＝990円～1,010円（金額は職務経

験年数に応じて決定）
応募方法＝4月28日㈭（当日消印有効）

までに写真を貼った履歴書を直接また
は郵送で観光プロモーション課（市役
所4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（☎20-1540）へ。

海上・航空自衛官
日本の安全を守る

受付期限＝5月20日㈮
技術海曹・技術空曹
応募資格＝20歳以上で、指定する国家

免許や資格を持つ人など
試験日＝6月17日㈮
技術海上幹部・技術航空幹部
応募資格＝大卒以上で、指定する学部・

専攻学科などを卒業し、2年以上の関
連業務の経験がある人
試験日＝6月20日㈪
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

春季ユニカール教室
室内で楽しむ

　専用のカーペットの上でプラスチック
製のストーンを滑らせて楽しむカーリン
グです。
日時＝5月6日㈮・20日㈮・27日㈮、6

月10日㈮ 午後6時30分～8時30分
会場＝市体育館
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝各20人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは各開催日の前日までに市レ

クリエーション協会事務局（スポーツ振
興課・☎20-1584）へ。

イベント補助員
一緒に働きませんか

応募資格＝パソコン操作ができ、体力に
自信がある人
業務内容＝着ぐるみの着用、観光イベン

トの補助、データ整理など
勤務期間＝6月1日～3月31日
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（金額は職務

経験年数に応じて決定。社会・雇用保
険加入と期末手当あり）
応募方法＝5月6日㈮（当日消印有効）ま

でに写真を貼った履歴書を直接または
郵送で観光プロモーション課（市役所
4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（☎20-1540）へ。

女子サッカーナイター練習会
基礎から教わる

日時＝5月11日、6月1日、7月6日、8月
3日、9月7日・21日、11月2日、12
月14日、1月11日、2月1日、3月1日
の水曜日 午後7時～9時
会場＝中台運動公園球技場
内容＝シニアとの試合形式の練習
参加費＝無料
※申し込みは各開催日の前日までに市

サッカー協会・山
やま

田
だ

さん（☎090-483 
5-3318）へ。

ら知お せi

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。
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初心者のための英会話教室
すぐに使える

日時＝5月13日・27日、6月3日・10日・
17日・24日の金曜日（全6回） 午前10
時～正午
会場＝中央公民館
内容＝簡単な英会話のフレーズを学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員と参加費＝18人（応募者多数は初め

ての人を優先に抽選）・無料
申込方法＝4月26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・教室名を中央公民
館（〒286-0017 赤坂1-1-3 Eメールk 
ominkan＠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。

太極拳教室
ゆっくりとした動きで健康に

日時＝4月30日㈯ 午後1時～3時
会場＝市体育館
定員と参加費＝20人（先着順）・無料
持ち物＝上履き、タオル、飲み物
申込方法＝4月28日㈭までにFAXで住所・

氏名・年齢・電話番号・教室名を市ス
ポーツ協会事務局（FAX33-3813）へ

※くわしくは太極拳連盟・麻
あ

生
そう

さん（☎
26-6473）へ。

スポーツツーリズム人材バンク
専門的な知識を活用

　市では「スポーツツーリズム人材バン
ク」を設置し、ボランティア・スポーツ・
観光・語学について専門的な知識を持つ
人を紹介しています。
　また、専門的な知識を活用するため、
登録を希望する人も募集しています。
申込方法＝市ホームページ（https://ww 

w.city.narita.chiba.jp/bunka_spo 
rts/page0118_0017 
6.html）にある申し込
み専用フォームから申
し込む。または、同ホー
ムページにある依頼書に必要事項を書
いて、Eメールでスポーツ振興課（Eメー
ルshosport@city.narita.chiba.jp）
へ

※くわしくは同課（☎20-1584）へ。

成人式実行委員
自分たちの手で盛り上げよう

　市では、令和5年成人式を企画・運営
する実行委員を募集します。
対象＝平成14年4月2日～15年4月1日

生まれで、市内在住または市内の学校
に通っていた人
定員＝20人（応募者多数は選考）
※令和6年対象者（19歳）も若干名募集

します。申し込みは5月27日㈮まで
に生涯学習課（☎20-1583）へ。

パラスポルト大会
体験して理解を深める

日時＝5月8日㈰ 午前10時～正午、午
後1時～3時
会場＝市体育館
内容＝パラスポーツのボッチャ・フライ

ングディスク・車いす体験など
定員＝各150人（先着順）
参加費＝300円（保険料など）
持ち物＝運動のできる服装・上履き
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは成田スポーツアカデミー
（☎36-5318 ホームページhttps://w 
ww.npo-narita-sports.or.jp）へ。

9人制バレーボール教室
基礎から学べる

日時＝6月1日㈬・10日㈮・14日㈫ 午前
10時～午後3時
会場＝市体育館
内容＝基礎・試合形式の練習など
対象＝市内・近隣市町在住の20歳以上

の女性
参加費（1回当たり）＝500円（保険料など）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、タ

オル、昼食、飲み物
※申し込みは市家庭婦人バレーボール連

盟・竹
たけ

畑
はた

さん（☎090-8596-2298）へ。

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＝5月2日㈪
6月に開催するイベント
◦ヨガ教室
◦モーニング・ヨガ
◦ランチタイム・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
◦スッキリ・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。

さんりづかいきいき音楽くらぶ
童謡や歌謡曲を一緒に

　懐かしい童謡や唱歌、歌謡曲などをピ
アノの生演奏に合わせて手拍子などで一
緒に楽しみませんか。
日時＝5月26日㈭、6月2日㈭・16日㈭・

23日㈭（全4回） 午前10時～11時30
分
会場＝三里塚コミュニティセンター
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日は休館）へ。 トスのポイントを教わる
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成年後見支援センター面接相談員
一緒に働きませんか

応募資格＝社会福祉士の資格を持つ人
募集人員＝1人
業務内容＝成年後見制度に関する面接相

談、制度利用促進に関する事務
勤務期間＝6月1日～3月31日
勤務日時＝週2日（土・日曜日、祝日を

除く） 午前9時～午後5時
勤務場所＝高齢者福祉課（市役所議会棟

1階）
時給＝1,430円
応募方法＝4月27日㈬（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
高齢者福祉課（〒286-8585 花崎町7 
60）へ。後日、面接日を通知します

※くわしくは同課（☎20-1537）へ。

絵本の読み聞かせ講座
小学校などで活動する人に

期日と内容（全2回）
◦6月3日㈮…絵本の選び方
◦6月10日㈮…読み聞かせ実習
時間＝午前10時～正午
会場＝市立図書館本館
対象＝市内在住で、小学校などで絵本の

読み聞かせをしている人または今後活
動予定の人
定員＝20人（初めての人を優先に先着順）
参加費＝無料
申込方法＝市立図書館（☎27-2000）ま

たは同館ホームページ（https://ww 
w.library.city.narita.lg.jp）へ

※くわしくは同館（月曜日は休館）へ 。

企業対抗ゴルフ大会
2人一組でのチーム戦

日時＝6月6日㈪ 午前8時から
会場＝成田フェアフィールドゴルフクラ

ブ（北羽鳥）
対象＝市内の企業・団体・組合などに勤

務する職場内のペア
参加費（1人当たり）＝1万7,000円（プレー

代・昼食代・賞品代など）
申込方法＝5月9日㈪までにFAXで参加

者全員の住所・氏名・電話番号・勤務
先を市スポーツ協会事務局（FAX33-
3813）へ

※くわしくは同事務局（☎33-3811）へ。

親子のコミュニケーション講座
どならない子育て練習法

　子どもが言うことを聞いてくれない、
しつけをどうしたらいいか分からないな
ど、子育てで困っていませんか。同じ悩
みを抱えている保護者が集まり、子ども
を褒めて伸ばすコミュニケーション方法
などを学びます。
日時＝5月24日・31日、6月7日・14日・

21日・28日、7月5日の火曜日（全7
回） 午前10時～正午
会場＝男女共同参画センター
対象＝市内在住のおおむね平成26年4

月2日～令和2年4月1日生まれの子ど
もの保護者
定員＝8人（先着順）
参加費＝無料
※乳幼児の託児を5人（先着順）まで受け

付けます。申し込みは5月23日㈪まで
に子育て支援課（☎20-1538）へ。

親子記者事業参加者
平和への願いを伝えるために

期間＝8月8日㈪～11日（木・祝）
取材場所＝長崎市内（原爆資料館など）
内容＝平和についてのイベントや平和の

ために活動する人などを取材して新聞
を作る
対象＝小学4～6年生と保護者1人
定員＝全国で9組（応募者多数は抽選）
応募方法＝5月18日㈬（必着）までに日本

非核宣言自治体協議会ホームページ（h 
ttp://www.nucfreejapan.com）に
ある申込書を郵送またはEメールで同
協議会事務局（〒852-8117 長崎市平
野町7-8 長崎原爆資料館内 Eメールi 
nfo@nucfreejapan.com）へ

※リモート取材となる場合があります。
また、参加費などは補助があります。
くわしくは同協議会事務局（☎095-8 
44-9923）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
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）
【武道場】
定員＝各25人（先着順）
申込開始日＝4月15日㈮
セルフケア・ヨガ教室
日時＝6月3日㈮・17日㈮・24日㈮ 午

後3時～4時
筋膜リリース
日時＝6月10日㈮・24日㈮ 午前10時～

11時30分
ヨガ教室
日時＝6月15日㈬ 午前10時30分～11

時45分
【プール】
時間＝午前10時～11時
定員＝各30人（先着順）
持ち物＝水着、水泳帽、飲み物
申込開始日＝4月19日㈫
水中ウォーキング教室
期日＝6月18日㈯・25日㈯
シェイプアップ教室
期日＝6月23日㈭・30日㈭
アクアビクス
期日＝6月28日㈫
※申し込みは大栄B&G海洋センター（☎

73-5110、月曜日は休館）へ。

Let's go running
親子で行う

　ランニングの基本を学び、自分に合っ
た走り方を身に付けます。初夏の陽気の
下で一緒に汗を流しませんか。
日時＝5月5日（木・祝） 午前10時～11

時
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝小学生と保護者
定員＝10組（先着順）
参加費（1人当たり）＝100円（保険料など）
持ち物＝タオル、ランニングシューズ、

ふた付きの飲み物
※更衣室はありません。申し込みは4月

16日㈯からもりんぴあこうづ（☎27-
5252、第4月曜日は休館）へ。

募 集


