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成田市公式SNS
さまざまな情報をお届け

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QR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。

個別的労使紛争のあっせん
労働委員会が応じます

　県労働委員会では、労働者と使用者と
の間で生じた解雇・パワハラ・労働条件
の不利益変更などのトラブルについて、
双方の歩み寄りによる円満な解決を目指
す「個別的労使紛争のあっせん」を行って
います。
　あっせんは無料で、労働者・使用者ど
ちらからでも申請できます。
※くわしくは県労働委員会事務局（☎04 

3-223-3735）へ。

選挙人名簿
登録者数が確定

　令和4年9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……………52,289人
◦女……………52,969人
◦合計 ………105,258人
※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎

20-1510・総務課内）へ。

物し催

鉄道の日記念イベント
ミニSLに乗ろう

　蒸気機関車D51の見学会やミニSLの
運行が行われます。また、運行当時の鉄
道グッズや写真の展示、花の苗の配布も
あります。
日時＝10月15日㈯ 午前10時〜午後3時
（雨天時は10月16日㈰）

会場＝栗山公園（花崎町）
※ミニSLへの乗車は無料です。公園に

は駐車場がないため、公共交通機関を
利用してください。くわしくは成田
SL保存会事務局（公園緑地課・☎20-
1562）へ。

交通安全ポスター展
飲酒運転の根絶を目指して

　秋の全国交通安全運動に合わせて、小
中学生が描いた交通安全ポスターの入賞
作品を展示します。作品を鑑賞しながら
交通安全について考えてみませんか。
期間＝9月21日㈬〜30日㈮
会場＝イオンモール成田1階ノジマ前
※くわしくは交通防犯課（☎20-1527）へ。

イギリス古版画の世界
秋の特別企画展

会場＝もりんぴあこうづ
入場料＝無料
展示会
日時＝9月28日㈬〜10月15日㈯ 午前9

時〜午後7時
内容＝17〜19世紀に制作された版画作

品などの展示
ギャラリートーク
日時＝10月9日㈰ 午後2時〜3時30分
内容＝「ローマ・バロック美術探訪」を

テーマに、ベルニーニとカラバッジョ
の作品やバロック時代の街の景観を紹
介する

講師＝酒
さか

井
い

清
せい

一
いち

さん（東北芸術工科大学
教員）

※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-
5252、第4月曜日は休館）へ。

ら知お せi

交通規制
関東大学女子駅伝大会に伴う

　関東大学女子駅伝対校選手権大会の開
催に伴い、9月25日㈰午前9時〜正午の
間、国道464号線・南環状線周辺で交通
規制が行われます。
　なお、感染症の拡大防止のため、中継
所や沿道での観戦は控えてください。ご
理解とご協力をお願いします。
※くわしくは関東学生陸上競技連盟（☎

03-5411-1488）へ。

ネーミングライツ
愛称を使用します

　市では、民間企業などとの協働により、
新たな財源を確保し、持続可能な施設運
営を行うことを目的とするネーミングラ
イツを導入しています。今回新たに、10
月1日㈯から次の施設で愛称が使用され
ます。
施設名と愛称
◦中台運動公園…重兵衛スポーツフィー

ルド中台
◦スカイタウンホール…なごみの米屋 

スカイタウンホール
◦スカイタウンギャラリー…なごみの米

屋 スカイタウンギャラリー
※くわしくは、中台運動公園については

スポーツ振興課（☎20-1584）、スカ
イタウンホール・スカイタウンギャラ
リーについては文化芸術センター（☎
20-1133）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、京成成田駅、公津の
杜駅、各郵便局、イオンモール成田（さ
くら広場）

※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。
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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人程度
業務内容＝展覧会の受け付け・監視業務

など
勤務期間＝11月26日〜1月15日
勤務日時＝週1〜3日程度（月曜日を除く） 

午前10時〜午後5時
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＝9月30日㈮（必着）までに写真

を貼った履歴書を直接または郵送で同
センター事務室（スカイタウン成田4階 
〒286-0033 花崎町828-11）へ。10
月12日㈬に面接を行います

※くわしくは同センター（☎20-1133、
月曜日は休館）へ。

市史講座
歴史を学ぶ

日時＝10月29日㈯ 午後2時〜4時
会場＝市立図書館本館
テーマ＝中世北総の荘園・公領（国

こく
衙
が

領
りょう

）
と人々の営み〜印東庄・埴生庄・大須
賀保・遠山方御厨を中心に

講師＝木
き

村
むら

修
おさむ

さん（市文化財審議委員会
副委員長）

定員＝60人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝市立図書館（☎27-2000）へ。

同館ホームページ（https://www.lib 
rary.city.narita.lg.jp）からも申し込
めます

※くわしくは同館（9月19日を除く月曜
日、9月20日㈫・30日㈮は休館）へ。

スポネットちば
さまざまな種目を体験

日時＝9月23日（金・祝） 午前9時〜午後
1時

会場＝中台運動公園陸上競技場
内容＝サッカー・陸上・スポーツ鬼ごっ

こ・バルシューレなどの体験
参加費＝300円（保険料など）
持ち物＝運動のできる服装、飲み物
※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://
www.npo-narita-sports.or.jp）へ。

助産師
保健福祉館で

応募資格＝助産師の資格を持つ人
募集人員＝若干名
業務内容＝子育て世代包括支援センター

の保健業務
勤務期間＝11月1日〜3月31日
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
勤務場所＝健康増進課（保健福祉館内）
時給＝1,450円〜1,490円（金額は職務

経験年数に応じて決定）
応募方法＝9月30日㈮（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
健康増進課（〒286-0017 赤坂1-3-1）
へ。後日、面接日を通知します

※くわしくは同課（☎27-1111）へ。

一般事務員
保育課で

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝1人
業務内容＝データ入力、書類整理など
勤務期間＝11月1日〜3月31日
勤務日時＝月〜金曜日（祝日を除く） 午前

9時〜午後5時
勤務場所＝保育課（市役所2階）
時給＝990円〜1,010円（金額は職務経

験年数に応じて決定。社会・雇用保険
加入あり）

応募方法＝10月7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（〒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。

Wリーグ成田大会
女子バスケットボール

日時＝10月29日㈯・30日㈰ 午後4時
から

会場＝重兵衛スポーツフィールド中台
（中台運動公園）体育館

対戦カード＝シャンソンVマジック対東
京羽田ヴィッキーズ

入場料
◦自由席…一般2,000円、小学生〜高

校生1,000円（未就学児は無料）
◦指定席…コートサイド1列目5,000

円・2列目4,500円、コートエンド1
列目5,000円・2列目4,500円・3列
目4,000円、車イス3,000円（付き添
い1人）

◦エリア指定席…ベンチ裏3,000円
前売り券販売期間＝各開催日の前日まで
（指定席・エリア指定席は各開催日の
10日前まで）

前売り券販売場所＝チケットぴあ
当日券販売場所＝重兵衛スポーツフィー

ルド中台（中台運動公園）体育館（当日
券は500円増し）

※くわしくは市バスケットボール協会
ホームページ（http://basketnrt.we 
b.fc2.com）または同協会事務局・倉

くら

波
なみ

さん（☎080-7213-1605）へ。

関東還暦・古希軟式野球大会
シニアによる熱い戦いを

　還暦の部・古希の部の各16チームに
よるトーナメント戦です。熟練のプレー
を観戦してみませんか。
時間＝午前9時から
会場＝大谷津運動公園野球場、重兵衛ス

ポーツフィールド中台（中台運動公園）
野球場

古希の部
期日＝9月27日㈫〜29日㈭（予備日9月

30日㈮）
還暦の部
期日＝10月1日㈯〜3日㈪（予備日10月4

日㈫）
※入場は無料です。観戦を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは千葉県還
暦軟式野球連盟ホームページ（https: 
//chibakbl.her.jp）またはスポーツ振
興課（☎20-1584）へ。

募 集

説明に聞き入る
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リサイクル教室
着物から作務衣作り

　使わなくなった着物を利用して、オリ
ジナルの作

さ
務
む

衣
え

を作ってみませんか。
日時＝10月11日㈫・18日㈫（全2回） 午

前10時〜午後4時
会場＝リサイクルプラザ
定員＝10人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝ほどいた着物、裁縫道具、はさ

み、50cmの物差し、寸法（ズボン丈・
ヒップ・ウエスト）のメモ、昼食

※申し込みはリサイクルプラザ（☎36-1 
000、祝日は休館）へ。

空気砲で遊ぼう
身近にある物を使って作る

日時＝10月8日㈯・9日㈰ 午前10時〜
11時30分

会場＝子ども館
内容＝ペットボトルやゴム風船などの身

近にある材料を使って空気砲を作り、
的当てゲームで遊ぶ

対象＝小学生
定員＝各12人（応募者多数は抽選）
参加費＝100円（材料費）
申込方法＝9月24日㈯までにEメールで

住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学
校名・学年・イベント名・希望日を子
ども館（Eメールkodomokan-even 
t@roukyou.gr.jp）へ。9月24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、祝日、第3
日曜日は休館）へ。

健康ウォーキング大会
秋の風を感じながら

日時＝10月23日㈰ 午前8時30分から
（雨天決行）

集合場所＝ボンベルタ成田2階アネック
ス館前

コース＝12㎞コース（八代・北須賀方面）
参加費＝200円（中学生以下は無料。保

険料など）
持ち物＝筆記用具、飲み物、雨具
※申し込みは10月14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。

医療的ケア看護師
玉造保育園で

応募資格＝看護師の資格を持つ人
募集人員＝1人
業務内容＝園児の医療的ケア
勤務期間＝11月1日〜3月31日
勤務日時＝週5日程度（日曜日、祝日を除

く） 午前8時30分〜午後5時（時間外勤
務あり）

勤務場所＝玉造保育園
時給＝1,530円〜1,550円（金額は職務

経験年数に応じて決定。社会・雇用保
険加入あり）

応募方法＝9月30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。

うなバレー大会
柔らかいボールで楽しめる

　うなバレーはミニバレーをアレンジし
た競技で、うなりくんを描いたビニール
ボールを使います。
　子どもから大人まで誰でも楽しむこと
ができるので、気軽に参加してみません
か。
日時＝10月15日㈯ 午前9時〜午後3時
会場＝重兵衛スポーツフィールド中台
（中台運動公園）体育館

チーム編成＝5〜8人（男女混合）
参加費（1人当たり）＝100円（保険料）
子どもの部
対象＝小学生以下
大人の部
対象＝中学生以上
※1人でも参加できます。申し込みは10

月3日㈪までに市スポーツ推進委員連
絡協議会事務局（スポーツ振興課・☎
20-1584）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＝11月4日㈮・18日㈮・25日㈮ 午

後3時〜4時
筋膜リリース
日時＝11月11日㈮・25日㈮ 午前10時

〜11時30分
ヨガ教室
日時＝11月16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、9月19日・10月10日を除
く月曜日、祝日の翌日は休館）へ。

CTUデュアスロン in フレンドリーパーク下総
ランとバイクで競う

日時＝11月23日（水・祝） 午前8時30分
から

会場＝下総運動公園サイクルロード
競技種目
◦小学生（低・中・高学年）…ラン1㎞・

バイク3㎞・ラン1㎞
◦中学生・一般B（高校生以上）…ラン

1.5㎞・バイク10.5㎞・ラン1.5㎞
◦一般A（高校生以上）…ラン3㎞・バイ

ク21㎞・ラン3㎞
定員＝小学生（低・中・高学年）各30人、

中学生20人、一般A80人、一般B30
人（先着順）

参加費＝小学生2,500円、中学生・一
般B3,500円、一般A4,500円（保険
料など）

申込方法＝10月28日㈮までに大会ホー
ムページ（https://mc-pro.co.jp）か
ら申し込む

※くわしくは大会事務局（☎049-215-
5983）へ。

仲間へボールをつなぐ

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
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体育館のイベント
重兵衛スポーツフィールド中台

会場＝重兵衛スポーツフィールド中台
（中台運動公園）体育館

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＝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＝10月3日㈪
11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
◦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
※くわしくは重兵衛スポーツフィールド

中台（中台運動公園）体育館（☎26-72 
51）へ。

にこにこげきじょう
親子で楽しみませんか

日時＝10月5日㈬ 午前10時30分〜11
時10分

会場＝もりんぴあこうづ
出演＝人形劇団ののはな
対象＝市内在住の0〜2歳児と保護者
定員と参加費＝20組（先着順）・無料
※申し込みは9月15日㈭午後3時から公

津の杜なかよしひろば（☎27-7300、
第4月曜日は休館）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＝11月23日（水・祝）
会場＝千葉経済大学（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＝9月16日㈮〜10月6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- 
0843 千葉市中央区末広2-14-1）へ。
10月3日㈪までは同センターホーム
ページ（https://www.shoubo-shik 
en.or.jp）からも申し込めます

受験者講習会
日時＝10月14日㈮ 午前9時30分〜午

後4時45分
会場＝四街道市文化センター
受講料＝3,700円（テキスト代は実費）
申込方法＝9月26日㈪〜30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（☎043-26 
8-0381）、講習会については予防課

（☎20-1591）へ。

リズム体操教室
運動を楽しもう

日時＝10月13日・27日、11月10日・
24日、12月8日の木曜日（全5回） 午
前10時〜11時

会場＝豊住ふれあい健康館
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝20人（先着順）
参加費＝500円（保険料など）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、タ

オル、飲み物
※申し込みは豊住ふれあい健康館（☎3 

7-7601、火曜日は休館）へ。

市民文化祭
日頃の成果を披露

　市民の皆さんが日頃の文化芸術活動の
成果を披露する市民文化祭が約1カ月間
にわたり開催されます。期間中は、多く
の展示会や発表会などが行われます。
　各会場で行われる催しに足を運んで、
芸術の秋を満喫してみませんか。
展示の会場と催し物・期日
中央公民館
◦山野草展…10月8日㈯・9日㈰
なごみの米屋 スカイタウンギャラリー
◦陶芸展…10月14日㈮〜20日㈭
◦市民美術展…10月15日㈯〜23日㈰
◦いけばな展…10月29日㈯・30日㈰
◦書道協会展…10月29日㈯〜11月6日

㈰
◦手工芸・文芸・市民書道展…11月2

日㈬〜6日㈰
発表などの会場と催し物・日時
なごみの米屋 スカイタウンホール
◦邦楽のつどい…10月8日㈯ 午前11時

〜午後3時
◦軽音楽のつどい…10月9日㈰ 午後1

時〜5時
◦ダンス・バレエの祭典…10月22日㈯

午前10時〜午後4時
◦舞踊の祭典…10月30日㈰ 午前10時

〜午後4時
◦演劇祭…11月6日㈰ 午後2時〜7時
成田公民館
◦短歌大会…10月8日㈯ 午後1時〜4時

30分
大栄公民館
◦歌謡の祭典…10月9日㈰ 午前9時30

分〜午後6時
◦青少年音楽祭…10月18日㈫ 午前10

時〜午後3時
◦民謡の祭典…11月13日㈰ 午前11時

〜午後3時30分
宗吾霊堂・赤坂ふれあいセンター
◦市民茶会…11月3日（木・祝） 午前10

時〜午後3時
※入場は無料です。日程は変更となる場

合があります。くわしくは文化国際課
（☎20-1534）または市ホームページ
（https://www.city.narita.chiba.
jp/bunka_sports/page205300.
html）へ。

募 集


