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大栄B&G海洋センタープール
海の日に無料開放

日時＝7月17日（月・祝） 午前9時〜正午、
午後1時〜5時
対象＝市内在住・在勤・在学の人
※くわしくは大栄B&G海洋センター（☎

73-5110、月曜日・7月18日㈫は休
館）へ。

大谷津運動公園野球場
閉鎖期間を延長

　北千葉道路の整備に伴い野球場を一時
閉鎖していますが、期間を平成31年3
月19日まで延長します。皆さんのご理
解をお願いします。なお、テニスコート・
プール・多目的広場は引き続き、通常通
り運営します。
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-158 

4）へ。

学校プール一般開放
夏休み期間中に

学校と開放期間
◦豊住小学校…7月21日㈮〜27日㈭
◦本城小学校…7月28日㈮〜8月3日㈭
◦下総みどり学園…8月4日㈮〜10日㈭
時間＝午前10時〜正午、午後1時〜3時
利用料＝無料
※未就学児は保護者の同伴が必要です。

くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 
84）へ。

し催 物

ふれあいコンサート
声楽とピアノ演奏

日時＝7月27日㈭ 午後0時10分〜0時
50分
会場＝市役所1階ロビー
出演者＝Y

ワイ
.M

ム ジ ー ク
usik

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。

NARITA花火大会in印旛沼
1万2,000発を打ち上げ

日時＝10月14日㈯ 午後7時から（荒天の
場合は中止）
会場＝ニュータウンスポーツ広場
チケット販売開始日＝8月1日㈫
チケット販売場所＝NARIT花火大会ホー

ムページ（http://narita-hanabi.co 
m/）、チケットぴあ、CNプレイガイド

※くわしくはNARITA花火大会実行委員
会（☎29-5553）へ。

イースタン・リーグ公式戦
千葉ロッテ対北海道日本ハム

　成田スカイシリーズ第10回記念事業と
して、試合前に千葉ロッテ現役選手やサ
ブロー・薮田安彦元選手のサイン会（当
日整理券を配布）などが開催されます。
日時＝8月6日㈰ 午後5時試合開始
会場＝ナスパ・スタジアム
前売り券
◦特別内野席（椅子席）…1,500円（子ど

もは1,000円）
◦内野芝生席…700円
◦外野芝生席…300円
前売り券販売場所＝スポーツ振興課（市

役所4階）、成田商工会議所、成田市
東商工会本所、千葉ロッテマリーンズ
成田後援会事務局（ホテル日航成田内）

※くわしくは同事務局（☎32-1144 ホー
ムページhttps://www.narita-mar 
ines.com）へ。

芸術家が愛したコレクション展
松山庭園美術館収蔵作品より

　国内外の名画や茶道具など松山庭園美
術館の逸品約100点が展示されます。
日時＝7月22日㈯〜9月10日㈰ 午前10

時〜午後6時
会場＝スカイタウンギャラリー
入場料＝500円（高校生以下、障害者手

帳を持つ人とその介護者1人は無料）
ギャラリートーク
日時＝8月19日㈯ 午後2時から
講師＝清水康友さん（美術評論家）
※ギャラリートークへの参加を希望する人

は、当日直接会場へ。ただし、入場料
がかかります。くわしくは文化芸術セン
ター（☎20-1133、月曜日は休館）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＝3日㈪、10日㈪、18日㈫、
24日㈪ 、28日㈮（館内整理日）、31日㈪

※ 17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
◇7月15日㈯＝「ふしぎな岬の物語」
　2014年・日本
◇7月21日㈮＝「アングリーバード」
　2016年・フィンランド、アメリカ・吹替・

アニメ
◇7月30日㈰＝「アルプスの少女ハイジ」
　1979年・日本・アニメ
◆�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5月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 53.0 62.7
長沼 54.9 65.5
北羽鳥 55.5 66.3
北羽鳥
北部 �54.2*  64.3*

新川 55.3 66.0
猿山 48.1 59.1
滑川 55.8 66.9
西大須賀 60.6 73.3
四谷 58.2 69.7
高倉 62.9 77.2
内宿 53.1 63.9
磯部 55.5 66.4
水掛 54.1 64.8
幡谷 54.8 65.8
成毛 54.4 64.8
荒海 61.2 73.4
飯岡 57.4 68.7
大生 58.1 69.5
土室（県） 66.1 80.8
土室（NAA） 54.6 65.5

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 61.5 73.6
大室 56.0 67.1
大室（NAA） 56.3 68.3
野毛平
工業団地 57.2 68.5

芦田 60.8 73.6
赤荻 56.5 67.3
野毛平 57.7 69.7
下金山 46.7 57.9
押畑 47.2 56.7
新田 56.2 69.5
新田（NAA） 53.0 66.7
堀之内 54.1 66.2
馬場 51.7 62.6
遠山小 56.6 69.4
本三里塚 56.2 70.3
三里塚小 59.1 72.4
御料牧場
記念館 55.2 68.2

本城 57.3 69.7
南三里塚 60.5 74.0

※�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。

＊確認作業中のため、参考値となります。

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
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国際こども絵画交流展
食に関する作品を

　入選作品は、各国の子どもたちの絵画
とともに市内に展示されます。
対象＝市内在住・在学の小中学生
テーマ＝食（Food）
規格＝水彩・クレヨン・パステルクレヨ

ン・版画などの作品。大きさは、縦
39.2cm×横54.2cm以内（方形）で1人
1作品まで
応募方法＝9月8日㈮（必着）までに直接

または郵送で文化国際課（市役所4階 
〒286-8585 花崎町760）へ

※くわしくは同課（☎20-1534）へ。

図書館のおはなし会
みんなおいでよ

会場＝市立図書館2階集会室
参加費＝無料
0・1歳のおはなしかい
日時＝7月14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＝7月14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
なつやすみおはなしかい
期日＝7月25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・「かばくん」「こすずめの
ぼうけん」ほか

◦午前11時20分〜正午…小学生（保護
者も可）・「世界でいちばんやかましい
音」「七羽のからす」ほか

※「2・3歳のおはなしかい」「なつやすみ
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（☎27-2000）へ。

甲種防火管理新規講習
安心・安全な事業所を目指して

日時＝8月24日㈭・25日㈮（全2回） 午
前9時15分〜午後3時30分
会場＝国際文化会館小ホール
対象＝市内在住・在勤の人
定員＝120人（先着順）
参加費＝3,650円（テキスト代）
申込方法＝7月27日㈭・28日㈮の午前9

時から申請書類（写真1枚を添付）と参加
費を直接、予防課（市役所地下1階）へ
申請書類配布場所＝予防課、各消防署、

同課ホームページ（http://www.city.
narita.chiba.jp/sisei/sosiki/shob 
o/yobo_std0002.html）

※くわしくは同課（☎20-1591）へ。

上級救命講習会
いざというときのために

日時＝8月19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（自動体外式除

細動器）の操作方法・そのほかさまざ
まな応急手当などを学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以上
定員＝60人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは警防課（☎20-1592）へ。

環境講演会
収納術を教えます

日時＝8月5日㈯ 午後1時30分〜3時
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝笑って学べる収納セミナー
講師＝収納王子コジマジックさん（日本

収納検定協会代表理事）
定員＝200人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝7月26日㈬（必着）までに、は

がき・FAX・Eメールのいずれかで住
所・氏名・電話番号・参加人数を環境
計画課（〒286-8585 花崎町760 F 
AX22-4449 Eメールkankei@city.n 
arita.chiba.jp）へ

※くわしくは、なりた環境ネットワーク
事務局（環境計画課・☎20-1533）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＝8月3日㈭・18日㈮・21日㈪・29
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＝各1組（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは文化国際課（☎20-1534）へ。

募 集

採用予定人員
◦一般行政職初級…3人程度（うち障

がい者若干名）
◦消防職…若干名
◦消防職（救急救命士）…若干名
受験資格
◦一般行政職初級…平成8年4月2日

〜12年4月1日生まれの人
◦一般行政職初級（障がい者）…昭和

57年4月2日〜平成12年4月1日生
まれで、身体障害者手帳の交付を
受け、その障がいの程度が1〜6級
で、通勤・職務の遂行に介助者を
必要とせず、活字印刷文による出
題に対応できる人

◦消防職…平成元年4月2日〜12年
4月1日生まれの人

◦消防職（救急救命士）…平成元年

4月2日〜10年4月1日生まれで、
救急救命士の資格を持つ人（平成
30年3月末日までに取得見込みの
人を含む）
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.j 
p/sisei/sosiki/jinji/index0000.h 
tml）
配布開始日＝7月7日㈮
申込方法＝7月24日㈪〜8月7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＝9月17日㈰
会場＝佐倉中学校
※くわしくは人事課（☎20-1505）また

は同課ホームページへ。

新 し い 力 を 求 め ま す

平成30年4月採用の市職員募集
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男女共同参画セミナー
新聞プールとダンボールあそび

日時＝7月22日㈯ 午前10時30分から
会場＝保健福祉館多目的ホール
講師＝村上誠さん（NPOファザーリン

グ・ジャパン）
対象＝子どもと保護者
定員＝30組（市内在住・在勤・在学の人

を優先に先着順）
参加費＝無料
持ち物＝上履き、はさみ、クレヨンやカ

ラーマジック
申込方法＝7月11日㈫までに電話・FA 

X・Eメールのいずれかで、住所・氏
名・電話番号・託児室（2歳〜小学校
就学前）の利用希望の有無を市民協働
課（☎20-1507 FAX24-1086 Eメー
ルkyodo@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

市民文化祭
芸術の秋に向けて

会場と催し物・期日
スカイタウンホール
◦軽音楽・マジックのつどい…10月9

日（月・祝）
◦古典の日記念朗読コンサート…10月

21日㈯
◦邦楽のつどい…10月22日㈰
国際文化会館
◦歌謡の祭典…10月9日（月・祝）
◦吟道の祭典…10月28日㈯
◦ダンス・バレエの祭典…11月3日（金・

祝）
◦舞踊の祭典…11月5日㈰
三里塚コミュニティセンター
◦民謡の祭典…11月12日㈰
中央公民館
◦将棋大会…10月8日㈰
◦囲碁大会…10月15日㈰
成田公民館
◦短歌大会…10月14日㈯
対象＝市内在住・在勤・在学の人
申込方法＝7月28日㈮（必着）までに、は

がきに住所・氏名・年齢・電話番号・
参加を希望する催し物（発表はジャン
ル・演目・所要時間）を書いて文化国際
課（〒286-8585 花崎町760）へ

※くわしくは同課（☎20-1534）へ。

ユニカール大会
成田エアポートカップ

日時＝8月6日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
競技方法＝3人のチームでの団体戦
参加費（1人当たり）＝1,500円（昼食・飲

み物代）
申込方法＝7月10日㈪までに電話また

はFAXで参加者の住所・氏名・電話
番号・チーム名を市ユニカール協会事
務局鈴木さん（☎・FAX22-6920）へ

※くわしくは同事務局へ。

保安講習
危険物取扱者のための

期日＝9月7日㈭
講習区分と時間
◦給油取扱所の従事者…午前9時45分

〜午後0時45分
◦給油取扱所、石油コンビナート以外の従

事者…午後1時40分〜午後4時40分
会場＝印西市文化ホール
対象＝甲種・乙種・丙種いずれかの危険

物取扱者免状を持っていて、製造所な
どで危険物取扱作業に従事している人

（従事していない人は任意で受講可能）
定員＝500人（先着順）
受講料＝4,700円（県収入証紙代）
申込方法＝7月24日㈪〜28日㈮に直接、

予防課（市役所地下1階）へ
※くわしくは同課（☎20-1591）へ。

創業セミナー
成功するための事業の始め方

日時＝8月5日㈯ 午後1時30分〜3時40分
（個別相談は午後3時40分から）
会場＝市役所6階中会議室
内容＝創業について初歩から学ぶ
講師＝高木悠さん（中小企業診断士）
対象＝創業を考える人や関心のある人
定員と参加費＝30人（先着順）・無料
申込方法＝千葉県産業振興センターホー

ムページ（http://www.ccjc-net.or. 
jp）から申し込むか、電話またはFAX 
で住所・氏名・電話番号・個別相談の
希望の有無を商工課（☎20-1622 FA 
X24-2185）へ

※くわしくは同センター（☎043-299-2 
921）へ。

うなバレー大会
柔らかいボールで痛くない

日時＝7月22日㈯ 午前9時〜午後1時
会場＝大栄B＆G海洋センター
チーム編成＝5〜8人（男女混合）
参加費（1人当たり）＝100円（保険料）
※申し込みは7月14日㈮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。

豊住ナイトヨガ教室
心と体をリラックス

日時＝7月21日、8月4日・18日、9月1
日・15日、10月6日・20日、11月3日・
17日、12月1日の金曜日（全10回） 午
後7時〜8時
会場＝豊住ふれあい健康館
対象＝16歳以上の人
定員＝40人（先着順）
参加費＝500円（保険料など）
持ち物＝上履き、タオル、飲み物、ヨガマッ

ト（貸し出し有り）
※申し込みはスポーツ振興課（☎20-15 

84）へ。

ワクワーク★アートパーク
小物作りに挑戦

会場＝もりんぴあこうづ
持ち物＝エプロンまたは汚れてもよい服

装、タオル、飲み物（8月20日は絵の
具・筆・昼食も）
ペーパーウェイト作り
日時＝8月9日㈬・23日㈬（全2回）午前

10時〜正午
対象＝小学生以上
定員＝10人（先着順）
かべかけ時計作り
日時＝8月20日㈰ 午前10時〜午後3時

30分
対象＝小学3年生以上
定員＝10人（先着順）
ヘアアクセサリー作り
日時＝8月21日㈪ ①午前10時〜正午②

午後1時30分〜3時30分
対象＝①小学1〜3年生②小学4年生以

上
定員＝各16人（先着順）
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27- 

5252、第4月曜日は休館）へ。
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市民テニス教室
初めての人も歓迎

日時＝7月22日㈯ 午後5時〜8時
会場＝中台運動公園テニスコート
内容＝初心者・中級者・女子に分かれて

の基本練習、ゲーム形式練習
対象＝市内在住・在勤の15歳以上の人、

市テニス協会加盟クラブ員
※参加費は無料です。参加を希望する人

は当日直接会場へ。くわしくは市テニス
協会・林さん（☎090-4063-5859）へ。

キッズチャレンジランキング
頭と体を使ってゲームに挑戦

日時＝7月15日㈯、8月3日㈭・29日㈫、
9月16日㈯、10月14日㈯、11月18
日㈯、12月27日㈬、2月17日㈯ 午
前10時〜11時30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝頭と体を使った簡単なゲームに挑

戦し得点を競う
対象＝5歳〜小学生
※参加費は無料です。参加を希望する人

は当日直接会場へ。くわしくは三里塚
コミュニティセンター（☎40-4880、
月曜日は休館）へ。

パパママのリフレッシュサロン
雑誌でオリジナル作品を

　雑誌を切り貼りしてオリジナルの作品
を作りながら、子育てについて気軽に話
しませんか。
日時＝7月13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＝150円（材料費）
持ち物＝雑誌（持っている人）
※申し込みは7月2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。

リサイクル教室
石けん粘土細工

日時＝7月22日㈯ 午後1時〜4時
会場＝リサイクルプラザ
内容＝廃食油から作られた石けんを使っ

て、好きな形を作る
対象＝4歳〜小学4年生と保護者
定員と参加費＝10組（先着順）・無料
持ち物＝エプロン
※申し込みはリサイクルプラザ（☎36-

1000）へ。

バウンドテニス親子教室
室内で楽しむ

日時＝8月5日㈯・19日㈯ 午前10時〜
正午
会場＝向台小学校体育館
対象＝小学生以上の子どもと保護者
定員＝20人（先着順）
参加費（1人1回当たり）＝100円（保険代

など）
持ち物＝運動のできる服装、運動靴、飲

み物、ラケット（貸し出し有り）
※申し込みは開催日の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。

社会を明るくする運動
犯罪のない世の中を目指して

　毎年7月を強化月間と定め、犯罪のな
い明るい社会を目指して全国でさまざま
な活動を展開しています。市でも講演を
開催するほか、作文を募集します。
成田市大会
日時＝7月15日㈯ 午後2時〜4時
会場＝保健福祉館
内容＝「生きている喜び」をテーマにした

小西博之さん（俳優）による講演
定員と参加費＝200人（先着順）・無料
作文募集
内容＝犯罪や非行のない明るい社会を

築くために思うことなどを題材に「社
会を明るくする運動」に関するもの

（400字詰め原稿用紙3〜5枚程度）
対象＝市内在住・在学の小中学生
応募方法＝9月7日㈭までに社会福祉課
（市役所議会棟1階）へ

※大会への参加を希望する人は当日直接
会場へ。くわしくは同課（☎20-1536）へ。

ニュースポーツフェスタ
たくさんの種目を体験

日時＝7月22日㈯ 午前9時〜正午
会場＝市体育館
種目＝スカットボール、バウンドテニス、

ユニカール、ダーツ、クラフトなど
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市レクリエーション協会事
務局（スポーツ振興課・☎20-1584）へ。

リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

日時＝7月13日㈭〜16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＝7月18日㈫（当選者にはがきで

通知）
※申し込みのなかった品物は18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。

小学生硬式テニススクール
みんなでトライ

日時＝8月8日㈫・14日㈪・22日㈫・28
日㈪（全4回） 午前10時〜11時45分
会場＝中台運動公園テニスコート
内容＝年齢・経験別による指導
対象＝市内在住の小学生、家族が市内在

勤または市テニス協会加盟クラブ員の
小学生
定員＝30人（先着順）
参加費＝1,000円（保険料など）
持ち物＝テニスラケット（大人用も可）・

運動靴・飲み物
申込方法＝7月22日㈯までに電話また

はEメールで住所・氏名・電話番号・
学年・経験の有無・所属団体を市テニ
ス協会事務局・青木さん（☎090-436 
7-6830 Eメールnoriko_atc@yaho 
o.co.jp）へ

※くわしくは同協会・青木さんへ。

募 集


