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労災・職業病なんでも相談会
弁護士や専門家が応じます

日時＝4月29日（土・祝） 午後1時〜4時
会場＝千葉市中央コミュニティセンター
相談料＝無料
※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（☎04 
3-225-4567）へ。

子ども会のバス利用
施設見学などに活用して

　市内の子ども会が、施設見学・体験学
習などの教育活動を行う際に、市の委託
バスを利用できます。利用を希望する場
合は、利用予定日の前々月の25日（土・
日曜日、祝日の場合はその前日）までに
生涯学習課へ申し込んでください。
　予定台数に達した場合や目的が教育活
動にそぐわない場合は、利用できません。
※くわしくは生涯学習課（☎20-1583）へ。

笑医の集い市民大会
ストレス対処法を寸劇で紹介

　笑いを医学に取り入れたストレス対処
法「笑

わ ら い
医」について、笑医プロデューサー

が寸劇などを交えて紹介します。
日時＝4月22日㈯ 午後1時30分〜3時
会場＝保健福祉館
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは健康増進課（☎27-1111）へ。

し催 物

栗山公園のミニSL
汽笛を鳴らして出発進行

　市役所前の栗山公園でミニSLが次の
日程で運行されます。また、園内にある
蒸気機関車D51の見学会も行われます。
9月までの運行日＝4月23日、5月28日、

6月25日、7月23日、8月27日、9月
24日の日曜日（雨天中止）
運行時間＝午前10時〜正午、午後1時

〜3時（7・8月は午前9時〜正午）
※乗車料は無料です。来場するときは公

共交通機関を利用してください。くわ
しくは公園緑地課（☎20-1562）へ。

エアポートマーケット空市
空港の見学会なども

日時＝4月23日㈰ 午前10時〜午後3時
会場＝成田空港第2旅客ターミナルビル

前中央広場
内容＝空港周辺市町の特産品・農産物の

販売、ステージイベント、大人も子ど
もも楽しめる空港見学会など

※参加を希望する人は当日直接会場へ。
くわしくは空市実行委員会事務局（☎
34-6393）へ。

ふれあいコンサート
モンゴルの音楽を議場で

日時＝4月27日㈭ 午後0時10分〜0時
50分
会場＝市議会議場（市役所議会棟3階）
内容＝モンゴルの楽器である馬頭琴の演

奏と歌唱法「ホーミー」の披露
出演＝モンゴル音楽ユニット「輝

かがやき
」

入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは文化国際課（☎20-1534）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＝3日㈪、10日㈪、17
日㈪、24日㈪、28日㈮ （館内整理日）

※ 29日（土・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28年2月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 53.7 65.0
長沼 57.2 68.5
北羽鳥 56.7 68.5
北羽鳥
北部 56.6 66.9

新川 57.4 68.4
猿山 50.5 62.0
滑川 55.8 67.1
西大須賀 58.5 71.1
四谷 57.8 69.3
高倉 60.6 74.7
内宿 55.1 65.5
磯部 58.4 70.0
水掛 57.6 68.5
幡谷 57.5 68.2
成毛 58.0 68.5
荒海 61.4 73.4
飯岡 60.2 71.9
大生 60.1 72.0
土室（県） 63.3 78.6
土室（NAA） 56.8 67.4

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 61.8 73.8
大室 59.4 70.0
大室（NAA） 59.7 71.2
野毛平
工業団地 60.8 72.3

芦田 61.9 74.9
赤荻 60.2 71.2
野毛平 60.8 72.5
下金山 53.2 65.7
押畑 52.1 63.2
新田（NAA） 56.9 70.9
新田 59.4 72.7
堀之内 58.9 70.6
馬場 56.3 67.8
遠山小 59.4 72.0
本三里塚 58.7 72.6
三里塚小 58.9 71.8
御料牧場
記念館 56.5 68.5

本城 57.2 69.4
南三里塚 59.2 72.6

※�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�
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
◇4月8日㈯＝「そして父になる」
　2013年・日本
◇4月15日㈯＝「秒速5センチメートル」
　2007年・日本・アニメ
◇4月23日㈰＝「晩春」
　1949年・日本
◇4月29日（土・祝）＝「リトル・マーメイド」
　1989年・アメリカ・アニメ・吹替
◆�上映は午後2時から、定員は171人（先
着順）、入場は無料です。くわしくは視
聴覚サービスセンター（☎27-2533）へ。

映画会

成田太鼓祭
日時＝4月15日㈯・16日㈰ 午前10

時〜午後7時（16日は午後5時ま
で）
会場＝成田山新勝寺・表参道
主な内容
◦千

せん
願
がん

華
はな

太
だい

鼓
こ

…両日とも午前10時
から新勝寺大本堂前で。約800
人の出演者による勇壮な演奏

◦成田山千年夜舞台…15日㈯午
後5時から新勝寺大本堂前特設
ステージで。ライトアップされ
た幽玄な雰囲気の中での迫力あ
る演奏

◦太鼓パレード…16日㈰午後3時
から表参道で。太鼓チームと踊
りチームによるにぎやかなパレー
ド
交通規制
時間＝午前9時45分〜午後8時（16

日は午後5時30分まで）
区間＝JR成田駅前〜薬師堂〜成

田山門前（鍋店角）
※くわしくは成田太鼓祭実行委員

会事務局（☎24-3232）へ。
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農業委員と農地利用最適化推進委員
遊休農地の問題などに取り組む

募集人員＝農業委員19人、農地利用最
適化推進委員22人
募集案内・推薦書・応募書の配布場所＝

農業委員会事務局・農政課（市役所4
階）、下総・大栄支所、農業委員会ホー
ムページ（http://www.city.narita.
chiba.jp/sisei/sosiki/nogyo/ind 
ex0000.html）
応募方法＝4月20日㈭（必着）までに推

薦書または応募書を、直接または郵
送で農業委員会事務局（〒286-8585 
花崎町760）へ

※くわしくは同事務局（☎20-1573）へ。

親子体験農業教室
四季を通じて土と親しんで

　活動は年4回（6・9・11・3月）、市
内の畑や農園で、サツマイモの植え付け
や収穫、イチゴ狩りなどを行います。
対象＝市内在住の小学生とその家族
定員＝20家族（応募者多数は初めての家

族を優先に抽選）
参加費（1家族当たり）＝年間1万円
申込方法＝4月21日㈮（必着）までに、

はがきまたはEメールで住所・家族の
氏名・年齢・電話番号を農業青年会議
所事務局（〒286-8585 花崎町760 
Eメールnosei@city.narita.chiba.jp）
へ

※くわしくは同事務局（農政課・☎20-
1542）へ。

春季ユニカール教室
床の上で楽しむカーリング

日時＝5月12日㈮・19日㈮・26日㈮、
6月2日㈮ 午後6時30分〜8時30分
会場＝市体育館（5月12日は中台中学校
体育館）
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。

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＝4月21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
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歳か

ら）
※参加費は無料です。「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へ。

防火・防災管理新規講習会
災害に強い事業所づくり

期日＝5月11日㈭・12日㈮（全2回）
会場＝国際文化会館
定員＝各150人（先着順）
申込方法＝各申込期日に、日本防火・防

災協会ホームページ（http://www.
n-bouka.or.jp/）、県消防設備協会

（千葉市中央区道場南1-9-15）、予防
課（市役所地下1階）、各消防署にある
申込書を直接またはFAXで県消防設
備協会（FAX043-223-6610）へ
甲種防火管理新規講習会
時間＝午前9時20分〜午後4時50分
受講料＝6,500円（テキスト代など）
申込期日＝4月5日㈬・6日㈭
防火・防災管理新規講習会
時間＝午前9時〜午後4時50分
受講料＝8,500円（テキスト代など）
申込期日＝4月10日㈪・11日㈫
※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

どならない子育て練習法講座
褒めて伸ばすを実践

　子どもを褒めるコミュニケーション方
法を学びませんか。
日時＝5月16日・23日・30日、6月13

日・27日、7月11日・25日の火曜日
（全7回） 午前10時〜正午
会場＝市役所3階第2応接室
内容＝効果的な褒め方や問題を正す教育

法などを学ぶ
対象＝市内在住の平成20年4月2日〜

25年4月1日生まれの子どもの保護者
で全回参加できる人
定員と参加費＝8人（先着順）・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9日㈫まで
に子育て支援課（☎20-1538）へ。

バウンドテニス体験教室
室内で気軽に

日時＝4月20日㈭・27日㈭ 午後1時20
分〜4時
会場＝市体育館
定員＝各20人（応募者多数は抽選）
参加費（1日当たり）＝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（貸し出し有り）
※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。

お知らせ

無料空き家セミナー・相談会
管理・相続・解体などの問題を解決

　空き家に関する問題について、弁護士
など専門知識を持つ講師がセミナーを行
うほか、無料で相談に応じます。
期日＝4月22日㈯、8月26日㈯、11月

18日㈯、2月3日㈯
内容と時間
◦セミナー…午後4時〜4時45分
◦相談会…午後4時45分〜6時15分
会場＝保健福祉館
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは空き家対策有識者会議・森
田さん（☎043-483-7407）へ。

絵本の世界に引き込まれる

募 集



種目 開催日 時間 会場 対象

剣道 日・火・金曜日 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 小学生のみ

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（第2水曜除く） 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 午前10時〜正午

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

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

日曜日 午後2時〜5時
新山小学校

市内在住・在学の
中学生以上

水・土曜日 午後7時〜9時 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

　市体育協会では、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。くわしくは市体育協会事務局（☎33-3811）へ。

スポーツ教室に参加しませんか
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「こどもの日」の箸袋を作ろう！
親子で参加して

日時＝4月23日㈰ 午前10時〜11時30分
会場＝子ども館
対象＝小学生と保護者
定員＝12組（先着順）
参加費＝250円（材料費）
※申し込みは午前10時から子ども館（☎

20-6300、月曜日・祝日・第3日曜
日は休館）へ。

山野草実演教室
瓦を使って寄せ植えを

日時＝4月27日㈭ 午前10時30分〜11
時30分
会場＝市体育館
内容＝コケ、ヒメイズイなどの山野草を

瓦鉢を使って寄せ植えする
定員＝15人（先着順）
参加費＝1,500円（材料費・保険料など）
持ち物＝軍手、作品を持ち帰る袋
※申し込みは4月3日㈪午前9時から市

体育館（☎26-7251）へ。

春季バドミントン大会
ペアで挑んで

日時＝4月30日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
内容＝男女ダブルス（ラリーポイント制）
対象＝高校生以上
参加費（1組当たり）＝2,000円（シャト

ル代など）
申込方法＝4月14日㈮までにEメールで

住所・ペアの氏名（ふりがな）・電話番
号・所属チーム名・参加ランク（分かる
人のみ）を市体育協会事務局（Eメール
nrtaikyo@portland.ne.jp）へ

※くわしくは同事務局（☎33-3811）へ。

グランドピアノの一般開放
市役所ロビーで演奏を

日時＝5月1日㈪・9日㈫・17日㈬・26
日㈮ 正午〜午後1時
会場＝市役所1階ロビー
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員と参加費＝各1組（先着順）・無料
※申し込みは文化国際課（☎20-1534）へ。

技術講習会
競技用自転車を乗りこなそう

　ロードバイクやピストバイクなど、競
技用自転車の走行技術を磨きませんか。
日時＝5〜3月の土・日曜日、祝日の午

前6時〜8時（ピストバイクの講習は月
1回、午後1時〜午後4時）
会場＝印旛沼周辺、千葉競輪場（千葉市）
内容＝初・中・上級者に分かれてインス

トラクターによる指導を受け、試合形
式の練習を行う
対象＝市内在住・在勤・在学の高校生以

上
定員＝10人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝参加を希望する日の直前の金

曜日までに、電話またはEメールで住
所・氏名・年齢・電話番号・経験の有
無・学校名または所属クラブ名を市
自転車競技連盟事務局・鶴澤さん（☎
090-3915-0440 Eメールysnant11 
05@yahoo.co.jp）へ

※くわしくは同事務局・鶴澤さんへ。
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非常勤職員
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＝①4人②4人③2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＝①5月中旬〜9月末②5月中

旬〜7月末③5月中旬〜6月末
勤務日時＝月13日以内（土・日曜日、祝

日を除く。ただし、6月は日曜日の勤
務あり）、午前9時〜午後4時（6月は
午後5時まで）
勤務場所＝子育て支援課（市役所2階）
時給＝930円
応募方法＝4月11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（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（☎20-1538）へ。

こども実行委員
キッズタウンNARITAを運営する

　8月6日㈰、もりんぴあこうづが子ど
もだけのまち「キッズタウンNARITA」
になります。そのまちを企画・運営する
実行委員を募集します。
委員会開催日時＝4月22日㈯、5月13

日㈯、6月17日㈯、7月8日㈯・22日
㈯ 午前10時〜正午
準備日時＝7月25日㈫・26日㈬・27日

㈭・28日㈮・31日㈪、8月1日㈫・3
日㈭・4日㈮・5日㈯ 午後1時〜4時
対象＝8月6日の開催日に参加できる市

内在住・在学の小学3年生〜高校生
定員＝30人（先着順）
申込方法＝4月5日㈬〜20日㈭に、もり

んぴあこうづにある申込用紙に必要事
項を書いて提出する

※くわしくは、もりんぴあこうづ（☎
27-5252、第4月曜日は休館）へ。

非常勤職員
こども発達支援センターで

応募資格＝看護師の資格を持つ人
募集人員＝1人
業務内容＝利用児の健康管理・日常の応

急処置
勤務期間＝6月1日〜3月31日
勤務日時＝週2・3日（土・日曜日、祝日を

除く）、午前9時30分〜午後3時30分
勤務場所＝こども発達支援センター
時給＝1,390円
応募方法＝4月14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（〒286-0017 赤坂1-3-
1）へ。後日、面接日を通知します

※くわしくは同センター（☎26-9918）へ。

非常勤職員
国保大栄診療所で

応募資格＝看護師・准看護師の資格を持
つ人
募集人員＝1人
業務内容＝診察・健診業務などの補助
勤務期間＝5月1日〜3月31日
勤務日時＝月18日以内（水・日曜日、祝

日を除く）、午前8時30分〜午後5時
勤務場所＝国保大栄診療所（吉岡）
時給＝1,420円
応募方法＝4月18日㈫（必着）までに、写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
保険年金課（市役所1階 〒286-8585 
花崎町760）へ。4月22日㈯に国保大
栄診療所で面接を行います
※くわしくは同課（☎20-1526）へ。

傾聴ボランティア養成講座
話を聴くスキルを磨く

日時＝4月24日㈪ 午後1時30分〜3時30
分
会場＝保健福祉館会議室1・2
内容＝傾聴ボランティアの役割について

学び、話を聴くこつを習得する
講師＝北田知子さん（NPOスピリッツ理

事長）
定員＝30人（市内在住の人を優先に先着

順）
参加費＝無料
※申し込みは4月3日㈪からボランティ

アセンター（☎27-8010）へ。

春季プロテニススクール
上達への近道を伝授

日時＝4月29日（土・祝） 午前9時15分
〜午後3時30分
会場＝中台運動公園テニスコート
対象＝中学生以上の初・中級者で市内在

住・在勤・在学の人、市テニス協会加
盟クラブ員
定員＝30人（先着順）
参加費＝1,000円（コーチ招へい料な

ど。高校生以下は500円）
申込方法＝電話またはEメールで住所・

氏名・電話番号・所属団体（学生は学
年も）を市テニス協会・青木さん（☎
090-4367-6830 Eメールnoriko_a 
tc@yahoo.co.jp）へ

※くわしくは同協会・青木さんへ。

初心者ソフトテニス教室
基礎から身に付ける

日時＝4月22日、5月6日・27日、6月10
日・24日、7月8日・29日、8月12日・
26日、9月9日・23日、10月14日・
28日、11月11日・18日・25日、12
月9日、1月6日・27日、2月17日・24
日、3月10日・24日の土曜日（全23回） 
午前9時〜11時30分（午前8時に雨天
の場合は中止）
会場＝中台運動公園テニスコート
対象＝小学校5・6年生の初心者
持ち物＝ラケット（貸し出し有り）
※参加費は無料です。申し込みは市体育

協会事務局（☎33-3811）へ。

普通救命講習会
心肺蘇生法を学ぼう

期日と会場・問い合わせ先
◦4月30日㈰…赤坂消防署（☎26-32 

10）
◦5月28日㈰…市役所6階中会議室（成

田消防署・☎20-1594）
時間＝午前9時〜正午
内容＝心肺蘇

そ
生
せい

法・AEDの操作方法な
どを学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上
定員と参加費＝各15人（先着順）・無料
※申し込みは開催日の1週間前までに各

問い合わせ先へ。

募 集


