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公津しだれ桜ふれあいまつり
春の訪れを喜んで

　公津公民館のシンボル・しだれ桜の花
の下で、イベントを楽しみませんか。
日時＝3月18日㈯・19日㈰ 午前10時

〜午後3時
会場＝公津公民館
内容
◦華道体験（3月18日㈯ 午前10時〜正

午）…参加費300円（材料費）。先着20
人。申し込みは3月14日㈫までに公
津公民館（☎26-9610）へ

◦茶道体験…参加費200円（材料費）。
参加を希望する人は当日直接会場へ

◦展示…陶芸（販売も）、書道・水墨画・
編み物・写真など

◦発表…軽音楽・カラオケ・ウクレレ・
オカリナ・マンドリン・日本舞踊・フ
ラダンスなど

◦模擬店…野菜、赤飯、焼きそば、パン、
ワッフルなど

※両日とも公民館の駐車場は利用できま
せん。くわしくは公津公民館（☎26-
9610、月曜日・祝日は休館）へ。

ふれあいコンサート
消防音楽隊が演奏

日時＝3月23日㈭ 午後0時10分から
会場＝市役所6階大会議室
出演＝市消防音楽隊
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（☎20-1534）へ。

女子サッカーフェスティバル
市内のチームが強豪と激突

　市内のジュニア・ユースチームと近隣
の強豪チームなどが対戦します。
日時＝4月1日㈯（荒天の場合は4月8日

㈯） 午前9時から
会場＝中台運動公園球技場
入場料＝無料
※観戦を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市サッカー協会・濱田さん
（☎090-8599-6918）へ。

ファミリーコンサート
ピタゴラスイッチのテーマを演奏

　NHK Eテレの番組「ピタゴラスイッ
チ」のオープニングテーマを手掛ける「栗
コーダーカルテット」のコンサートです。
日時＝3月28日㈫ 午後3時から
会場＝スカイタウンホール
出演＝栗コーダーカルテット、ビュー

ティフルハミングバード
入場料＝2,500円（4歳〜小学生1,500

円。当日は500円増し。4歳未満は入
場不可）
入場券（全席自由）販売場所＝文化芸術セ

ンター事務室（スカイタウン成田4階）、
チケットぴあ

※くわしくは同センター（☎20-1133、
月曜日・3月21日㈫は休館）へ。

すかいたうん亭
今回は女流落語会

日時＝5月21日㈰ 午後2時から
会場＝スカイタウンホール
出演＝三遊亭粋

すい
歌
か

さん、三遊亭美るくさ
ん
対象＝小学生以上（小学生未満は入場不

可）
定員＝250人（先着順）
入場料（全席自由）＝1,000円
※申し込みは文化芸術センター（☎20-

1133、月曜日・3月21日㈫は休館）へ。

なりたカルチャーフェスティバル
ヒップホップダンスなどを披露

日時＝3月12日㈰ 午後2時から
会場＝国際文化会館大ホール
内容＝ヒップホップダンスとゴスペルの

発表、オカリナ演奏
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは国際文化会館（☎23-1331、
月曜日、祝日の翌日は休館）へ。

出演者の皆さん

図書館本館は火～金曜日は午後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�月の図書館休館日＝6日㈪、13日㈪、21
日㈫ 、27日㈪、31日㈮（館内整理日）

※ 20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

平成29年1月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 54.3 65.2
長沼 57.6 68.6
北羽鳥 56.7 68.2
北羽鳥
北部 56.8 67.0

新川 57.5 68.3
猿山 50.8 60.9
滑川 55.7 65.9
西大須賀 57.4 68.8
四谷 57.6 67.9
高倉 59.6 72.5
内宿 55.4 65.2
磯部 58.7 70.3
水掛 58.0 68.4
幡谷 57.9 68.2
成毛 58.4 68.6
荒海 61.4 72.9
飯岡 60.5 72.3
大生 60.5 72.0
土室（県） 61.9 75.5
土室（NAA） 57.0 67.1

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 61.5 72.8
大室 59.7 69.6
大室（NAA） 60.1 71.0
野毛平
工業団地 61.1 72.5

芦田 62.1 74.8
赤荻 60.7 71.6
野毛平 61.1 72.8
下金山 53.9 65.9
押畑 52.7 63.1
新田（NAA） 57.0 70.2
新田 58.8 71.1
堀之内 58.9 70.3
馬場 56.7 68.0
遠山小 59.0 71.3
本三里塚 58.1 71.8
三里塚小 58.7 71.2
御料牧場
記念館 55.7 68.2

本城 57.5 69.3
南三里塚 57.2 70.2

※�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�
CPNL：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
◇3月5日㈰＝「ポリスカーズ」
　2013年・ノルウェー・アニメ・吹替
◇3月11日㈯＝「遺体 明日への十日間」
　 2013年・日本
◇3月18日㈯＝「ワールドエンド！フィニーと

ノアの箱舟」
　2015年・ドイツ/ルクセンブルク/ベル

ギー /アイルランド・アニメ・吹替
◇3月19日㈰＝「サクラサク」
　2014年・日本
◇3月24日㈮＝「みつばちマーヤの大冒険」
　2014年・ドイツ/オーストラリア・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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豊住ふれあい健康館
4月分の予約を受け付け

貸出時間＝午前9時〜午後9時
休館日＝火曜日
使用料

予約方法＝生涯スポーツ課（☎20-158 
4）へ

※オープンを記念し、4月1日㈯午前10
時からチアダンスの披露や館内見学が
行われます。くわしくは同課へ。

雇用促進奨励金
障がい者などを雇った事業主に

対象＝市内に事業所があり、次のいずれ
かに当てはまる市内在住者を常用労働
者として雇用した事業主（①〜③は公
共職業安定所の紹介で雇用した場合に
限る）

①障がい者
②20歳未満の子や障がいのある子を扶

養する母子家庭の母と父子家庭の父
③55〜64歳の人
④自己の事業所（定年を60歳以上に定め

ている事業所に限る）の定年退職者
奨励金の額（1人当たり）＝月額1万7,000

円（重度の障がい者は2万2,000円）
助成期間＝雇用した翌月から12カ月（重

度の障がい者は18カ月）
申請期間＝3月13日㈪まで
※くわしくは商工課（☎20-1622）へ。

都市計画
変更案の縦覧と意見提出を

　平成29年度に変更を予定している都
市計画案について、次の通り縦覧し、意
見書を提出できます。
縦覧期間＝3月3日㈮〜17日㈮
縦覧場所＝都市計画課（市役所5階）
内容＝道路の変更（県決定）、用途地域・

高度地区の変更（市決定）
提出方法＝3月17日㈮（当日消印有効）

までに縦覧場所にある意見提出用紙に
必要事項を書いて、直接または郵送
で都市計画課（〒286-8585 花崎町
760）へ

※くわしくは同課（☎20-1560）へ。

子ども会連絡会
加入団体の活動を助成

　子ども会連絡会では、入会説明会を次
の通り開催します。加入団体は活動助成
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可能です。
日時＝3月16日㈭ 午前10時〜正午
会場＝市役所6階大会議室
対象＝市内の子ども会の代表者、子ども

会活動に興味のある人
※申し込みは子ども会連絡会事務局（生

涯学習課・☎20-1583）へ。

動物の愛護・管理に関する条例
最期まで責任を持って

  県では「千葉県動物の愛護及び管理に
関する条例」を制定し、殺処分のない、
人と動物が幸せに暮らせる社会を目指し
ています。ペットは最期まで面倒をみる、
不妊・去勢手術をするなど、適正な飼い
方をしましょう。
　また、次のようなときは必ず保健所へ
届け出ましょう。守られない場合は、過
料・罰金を科せられることがあります。
◦犬・猫を合わせて10匹以上飼うとき
◦特定動物（ニホンザル、イヌワシ、ワ

ニガメなど）が逃げたときや、人に危
害を加えたとき

◦犬が人をかんだとき。保健所へ届け出
るほか、犬が狂犬病にかかっていない
か獣医師の検診を受けさせる

※くわしくは印旛健康福祉センター（印
旛保健所）成田支所（☎26-7231）へ。

労災・職業病なんでも相談会
弁護士や専門家が応えます

日時＝3月25日㈯ 午後1時〜4時
会場＝船橋市勤労市民センター
※参加費は無料です。相談を希望する人

は当日直接会場へ。くわしくは千葉中
央法律事務所（☎043-225-4567）へ。

合同企業説明会in NARITA
地元で就職を考えている人へ

期日＝3月28日㈫ 
内容と時間
◦エントリーシート・履歴書対策講座…

正午〜午後1時
◦市内の企業による合同説明会…午後1

時〜4時
会場＝成田東武ホテルエアポート
対象＝就職活動中の30歳未満の人
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

JR成田駅から会場まで無料送迎バス
も運行されます。くわしくは合同企業
説明会in NARITA事務局（☎03-590 
9-1958 ホームページhttp://chiikila 
bo.mynavi.jp/2016/narita）へ。

飼料用米などへの転換
稲作農家の皆さんへ

　主食用米の需給改善を図り、安定した
収入を確保するために、飼料用米などの
栽培に取り組みませんか。既存の機械や
施設がそのまま使え、国や県などの支援
策が受けられます。県農業再生協議会の
ホームページ（http://www.chiba-sui 
den.jp/）で収入の試算ができます。
※くわしくは農政課（☎20-1541）へ。

お知らせ

設備 金額
（2時間当たり）

スタジオ
（鏡、ダンスバー、
音響設備あり）

1,250円（午後5時以
降は1,500円）

多目的室1・2 540円（午後5時以降
は640円）

創作室
（ろくろ、陶芸窯、
イーゼルあり）

860円（陶芸窯の燃
料代は別途。午後5
時以降は1,030円）

体育館
（バスケットコート
1面、バレーコー
ト2面）

540円（午後5時以降
は640円）

期日＝3月4日㈯・5日㈰・11日㈯・
12日㈰・18日㈯・19日㈰・20日

（月・祝）・25日㈯・26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（☎22-

2102）へ。

表参道で交通規制
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市ソフトボール協会
一緒に活動しませんか

チーム区分＝男、女、シニア
対象＝市内在住・在勤・在学の大学生以

上（シニアは60歳以上）の人が参加す
るチーム（企業チームを含む）
会費（1チーム当たり）＝年額5,000円
※くわしくは市ソフトボール協会・坪田

さん（☎26-0889）へ。

女子ソフトボール選手
東部五市体育大会

　5月に旭市で行われる東部五市体育大
会のソフトボール競技に、市の代表とし
て出場する女子選手を募集します。
対象＝市内在住・在勤・在学の18歳以

上の経験者（高校生を除く）
※申し込みは4月9日㈰までに市ソフト

ボール協会・坪田さん（☎26-0889）へ。

スポーツ少年団のメンバー
運動好きな小学生集まれ

募集種目＝野球、ミニバスケットボール、
卓球、ラグビー、剣道、サッカー、バレー
ボール（女子のみ）、空手、ハンドボー
ル
対象＝小学生以上（未就学児は相談して

ください）
※くわしくは市スポーツ少年団事務局
（生涯スポーツ課・☎20-1584）へ。

自衛隊幹部候補生（一般）
平和を仕事にする

応募資格＝20〜25歳の人（22歳未満の
人は大卒（平成30年3月末日までに卒
業見込みの人を含む））
受付期限＝5月5日（金・祝）
1次試験日＝5月13日㈯・14日㈰のい

ずれか1日
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

生涯大学院と成田社会人大学
あなたの学びを応援

　市では、皆さんが生涯学習に取り組め
るよう「生涯大学院」と「明治大学・成田
社会人大学」を開設しています。
生涯大学院
会場＝生涯大学校（囲護台）ほか
学習内容
◦教養講座（午前10時〜正午）…成田・

千葉の歴史、健康・軽スポーツ、俳句、
社会保険制度など

◦専門講座（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つ選択
そのほかの活動＝学園祭、グラウンド・

ゴルフ、広報誌の編集、作品展など
対象＝市内在住の60歳以上（4月1日現

在）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17日㈮（必着）までに、は

がきに住所・氏名（フリガナ）・性別・
生年月日・電話番号を書いて生涯学習
課「生涯大係」（〒286-8585 花崎町
760）へ
明治大学・成田社会人大学
　平成29年度の受講生を募集します。
併せて、会場設営などを行う運営委員も
各課程5人（応募者多数は抽選）募集しま
す。
課程と期日・内容＝右表の通り
会場＝市役所会議室など
対象＝市内在住・在勤・在学の高校生以

上で、学習意欲のある人
定員＝国際社会課程・教養文化課程各

100人、ライフマネジメント課程40
人（応募者多数は初めての人を優先に
抽選）
受講料＝各1万円（材料費、施設入場料

などは実費）
申込方法＝3月17日㈮（必着）までに、は

がきに住所・氏名（フリガナ）・年齢・
性別・電話番号・職業（市外在住の人
は勤務先や学校名も）・希望する課程
名（1人1課程）・運営委員を希望する
場合は「運営委員希望」と書いて、生涯
学習課「明大係」（〒286-8585 花崎町
760）へ

※くわしくは同課（☎20-1583）へ。

仲間と共に切
せっ
磋
さ
琢
たく
磨
ま
して

（土曜日の午後2時～4時）
国際社会課程「国際経済、領土問題」

期日 内容

5/20 開講式、米国とメキシコの国境
問題

6/3 トランプ政権下の日米関係
6/24 東アジア共同体のススメ
7/15 インドの領土問題と国際関係
7/22 現代ヨーロッパ情勢を問う
9/16 フィールドワーク
9/23 中東の国境線からみるIS
9/30 現代米国情勢を問う【公開講座】

10/14 現代イスラム情勢を問う
11/11 アフリカの紛争、独立、資源
11/25 中国の通商問題

（土曜日の午前10時～正午）
教養文化課程「暮らしの法律と経済」

期日 内容
5/20 開講式、家族を巡る法的問題
5/27 保険と消費者保護
6/3 悪徳商法と法律

7/15 暮らしの経済学
7/22 18歳選挙と18歳成人
9/16 フィールドワーク
9/23 税制改革の動向

10/14 経済のグローバル化
10/21 医療事故と医療訴訟【公開講座】
11/11 自治体財政を読む
11/25 統計からみる暮らし

（土曜日の午前10時～正午）
ライフマネジメント課程「ヘルスケア」

期日 内容

5/20 開講式、ヘルスケアとセルフメ
ディケーション概論

5/27 栄養素と食材
6/24 栄養素と食材
7/15 血液栄養学と老化のメカニズム
7/22 ストレスコントロール
9/9 脳と栄養

9/16 フィールドワーク
10/14 脳と栄養

10/28 健康寿命を延伸するライフスタ
イルマネジメント【公開講座】

11/4 適切な食事と個々に寄り添う
フィットネス

11/25 へルスケアとセルフメディケー
ションの今後

＊ 日時・内容は変更する場合があります

明治大学・成田社会人大学の日程など
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伝 板言

任期付職員
言語聴覚士

募集職種と人員＝言語聴覚士・若干名
任期＝平成29年5月1日〜32年3月31日
受験資格＝平成8年4月1日までに生ま

れ、言語聴覚士の資格を持つ人（3月
末日までに取得見込みの人を含む）
勤務場所＝保健福祉館
試験案内・申込書の配布＝人事課（市役

所3階）、同課ホームページ（http://
www.city.narita.chiba.jp/sisei/
sosiki/jinji/index0000.html）
申込方法＝3月15日㈬（必着）までに申

込書と受験票を直接または郵送で人事
課（〒286-8585 花崎町760）へ
試験日＝3月21日㈫
※くわしくは人事課（☎20-1505）へ。

入浴剤とパタパタボートづくり
お風呂で楽しもう

日時＝3月12日㈰ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
内容＝桜の香りの固形入浴剤とペットボ

トルのボートを作る
対象＝小中学生
定員＝20人（先着順）
参加費＝100円（材料費）
持ち物＝作品を持ち帰る袋、タオル、

350ml以下のペットボトル（キャップ付
き）

※申し込みは3月4日㈯午前10時から子
ども館（☎20-6300、月曜日・祝日・
第3日曜日は休館）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1階おはなし室（はる
やすみおはなしかいは2階集会室）
0・1歳のおはなしかい
日時＝3月17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＝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＝3月17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）
はるやすみおはなしかい
期日＝3月28日㈫
時間と対象・内容
◦午前10時30分〜11時…幼児（3歳以

上）と保護者・「世界でいちばんきれい
な声」「いぬとにわとり」ほか

◦午前11時20分〜正午…小学生（保護
者も可）・「たにし長者」「おおかみと七
ひきの子やぎ」ほか

※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」「はる
やすみおはなしかい」への参加を希望
する人は当日直接会場へ。くわしくは
市立図書館へ。

健康マージャン成田地区予選
ねんりんピック

　高齢者を中心とするスポーツ・文化の
祭典「ねんりんピック」が9月に秋田県で
開催されます。その競技種目「健康マー
ジャン」の地区予選が行われます。
期日＝3月20日（月・祝）
定員＝40人（先着順）
※申し込みは3月17日㈮までに日本健

康麻
マージャン

将協会成田支部・福島さん（☎09 
0-8807-3221）へ。

子育て支援フェス
親子で楽しもう

期日＝3月18日㈯
会場＝イオンモール成田2階イオンホー

ル（子育て支援ブースは2階サンマル
クカフェ前広場と1階フラワーコート）
申込方法＝3月15日㈬までにEメールで

住所・氏名・子どもの年齢・電話番
号・参加イベント名と参加人数（工作
ショーは希望する時間も）を成田青年
会議所事務局（naritajckosodate@
yahoo.co.jp）へ
工作ショー
時間＝午前11時30分〜午後0時10分、

午後2時30分〜3時10分
対象＝未就学児とその親（小学生の兄弟

の参加も可）
定員＝各250人（先着順）
講演
時間＝午後1時〜2時
テーマ＝子どもの褒め方・叱り方
子育て支援ブース
時間＝午前11時〜午後3時
内容＝市内を中心に活動するNPOの展示
※参加費は無料です。子育て支援ブー

スの見学を希望する人は当日直接会
場へ。くわしくは月〜金曜日の午前9
時〜午後3時に成田青年会議所事務局

（☎23-1900）へ。

リサイクル製品の販売
きれいに修理してまだ使える

日時＝3月9日㈭〜12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＝リサイクルプラザにある申込

用紙を提出（本人・同居の家族のみ可）。
免許証など本人確認ができるものを
持ってきてください
抽選日＝3月14日㈫（当選者にはがきで

通知）
※申し込みのなかった品物は14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。

募 集

　3月7日㈫午後5時30分〜11時
は、証明書の交付を休止します。
※くわしくは市民課（☎20-1525）

へ。

自動交付機
・

コンビニ交付サービス


