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図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

会場＝市立図書館1階おはなし室
0・1歳のおはなしかい
日時＝1月20日㈮ 午前11時〜11時30

分
対象＝0・1歳児と保護者
定員＝12組（初めての人を優先に先着

順）
持ち物＝薄手のハンカチ
申込方法＝1月5日㈭の午前9時30分か

ら市立図書館（☎27-2000）へ
2・3歳のおはなしかい
日時＝1月20日㈮ 午前10時15分〜10

時45分
対象＝2・3歳児と保護者
定員＝15組（先着順）
持ち物＝薄手のハンカチ
土曜日のおはなしかい
日時＝土曜日 午前11時〜11時30分
内容＝絵本の読み聞かせ（第3土曜日は

昔話などの語り）
対象＝4歳〜小学生（第3土曜日は5歳〜

小学生）
※参加費は無料です。「2・3歳のおはなし

かい」「土曜日のおはなしかい」への参加
を希望する人は当日直接会場へ。くわ
しくは市立図書館（☎27-2000）へ。

ナイトヨガ入門教室
女性のための

日時＝2月3日㈮・10日㈮・17日㈮（全
3回） 午後7時〜8時30分
会場＝中央公民館
内容＝ヨガの基礎や呼吸法を学ぶ
対象＝市内在住・在勤の18歳以上のヨ

ガ初心者の女性
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、バスタオル、

飲み物
申込方法＝1月20日㈮（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・氏名・年齢・
電話番号を中央公民館（〒286-0017 
赤坂1-1-3 Eメールkominkan@city.
narita.chiba.jp）へ

※くわしくは中央公民館（☎27-5911、
第1月曜日・祝日・1月10日㈫は休館）
へ。

男女共同参画セミナー
「カンブリア宮殿」に出演の講師による

　テレビ東京で放送されている「カンブリ
ア宮殿」に出演した講師が「女性と仕事〜
わたしらしく生きて行こう」をテーマに話し
ます。
日時＝2月11日（土・祝） 午後1時30分か

ら
会場＝男女共同参画センター
講師＝野

と こ ろ
老真理子さん（大里綜合管理株

式会社代表取締役社長）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員と参加費＝30人（先着順）・無料
申込方法＝1月31日㈫（当日消印有効）ま

でに電話・FAX・はがき・Eメールのい
ずれかで、住所・氏名・電話番号・託
児利用（2〜6歳）の希望の有無を市民協
働課（☎20-1507 FAX24-1086 〒2 
86-8585 花崎町760 Eメールkyod 
o@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

お知らせ

下総歴史民俗資料館
臨時休館

　1月17日㈫〜20日㈮は、企画展の準
備と資料の搬入のために休館となります。
※くわしくは下総歴史民俗資料館（☎96-

0080）へ。

し催 物

トリックアート展
作品と写真を撮って楽しもう

　目の錯覚を利用した飛び出して見える
絵など、子どもから大人まで楽しめる作
品が展示されます。
日時＝1月21日㈯〜2月19日㈰ 午前10

時〜午後6時
会場＝スカイタウンギャラリ－
入場料＝500円（未就学児は無料）
※くわしくは文化芸術センター（☎20-

1133、1月16日㈪・23日㈪・30日㈪
は休館）へ。

図書館本館・公津の杜分館は火〜金曜
日は午前9時30分〜午後7時（本館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�月の図書館休館日＝1日（日・祝）〜4日㈬
（年始休館）、10日㈫、16日㈪、23日㈪、
30日㈪、31日㈫ （館内整理日）

※ 9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時まで）。

図書館

平成28年11月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 56.0 66.6
長沼 59.0 69.7
北羽鳥 58.3 69.4
北羽鳥
北部 58.4 68.1

新川 58.5 68.9
猿山 51.4 61.4
滑川 56.5 66.5
西大須賀 58.5 69.9
四谷 58.6 68.8
高倉 60.7 73.6
内宿 56.1 66.1
磯部 59.9 71.0
水掛 58.8 69.1
幡谷 58.7 68.7
成毛 59.1 69.2
荒海 62.8 74.2
飯岡 61.6 72.9
大生 61.5 72.8
土室（県） 63.1 76.7
土室（NAA） 57.9 68.2

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 62.6 73.7
大室 60.6 70.7
大室（NAA） 60.2 71.5
野毛平
工業団地 62.0 73.0

芦田 63.3 76.0
赤荻 61.8 72.6
野毛平 62.0 73.7
下金山 54.9 66.7
押畑 53.5 63.8
新田（NAA） 54.9 68.5
新田 57.2 69.7
堀之内 59.5 70.9
馬場 57.4 68.9
遠山小 60.0 72.5
本三里塚 59.2 73.1
三里塚小 60.4 72.9
御料牧場
記念館 56.9 69.3

本城 58.6 70.7
南三里塚 58.5 71.6

※�航空機騒音の評価指標は、平成25年4月か
らWECPNLからLdenに変更されました。Lden
とは、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するもの
で、夕方や夜間の値には重み付けを行いま
す。単位はデシベル。この数値は速報値です。
くわしくは空港対策課（☎20-1521）へ。

色文字は、騒防法第一種区域に設置された
測定局を示します。
基準値�Lden：62デシベル以上（参考値WE�
CP�NL：75以上）

航空機騒音測定結果

会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
◇1月7日㈯＝「ローマの休日」
　1953年・アメリカ・字幕
◇1月14日㈯＝「シャレード（2002）」
　2002年・アメリカ/ドイツ・字幕
◇1月15日㈰＝「おさるのジョージ2 ゆかいな大冒険!」
　2009年・アメリカ・アニメ・吹替
◇1月21日㈯＝「午後の遺言状」
　1995年・日本
◇1月28日㈯＝「ガーディアンズ 伝説の勇者たち」
　2012年・アメリカ・アニメ・吹替
◆�定員は171人（先着順）、入場は無料、
上映は午後2時から。くわしくは視聴覚
サービスセンター（☎27-2533）へ。

映画会
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MESSAGE BOARD

伝 板言

応急手当普及員講習
心肺蘇生法を指導できるように

　心肺蘇
そ

生
せい

法などの指導方法を学び、応
急手当普及員として普通救命講習などを
開催しませんか。
日時＝2月7日㈫〜9日㈭（全3回） 午前9

時〜午後5時
会場＝赤坂消防署
対象＝次の全てに当てはまる人
◦市内在住・在勤・在学の18歳以上の人
◦普通救命講習または上級救命講習の受

講経験がある人
◦市内の自治会や事務所などで応急手当

などの指導をする人
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料（教科書などは別途実費）
申込方法＝事前に警防課(☎20-1592）へ

連絡し、1月24日㈫までに警防課ホー
ムページ（http://www.city.narita.c 
hiba.jp/sisei/download/shobo/o 
hkyuteatefukyuuinnkoushuumo 
usikomi.html）にある申込書を警防課

（市役所地下1階）へ
※くわしくは同課へ。

DIY入門教室
女性のための

日時＝2月12日㈰ 午前10時〜正午
会場＝中郷公民館
対象＝市内在住・在勤の20歳以上の女性
定員＝12人（応募者多数は抽選）
参加費＝2,200円（材料費）
持ち物＝軍手
申込方法＝1月20日㈮までに、はがきま

たはEメールで住所・氏名（フリガナ）・
年齢・電話番号・教室名を中郷公民館

（〒286-0832 赤荻1587-1 Eメール
kominkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎22-4614、月曜日・
祝日・1月10日㈫は休館）へ。

ママ子育て講座
カナダ生まれの親支援プログラム

　グループで話し合って自分に合った子
育ての仕方を学び、実践します。
日時＝1月20日・27日、2月3日・10日・

17日・24日の金曜日（全6回） 午前10
時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝市内在住で就学前の子どもと母親
定員＝12組（先着順）
参加費＝1,000円（資料代。託児代は別途）
申込方法＝電話またはEメールで住所・

氏名・年齢・電話番号を公津の杜なか
よしひろば（☎27-7300 Eメールkozu 
nakayoshi@yahoo.co.jp）へ

※くわしくは公津の杜なかよしひろばへ。

成田子ども名人戦
木村一基八段を迎えて

日時＝3月26日㈰ 午前9時30分から
会場＝成田山新勝寺信徒会館（決勝は成

田山新勝寺延命院特別対局室）
対象＝小学生（申し込み時6年生可）
定員＝64人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円（昼食代など）
申込方法＝2月24日㈮（当日消印有効）

までに、はがき・FAX・Eメールのい
ずれかで住所・氏名・年齢（学年）・電
話番号・棋力（段・級）を成田子ども名
人戦実行委員会事務局（〒286-0027 
仲町383-1 成田観光館内 FAX24-3 
310 Eメールkodomomeijin@nrtk.
jp）へ。3月中旬に参加の可否を通知し
ます

※くわしくは同事務局（☎24-3232）へ。

どならない子育て練習法講座（入門編）
褒めて伸ばす

　子どもを褒めることを通してコミュニ
ケーション方法を学びます。
日時＝2月14日㈫ 午前10時〜正午
会場＝市役所3階第二応接室
対象＝市内在住の平成20年4月2日〜

24年4月1日生まれの子どもの保護者
定員＝20人（先着順）
参加費＝1,080円（資料代）
※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2月3日㈮まで
に子育て支援課（☎20-1538）へ。

勤務期間＝平成29年4月1日〜30年3月31日（会計室事務補助員は平成29年3月1日〜29年5月31日）
応募方法＝封筒に職種を書き、履歴書に写真を貼って直接または郵送で各応募先へ

市役所で非常勤職員を募 集

募 集

職種（募集人員）
勤務場所 応募資格 業務内容 勤務条件 応募期間 応募・問い合わせ先など

事務・受け付け補助員
（3人程度）
市民課

基本的なパ
ソコン操作
と接客がで
きる人

窓口案内、証
明書の受け付
け・発行、書
類整理など

◦ 勤務日時＝月14日以内（日曜日を含む）、午前
8時30分〜午後5時のうち1日6時間のシフト
勤務

◦ 時給＝930円

◦ 1月16日㈪（必着）まで（土・日曜日、祝日を除く）
◦ 市民課（市役所1階 〒286-8585 花崎町760）・

☎20-1525　面接は2月10日㈮

事務・受け付け補助員
（1人）
子育て支援課

基本的なパ
ソコン操作
と接客がで
きる人

窓口での受け
付け、パソコン
データ入力、書
類整理

◦ 勤務日時＝週3日程度（日曜日を含む）、午前
9時〜午後5時

◦ 時給＝930円

◦ 1月16日㈪（必着）まで（土・日曜日、祝日を除く）
◦ 子育て支援課（市役所2階 〒286-8585 花崎町

760）・☎20-1538　面接は2月10日㈮

事務補助員
（2人程度）
会計室

心身共に健
康な人

窓口での公金
収納、事務補
助

◦ 勤務日時＝週3日程度（土・日曜日、祝日を除
く）、午前9時15分〜午後5時15分

◦ 時給＝920円（平成29年4月1日以降930円）

◦ 1月20日㈮（必着）まで（土・日曜日、祝日を除く）
◦ 会計室（市役所1階 〒286-8585 花崎町760）・

☎20-1571　面接は1月30日㈪または31日㈫

事務・受け付け補助員
（1人）
行政資料室

基本的なパ
ソコン操作
と接客がで
きる人

行政資料の販
売・配布・整理、
情報公開の受
け付けなど

◦ 勤務日時＝週3日程度（土・日曜日、祝日を除
く）、午前8時30分〜午後5時15分

◦ 時給＝930円

◦ 1月20日㈮（必着）まで（土・日曜日、祝日を除く）
◦ 総務課（市役所4階 〒286-8585 花崎町760）・

☎20-1510　面接日は後日通知


