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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えます

日時＝5月27日㈯ 午後1時〜4時
会場＝船橋市勤労市民センター
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。

成田スマートインターチェンジ
料金割引と利用時間拡大を継続

利用時間＝午前6時〜午後3時
対象車種＝ETC搭載の全車種
割引料金＝軽自動車など・普通車・中型車

100円、大型車150円、特大車300円
割引期間＝平成30年3月31日まで
※くわしくは県道路計画課（☎043-22 

3-3120）へ。

戦没者追悼式
国際文化会館で

日時＝5月19日㈮ 午前10時〜正午
会場＝国際文化会館
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは社会福祉課（☎20-1536）へ。

し催 物

ふれあいコンサート
マリンバの音色を堪能

日時＝5月25日㈭ 午後0時10分〜0時
50分
会場＝市役所1階ロビー
内容＝「カラムス」によるマリンバ演奏
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは文化国際課（☎20-1534）へ。

公津みらいまつり
ステージイベントや屋台がずらり

日時＝5月5日（金・祝）（雨天の場合は6
日㈯） 午前9時から
会場＝公津の杜公園
内容＝ステージ発表、模擬店、遊びのコー

ナー、消火器体験など
※くわしくは公津みらいまつり事務局
（☎070-6960-8310）へ。

平和大塔まつり奉納総踊り
参道を埋め尽くす

日時＝5月13日㈯（雨天の場合は14日
㈰） 午後0時20分から
コース＝JR成田駅前〜表参道〜成田山

新勝寺大本堂〜平和大塔
※くわしくは成田市観光協会（☎22-21 

02）へ。

フリーマーケット
再生品の即売会も開催

日時＝5月21日㈰ 午前9時〜午後2時
（家具の即売会は午前10時30分から、
自転車の即売会は午後1時30分から。
開始30分前から整理券を配布）
会場＝リサイクルプラザ
※くわしくはリサイクルプラザ（☎36-

1000）へ。

成田ラグビーフェスティバル
楽しみながら競技に親しんで

日時＝5月28日㈰ 午前9時〜午後4時
会場＝中台運動公園陸上競技場
内容＝明治大学対慶應義塾大学の試合、

スポーツ体験、食べ物の屋台など
※入場は無料です。くわしくは成田ラグ

ビーフェスティバル実行委員会（☎05 
0-3630-1993）へ。

国際交流講演会
英語で笑いを届ける

日時＝5月20日㈯ 午後2時30分〜4時
会場＝中央公民館講堂
テーマ＝英語落語で世界を笑わそう
講師＝大島希

き
巳
み

江
え

さん（英語落語家）
定員＝200人（先着順）
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは成田市国際交流協会事務局
（☎23-3231）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㈪、8日㈪、15
日㈪、22日㈪、29日㈪、31日㈬ （館内
整理日）

※ 3日（水・祝）〜5日（金・祝）は本館・公津
の杜分館・三里塚コミュニティセンターの
み開館します（午前9時30分〜午後5時）。

図書館

会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
◇5月14日㈰＝「わが母の記」
　2011年・日本
◇5月21日㈰＝「カンフー・パンダ2」
　2011年・アメリカ・アニメ・吹替
◇5月27日㈯＝「映画 深夜食堂」
　2014年・日本
◆�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

平成29年3月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 53.9 65.0
長沼 57.4 68.4
北羽鳥 56.8 68.2
北羽鳥
北部 56.8 66.9

新川 57.5 68.1
猿山 50.6 60.9
滑川 56.3 66.9
西大須賀 59.3 71.7
四谷 58.4 69.5
高倉 61.5 75.3
内宿 55.5 65.2
磯部 58.0 69.2
水掛 57.5 67.9
幡谷 57.6 68.0
成毛 58.3 68.2
荒海 61.6 73.2
飯岡 60.2 71.7
大生 60.2 71.7
土室（県） 64.4 78.8
土室（NAA） 57.2 67.2

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 61.9 73.2
大室 59.8 69.3
大室（NAA） 59.5 70.0
野毛平
工業団地 60.6 71.8

芦田 62.1 74.7
赤荻 60.3 71.2
野毛平 60.8 72.5
下金山 53.1 65.3
押畑 51.9 62.8
新田（NAA） 55.4 68.3
新田 57.8 70.1
堀之内 59.0 70.5
馬場 56.2 67.8
遠山小 59.6 72.1
本三里塚 59.1 72.9
三里塚小 60.6 73.1
御料牧場
記念館 57.5 69.9

本城 58.9 71.0
南三里塚 60.2 73.8

※�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

美しい踊りに華やぐ花道
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史跡めぐり
香取市の日本遺産を訪ねる

日時＝6月3日㈯・17日㈯ 午前9時から
見学先＝佐原の町並み、伊能忠敬記念館、

観福寺、香取神宮など
対象＝市内在住・在勤の人
定員＝各40人（応募者多数は抽選）
参加費＝2,500円（昼食代・保険料など）
申込方法＝5月15日㈪（必着）までに往

復はがき（1枚2人まで）に参加者全員
の住所・氏名・電話番号、参加希望
日を書いて生涯学習課（〒286-8585 
花崎町760）へ

※くわしくは同課（☎20-1583）へ。

求人手続等説明会
新規採用を検討したい事業所へ

日時＝5月25日㈭ 午後2時30分から
会場＝国際文化会館
対象＝平成30年3月新規学校卒業予定

者の採用を考えている事業所
※申し込みは成田公共職業安定所事業所

援助部門（☎27-8609 33＃）へ。

上級救命講習会
心肺蘇生や応急手当てをマスター

日時＝6月10日㈯ 午前9時〜午後5時
会場＝市役所6階大会議室
内容＝心肺蘇生法・AEDの操作方法、

応急手当てなどを学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上の人（普通救命講習会を受講してい
ない人も可）
定員＝60人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは6月2日㈮までに警防課（☎

20-1592）へ。

離乳食セミナー
管理栄養士に学ぶ

期日＝6月1日㈭
会場＝もりんぴあこうづ
時間と対象
◦午前11時〜正午…生後9カ月〜12カ

月の乳児の保護者
◦午後2時〜3時…妊娠中の人または生

後5カ月〜8カ月の乳児の保護者
定員＝各30人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27-

5252、第4月曜日は休館）へ。

ウォークラリー大会
チームメートと協力して

日時＝6月10日㈯ 午前9時から
集合場所＝向台小学校
コース＝スポーツと芸術の散歩道
対象＝小学生以上
チーム編成＝2〜5人以内
参加費（1人当たり）＝小中学生300円、

高校生以上500円
※申し込みは6月7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

無料法律相談会
千葉県弁護士会による

日時＝5月13日㈯・20日㈯ 午前9時30
分〜午後3時30分
会場＝千葉県弁護士会館（千葉市）
定員＝各24人（先着順）
※申し込みは平日の午前10時〜午後4

時（午前11時30分〜午後1時を除く）
に千葉県弁護士会法律相談センター

（☎043-227-8954）へ。

募 集

試験案内・申込書の配布場所＝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/std0000.html）
配布開始日＝5月16日㈫
申込方法＝5月30日㈫〜6月13日㈫（当日消印有効）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＝7月23日㈰
会場＝東京学館高校（酒々井町）
※初級職などの採用試験日程は、広報なりた7月1日号に

掲載予定です。試験は印旛郡市共同で行います。他市町
を希望する人は、希望市町に直接問い合わせてください。
くわしくは人事課（☎20-1505）へ。

募集職種 募集人員 受験資格

一般行政上級 10人程度
次のいずれかに当てはまる人
◦ 昭和62年4月2日〜平成8年4月1日生まれ(技術職は昭和57年4月2

日〜平成8年4月1日生まれ)の人 
◦ 平成8年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく大学(短期大学を

除く)を卒業または平成30年3月末日までに卒業見込みの人

一般行政上級（専門試験なし） 若干名

技術職土木上級 5人程度

技術職建築上級 3人程度

司書 若干名 昭和62年4月2日以降に生まれ、司書資格を持つ人(平成30年3月末日
までに取得見込みの人を含む)

保育士 15人程度
昭和57年4月2日〜平成10年4月1日生まれで、保育士(本市に係る国
家戦略特別区域限定保育士を含む)の登録を受けている人または平成
30年3月末日までに登録見込みの人

平成30年4月採用の市職員を募集
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やまもも親子広場
育児の情報交換も

日時＝6月7日・14日・21日・28日、7月
5日・12日の水曜日（全6回） 午前10時
〜11時30分
会場＝豊住公民館
内容＝親子で歌遊びや工作を楽しむ
対象＝1〜4歳児とその親
定員＝20組（応募者多数は抽選）
参加費＝200円（材料費）
申込方法＝5月19日㈮（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・親子の氏
名（ふりがな）・生年月日・電話番号・
教室名を豊住公民館（〒286-0807 
北羽鳥2024-1 Eメールkominkan@
city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎37-1003、月曜
日・祝日は休館）へ。

こども体験学習セミナー
いろいろチャレンジ

申込方法＝5月19日㈮（必着）までに、は
がきまたはEメールで住所・氏名とふ
りがな（親子体験学習セミナーは親の
氏名とふりがなも）・学校名・学年・
電話番号・セミナー名を中央公民館

（〒286-0017 赤坂1-1-3 Eメールko 
minkan@city.narita.chiba.jp）へ
親子体験学習セミナー
期日＝6月10日、7月15日、9月9日、10

月14日、11月11日、12月9日の土曜日
（全6回）
内容＝工場見学、料理教室など
対象＝小学1〜3年生と保護者
定員＝15組30人（応募者多数は抽選）
参加費＝4,000円程度（教材費）
なりた冒険塾
期日＝6月17日、7月22日、8月26日、

9月30日、10月21日、11月18日、
12月9日の土曜日（全7回）
内容＝ジュニアリーダーと共にキャンプ

やスポーツなどを体験する
対象＝小学4〜6年生
定員＝25人（応募者多数は抽選）
参加費＝3,000円程度（教材費）
※会場は開催日ごとに異なり、原則現地

集合・現地解散となります。くわしく
は中央公民館（☎27-5911、第1月曜
日・祝日は休館）へ。

バウンドテニス体験教室
室内で楽しめる

日時＝5月22日㈪・29日㈪ 午前9時20
分〜正午
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3日前までに市

レクリエーション協会事務局（スポー
ツ振興課・☎20-1584）へ。

県動物愛護センターのイベント
ペットと幸せに暮らすために

会場＝県動物愛護センター（富里市）
飼い主探しの会（犬・猫）
日時＝5月13日㈯ 午前9時〜9時30分
（譲渡したい人は午前9時30分〜10時）
一般譲渡会
日時＝5月14日㈰・25日㈭ 午後1時〜

1時30分
内容＝同センターで保護されている犬・

猫を譲渡
パピークラス
日時＝応相談
内容＝子犬の飼い方・しつけ方を学ぶ
※一般譲渡会への参加を希望する人は当

日直接会場へ。申し込みは県動物愛護
センター（☎93-5711）へ。

食品衛生法定講習会と検便
安全な営業のために

期日と会場（対象支部）
◦5月11日㈭…三里塚コミュニティセ

ンター（成田東部支部）
◦6月13日㈫…大栄公民館（大栄支部）
（講習会のみ。検便と水質検査は、6
月16日㈮午前9時30分〜10時30分
に大栄公民館で受け付け）

◦6月20日㈫…国際文化会館（成田支部）
◦6月23日㈮…下総公民館（下総支部）
時間＝午後1時〜1時50分（講習は午後2

時〜3時50分）
料金＝講習会1,000円、検便800円、水

質検査7,500円（組合員以外は別途料
金）

※くわしくは印旛保健所管内食品衛生協
会（☎043-483-1179）へ。

図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

期日＝5月19日㈮
会場＝市立図書館2階集会室
参加費＝無料
持ち物＝薄手のハンカチ
0・1歳のおはなしかい
時間＝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）
2・3歳のおはなしかい
時間＝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）
※「2・3歳のおはなしかい」への参加を

希望する人は当日直接会場へ。申し込
みは5月2日㈫午前9時30分から市立
図書館（☎27-2000）へ。

植木剪定教室
手入れのノウハウを学ぶ

日時＝6月3日㈯・4日㈰（全2回） 午前
10時〜午後3時
会場＝遠山公民館
対象＝20歳以上の人
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
持ち物＝剪

せん
定
てい

道具、昼食
申込方法＝5月16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）・年齢・電話番号・教室名を遠山公
民館（〒286-0122 大清水48-7 Eメー
ルkominkan@city.narita.chiba.jp）
へ

※くわしくは同館（☎35-0600、月曜日・
祝日は休館）へ。

期日＝5月3日（水・祝）〜7日㈰・
13日㈯・14日㈰・20日㈯・21
日㈰・27日㈯・28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。

5月の交通規制
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非常勤職員
資産税課で

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＝償却資産申告書の内容確認、

書類の整理、データ入力など
勤務期間＝6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＝資産税課（市役所2階）
時給＝930円
応募方法＝5月12日㈮までに写真を貼っ

た履歴書を資産税課へ。当日面接を行
います

※くわしくは同課（☎20-1514）へ。

振り込め詐欺対策機器
無料で貸し出します

　振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺
は、電話から始まります。
　詐欺被害防止のため、電話の着信時に
振り込め詐欺を抑止する音声を再生し、
通話を自動録音する装置「振込め詐欺見
張隊」を、無料で利用できるモニターを
募集します。
貸出期間＝平成30年3月30日㈮まで
対象＝市内在住で、次の両方に当てはま

る人
◦自宅で固定電話を利用している人
◦貸出期間中にアンケートなどに協力で

きる人
貸出台数＝80台（先着順・1世帯につき

1台）
貸出料＝無料
申込方法＝住所・氏名が確認できるもの
（運転免許証・マイナンバーカード・
住民基本台帳カード・保険証など）を
持って交通防犯課（市役所2階）へ

※電話回線の使用状況などにより利用で
きない場合があります。くわしくは同
課（☎20-1527）へ。

非常勤職員
児童ホームで

応募資格＝18歳以上の業務に意欲的に
取り組める人（高校生を除く）
募集人員＝5人程度
業務内容＝留守家庭児童（小学生）の育成

支援
勤務期間＝6月1日〜3月31日
勤務日時＝月〜土曜日（祝日・年末年始

などを除く）、午後1時30分〜7時の
間のシフト勤務（土曜日・学校休業日
は午前7時30分から）
勤務場所＝市内児童ホーム
時給＝教諭免許・保育士などの資格あり

1,200円、資格なし1,160円
応募方法＝5月17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（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。

B&G海洋センター水泳記録会
タイムを計測

日時＝6月4日㈰ 午後0時30分から
会場＝大栄B＆G海洋センター
種目＝自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフ

ライ
対象＝市内在住・在学の小中学生
参加費＝200円（保険料など）
申込方法＝5月26日㈮までに成田市ス

ポーツ・みどり振興財団ホームページ
（http://www.park-narita.jp/）にあ
る申込書を大栄B＆G海洋センターま
たは市体育館へ

※くわしくは同センター（☎73-5110、
月曜日は休館）へ。

軽スポーツ体験教室
新たな種目に挑戦

日時＝5月23日㈫、6月21日㈬、7月11
日㈫、8月2日㈬、9月14日㈭ 午後6
時30分〜9時
会場＝市体育館
内容＝うなバレー、バドポン、ラージボー

ルテニスなど
参加費＝無料
※申し込みは各開催日の1週間前までに

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。

非常勤職員
保健福祉館大栄分館で

応募資格＝基本的なパソコン操作（エク
セル・ワード）と接客ができる人
募集人員＝若干名
業務内容＝受け付け・館内整理などの管

理人業務
勤務期間＝7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8時30分〜午後5時15分
勤務場所＝保健福祉館大栄分館（松子）
時給＝920円
応募方法＝5月31日㈬（必着）までに写真

を貼った履歴書を直接または郵送で社
会福祉協議会（〒286-0017 赤坂1-3-
1 保健福祉館内）へ。後日、面接を行
います

※くわしくは同協議会（☎27-7755）へ。

プール監視員
大栄B＆G海洋センターで

応募資格＝高校生以上で体力に自信のあ
る人
募集人員＝20人
勤務内容＝プール監視業務、清掃
勤務日時＝6月1日㈭〜9月30日㈯のプー

ル開催日、午前9時〜午後5時（金・土
曜日は午後9時まで）のシフト勤務
勤務場所＝大栄B＆G海洋センター
時給＝900円（高校生は850円）
※申し込みは同センター（☎73-5110、

月曜日は休館）へ。

親子えびがにつり教室
するめいかを餌に

日時＝6月10日㈯（荒天の場合は11日㈰） 
午前9時〜正午
会場＝下方地先
対象＝小学生と保護者
定員＝15組30人（応募者多数は抽選）
参加費（1人当たり）＝50円（餌代）
申込方法＝5月19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・参加人数を公津公
民館（〒286-0004 宗吾1-839-1 E
メールkominkan@city.narita.chib 
a.jp）へ

※くわしくは同館（☎26-9610、月曜日・
祝日は休館）へ。

募 集


