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パトロール用品の貸し出し
自主防犯活動団体へ

　市では、地域で防犯パトロールを実施
している団体へ、必要な用品を貸し出し
ています。
　貸し出した用品については、適正な管
理をお願いします。
貸し出し対象用品＝防犯ベスト・パト
ロール帽子・腕章、青色合図灯、車用
蛍光マグネット、車用青色回転灯、青
色回転灯装着車用ドライブレコーダー
※くわしくは交通防犯課（☎20-1527）へ。

成田市史研究41号
6月15日から頒布します

主な内容と執筆者
◦成田ニュータウンの遺跡[4]外小代公

園の古代を探る…高木博彦
◦行

なめ
方
かた

沼
しょう

東
とう

とその遺された資料－行方家
文書にみる選挙資料（2）…中村政弘
◦戦後の「ゆさはり句会」時代の三橋鷹女

…川名大
◦資料紹介 下総国埴生郡矢口村元藤﨑

家文書…菅原憲二
◦「成田の地名と歴史－大字別地域の事典

－」編集余話5…小倉博、木村修、外山
信司、矢嶋毅之、神尾武則、高木博彦、
小川和博
◦成田市史年表稿2014年解説…神尾武

則
◦成田市関係新聞記事目録2014年
規格・ページ数＝A4判・94ページ
頒布価格＝600円
頒布開始日＝6月15日㈭
頒布場所＝市立図書館2階参考資料室、

行政資料室（市役所1階）
※既刊の「成田市史」「下総町史」「大栄町

史」「成田市史研究」なども上記の場所
で頒布しています。くわしくは市立図
書館（☎27-2000）へ。

し催 物

バンドフェスティバルinもりんぴあ
バラエティーに富んだ演奏が楽しめる

日時＝6月24日㈯ 午後1時～5時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝さまざまな年代のバンドの競演
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、もりんぴあこうづ（☎27-
5252、第4月曜日は休館）へ。

ふれあいコンサート
優雅な昼のひとときを

日時＝6月22日㈭ 午後0時10分～0時
50分
会場＝市役所6階大会議室
出演＝成田ブリティッシュブラス
※入場は無料です。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。

いんばふれ愛フェスタ
ご当地キャラも大集合

日時＝6月10日㈯ 午前11時～午後3時
会場＝牧の原モア（印西市）
内容＝ご当地グルメや特産品の販売、侍

衣装の試着体験、鉄道会社・成田赤十
字病院などによるお仕事体験・制服着
用体験、スタンプラリー、抽選会

※くわしくは県印旛地域振興事務所地域
振興課（☎043-483-1111）へ。

定期演奏会
成田高校音楽部

日時＝6月11日㈰ 午後1時30分から
会場＝国際文化会館大ホール
入場料＝無料
※くわしくは成田高校（☎22-2131）へ。

貸し出される用品の一部

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＝5日㈪、12日㈪、19
日㈪、26日㈪、30日㈮ （館内整理日）

図書館

会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
◇6月4日㈰＝「ペンギンズ FROM マダガ

スカル ザ・ムービー」
　2014年・アメリカ・アニメ・吹替
◇6月10日㈯＝「雨に唄えば」
　1952年・アメリカ・字幕
◇6月15日㈭＝「ペット」
　2016年・アメリカ・アニメ・吹替
◇6月18日㈰＝「ビッグ・フィッシュ」
　2003年・アメリカ・吹替
◇6月24日㈯＝「チップとデール 短編集」
　1950年代・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

平成29年4月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 53.9 64.3
長沼 56.3 67.1
北羽鳥 56.5 67.7
北羽鳥
北部 55.5 65.3

新川 56.6 67.1
猿山 49.7 60.5
滑川 56.6 68.0
西大須賀 60.9 73.7
四谷 59.0 70.8
高倉 63.2 77.7
内宿 54.5 65.2
磯部 57.2 68.2
水掛 56.0 66.3
幡谷 56.5 67.2
成毛 56.3 66.5
荒海 61.6 73.8
飯岡 58.9 70.0
大生 59.1 70.3
土室（県） 66.2 81.3
土室（NAA） 56.1 67.1

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 61.9 74.1
大室 57.7 68.5
大室（NAA） 58.0 69.7
野毛平
工業団地 59.0 70.0

芦田 61.6 74.2
赤荻 58.7 69.4
野毛平 59.2 70.8
下金山 52.8 62.8
押畑 50.0 59.9
新田（NAA） 55.3 69.5
新田 57.6 71.3
堀之内 56.9 68.5
馬場 54.6 65.5
遠山小 58.1 70.7
本三里塚 57.9 72.0
三里塚小 60.3 73.3
御料牧場
記念館 57.0 69.8

本城 58.4 71.0
南三里塚 60.9 74.8

※�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

善意ありがとう
　株式会社ナリコーから応急手当
普及啓発用資器材（リトルアン5体・
AEDトレーナー5台・ミニアンプラ
ス50体）が寄贈されました。善意あ
りがとうございました。
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伝統文化親子教室
基礎から楽しく学ぼう

会場＝中央公民館
対象＝5歳～中学生（書道教室は小学1～

3年生）
茶道教室
日時＝6月11日㈰、7月16日㈰、8月6日

㈰・27日㈰、9月17日㈰、10月21日
㈯、11月3日（金・祝）・19日㈰、12月
17日㈰、1月21日㈰ 午前9時30分～
正午
定員＝20人（先着順）
申込先＝瀧澤政代さん（☎26-0216）
日本舞踊教室
日時＝6月11日㈰・24日㈯、7月8日㈯・

30日 ㈰、8月27日 ㈰、9月17日 ㈰、
10月8日 ㈰・22日 ㈰、11月19日 ㈰、
12月9日㈯ 午後1時～3時
定員＝12人（先着順）
申込先＝八

や ば な
華歌

かしゅう
州さん（☎27-0211）

書道教室
日時＝6月24日㈯、7月1日㈯、8月26日

㈯、9月2日㈯・16日㈯、10月21日㈯、
11月11日㈯・18日㈯、12月2日㈯・
16日㈯ 午後1時～3時
定員＝40人（先着順）
申込先＝土谷智子さん（☎26-1636）
※くわしくは各申込先へ。

ラベンダースティック作り教室
癒やしの香りを

日時＝6月22日㈭ 午前10時～11時
会場＝市体育館
定員＝20人（先着順）
参加費＝500円（材料費）
※申し込みは午前9時から市体育館（☎

26-7251）へ。

立ち上げ準備講座
高齢者が集まれる交流の場

　ノウハウを学んで、高齢者が気軽に集
まり交流できる場を地域につくりません
か。
日時＝6月20日㈫ 午後1時30分～4時30

分
会場＝保健福祉館多目的ホール
内容＝富里市で子ども食堂を主宰する高

橋美智子さんによる「みんなでやるサ
ロンは楽しい」をテーマにした講演と
情報交換会
定員と参加費＝30人（先着順）・無料
※申し込みは6月13日㈫までに高齢者
福祉課（☎20-1537）へ。

お知らせ

人・農地プラン
作成手順を説明

　国では、農業従事者の高齢化や後継者
不足、耕作放棄地の増加など、人と農地
の問題を解決するために「人・農地プラ
ン」の作成を推進しています。
　プランは、今後の地域農業の中心とな
る経営体や将来の農地利用の在り方など
を、地域の人たちが話し合いで決めるも
のです。作成すると、新規就農者への資
金や、農地の利用集積を促進した地域へ
の協力金などの支援を受けられます。
　市では、プランの作成手順などを説明
しています。希望する地区は、農政課（☎
20-1542）へ連絡してください。
※くわしくは同課へ。

教科書展示会
手に取ってご覧ください

日時＝6月16日㈮～29日㈭ 午前9時～
午後5時
会場＝中央公民館
内容＝小中学校・特別支援学校・特別支

援学級用教科書見本の展示
※県内各地の県教科書センター・移動教

科書展示場でも展示します。くわしく
は県教育庁指導課（☎043-223-405 
9）へ。

募 集

　成田にゆかりの深い伝統芸能・歌舞伎や、約300年の
歴史を持つ成田祇園祭について学びませんか。
会場＝スカイタウンギャラリー（歌舞伎講座（大道具編）・成

田祇園祭特別講演会はスカイタウンホール）
申込方法＝電話またはEメールで住所・氏名・電話番号

を観光プロモーション課（☎20-1540 Eメールkanpr 
o@city.narita.chiba.jp）へ。成田祇園祭展の鑑賞を希
望する人は当日直接会場へ
歌舞伎講座（入門編）
日時＝6月17日㈯ 午後0時30分～2時
講師＝窪寺祐司さん（松竹株式会社）
定員と参加費＝100人（先着順）・無料
問い合わせ先＝観光プロモーション課（☎20-1540）

成田祇園祭展
日時＝6月24日㈯～7月9日㈰ 午前10時～午後6時
内容＝歴代のポスターや写真、各町のはんてん、山車の

模型などの展示
入場料＝無料
問い合わせ先＝文化芸術センター（☎20-1133、月曜日

は休館）
歌舞伎講座（大道具編）・成田祇園祭特別講演会
日時＝7月8日㈯ 午後2時～5時30分
講師
◦歌舞伎講座（大道具編）…足立安男さん（歌舞伎座舞台

株式会社）
◦成田祇園祭特別講演会…関根賢次さん（成田市副市長）
定員と参加費＝200人（先着順）・無料
問い合わせ先＝観光プロモーション課（☎20-1540）
※くわしくは各問い合わせ先へ。

成田に息づく2つの文化に
触れるイベント

リボンでおしゃれに装飾
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なりたの五つ星給食レストラン
食べてみてください

　市では、学校給食に関する取り組みを
知ってもらうため「なりたの五つ星給食
レストラン」を開催します。市立小学校
で実際に提供されているメニューを味
わってみませんか。
日時＝7月7日㈮ 午前11時30分から
会場＝学校給食センター玉造分所
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝270円（食材費）
申込方法＝6月8日㈭（必着）までに、はが

きに住所・氏名（1枚につき1人）・電話
番号・「給食レストラン希望」を書いて
学校給食センター（〒286-0011 玉造
1-14）へ

※くわしくは同センター（☎27-9449）へ。

消費者講座
正しい知識で賢く使おう

日時＝6月15日㈭ 午後1時30分～3時30
分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝クレジットカードの仕組みや選び

方、利用のポイントなどについて学ぶ
講師＝杉本智彦さん（日本クレジット協

会クレカウンセラー）
定員と参加費＝100人（先着順）・無料
申込方法＝電話・FAX・Eメールのいず

れかで、住所・氏名・電話番号を商工
課（☎20-1622 FAX24-2185 Eメー
ルshoko@city.narita.chiba.jp）へ
※くわしくは同課へ。

県立学校開放講座
書道部の生徒と共に学ぶ

日時＝7月9日㈰・23日㈰、8月6日㈰・
27日㈰、9月3日㈰・17日㈰、10月
1日㈰・15日㈰・29日㈰、11月12
日㈰（全10回） 午前10時～正午
会場＝成田国際高校
対象＝20歳以上の人
定員＝30人（応募者多数は抽選）
参加費＝2,000円（材料費などは実費）
申込方法＝6月12日㈪（必着）までに、は

がきに住所・氏名・年齢・電話番号・
書歴を書いて成田国際高校開放講座係

（〒286-0036 加良部3-16）へ
※くわしくは同校（☎27-2610）へ。

成田ナイターシニアリーグ
みんなでサッカー

日時＝6月17日、7月8日・22日、9月
2日・23日、11月4日・11日、12月
2日の土曜日 午後5時～7時
会場＝中台運動公園球技場
内容＝男女混合8人制でリーグ戦を行う
対象
◦男性…平成30年3月31日までに55歳

以上になる人
◦女性…どなたでも
参加費（1回当たり）＝男性500円（グラ

ウンド使用料）、女性は無料
※申し込みは市サッカー協会・濱田さん
（☎090-8599-6918）へ。

市民ゴルフ競技大会
勝ち進もう

日時＝8月21日㈪（雨天決行） 午前8時
から
会場＝白鳳カントリー倶楽部（磯部）
対象＝市内在住の男子アマチュアプレー

ヤーで、各地区の予選会などで選出さ
れた人
※くわしくは市アマチュアゴルフ協会事
務局（㈱日翔・☎22-1251）へ。

パパママのリフレッシュサロン
ネックレス作りで気分転換

　夏にふさわしいネックレスを作りなが
ら、子育てについてのおしゃべりを楽し
みませんか。
日時＝6月22日㈭ 午前10時～11時30分
会場＝子ども館
対象＝小学生～高校生の子どもの保護者
定員＝10人（先着順）
参加費＝550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。

税務職員
平成29年度採用試験

　人事院では税務職員を募集します。第
1次試験日は、9月3日㈰です。
申込方法＝6月19日㈪～28日㈬に人事院

ホームページ（http://www.jinji-shi 
ken.go.jp/juken.html）から申し込む
※くわしくは成田税務署（☎28-5151）へ。

普通救命講習会
心肺蘇生法を学ぼう

日時＝7月30日㈰ 午前9時～正午
会場＝大栄消防署
内容＝心肺蘇生法・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

上の人
定員と参加費＝15人（先着順）・無料
※申し込みは7月23日㈰までに同署（☎

73-4141）へ。

リサイクル製品の販売
掘り出し物が見つかるかも

日時＝6月15日㈭～18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）
抽選日＝6月20日㈫（当選者にはがきで

通知）
※申し込みのなかった品物は20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。

エコ・マイバッグづくり教室
もったいないの心を大切に

日時＝6月10㈯ 午後1時～4時
会場＝加良部公民館
内容＝壊れて不用になった傘でいろいろ

な形のエコバッグを作る
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは成田市消費者友の会・岩㟢
さん（☎22-0843）へ。

胸骨圧迫に挑戦
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非常勤職員
夏休みに児童ホームで

応募資格＝18歳以上で業務に意欲的に
取り組める人（高校生を除く）
募集人員＝100人程度
業務内容＝留守家庭児童（小学生）の育成

支援など
勤務期間＝7月21日㈮～8月31日㈭（日

曜日・祝日を除く）
勤務時間＝午前7時30分～午後7時の間

のシフト勤務
勤務場所＝市内の児童ホーム
時給＝1,160円
応募方法＝6月28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

※くわしくは同課（☎20-1607）へ。

図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

0・1歳のおはなしかい
日時＝6月16日㈮ 午前11時～11時30分
会場＝市立図書館2階集会室
内容＝親子で絵本の読み聞かせや手遊び

を楽しむ
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
会場＝市立図書館1階おはなし室
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（☎
27-2000）へ。

トライアスロン大会
成田キッズ＆ジュニア

　トライアスロン日本代表としてオリン
ピックに出場経験のある庭

にわ
田
た

清
きよ

美
み

さんを
ゲストに迎えます。
日時＝7月22日㈯ 午前8時30分から
会場＝中台運動公園特設会場
競技種目
◦小学1・2年生…スイム20m・バイク

2km・ラン750m
◦小学3・4年生…スイム50m・バイク

2km・ラン750m
◦小学5・6年生…スイム50m・バイク

2km・ラン1.5km
◦中学生…スイム200m・ラン2km
◦高校生以上…スイム500m・ラン5km
定員＝各50人（中学生の部は30人。先

着順）
参加費＝小中学生3,000円、高校生以

上は4,000円
※申し込みは6月30日㈮までに大会事務

局（☎090-7216-3528 ホームページ
http://www.ne.jp/asahi/shake/
hand）へ。

折り鶴平和プロジェクト
広島・長崎へ心をつなぐ

　市では被爆地の広島・長崎へ送る千羽
鶴を募集します。
　折り紙は10㎝四方のもので、鶴は首
を折らず、羽を広げないで、千羽鶴に束
ねたものを受け付けます。1羽ずつの折
り鶴も預かります。
募集期間＝6月30日㈮まで
受付場所＝市役所1階総合案内所、中央

公民館、下総公民館、大栄公民館、三
　里塚コミュニティセンター、もりんぴ
　あこうづ、保健福祉館、赤坂ふれあい
　センター、文化芸術センター
※くわしくは文化国際課（☎20-1534）へ。

お父さんにプレゼントをつくろう
ありがとうの気持ちを込めて

日時＝6月11日㈰ 午前10時～正午
会場＝子ども館
対象＝小学生以上
定員＝20人（先着順）
参加費＝150円（材料費）
持ち物＝1Lの牛乳パック2個（洗って乾

かし、底を切り取ったもの）
※申し込みは6月3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。

グランドピアノの一般開放
市役所ロビーで演奏を

日時＝7月4日㈫・14日㈮・19日㈬・28
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（中学

生以下は保護者同伴）
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。

セカンドライフ支援セミナー
年齢を重ねても生き生きと

期日とテーマ（全7回）
①7月13日㈭…生きがいを見つけよう
②7月20日㈭…健康で楽しい生活を
③7月27日㈭…防災体験ツアー
④8月3日㈭…太極拳で健康に
⑤8月17日㈭…そば打ちに挑戦
⑥8月24日㈭…絵手紙を大切な人へ
⑦8月29日㈫…あなたのマネープラン
時間
①②④⑥⑦…午前10時～午後0時30分
③…午前8時45分～午後2時30分
⑤…午前9時～午後1時30分
会場＝中央公民館
対象＝55歳以上で全回参加できる人
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円程度（材料費など）
申込方法＝6月23日㈮（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・氏名・年
齢・性別・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kominkan@city.narita.chib 
a.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月曜
日、祝日は休館）へ。

ゴールを目指してしのぎを削る

募 集


