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ゆるキャラグランプリ
うなりくんに投票を

　市観光キャラクター「うなりくん」が今
年も「ゆるキャラグランプリ2017」にエ
ントリーしました。投票方法は、ゆるキャ
ラグランプリのホームページ（http://w 
ww.yurugp.jp/）をご覧ください。
※くわしくは観光プロモーション課（☎

20-1540）へ。

協力事業者説明会
ふるさと納税謝礼品

　ふるさと納税制度による寄付者への謝
礼品を提供する、協力事業者への説明会
を開催します。
日時＝8月8日㈫ 午後2時から
会場＝市役所6階大会議室
対象＝市内に事業所があり、市税を完納

している事業者
謝礼品＝市のPRにつながる商品やサー

ビスで、市内で生産・製造・加工・販
売・体験などが行われているもの

※くわしくは観光プロモーション課（☎
20-1540）へ。

おもちゃクリニック
三里塚コミュニティセンターで

　思い出の詰まった大切なおもちゃを点
検・修理します。
日時＝8月26日、9月23日、10月28日、

11月25日、1月27日、2月24日、3
月24日の土曜日 午前10時〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
修理代＝無料（部品代は実費）
※くわしくは同センター（☎40-4880、月
曜日は休館）へ。

図書館と公民館で工事
騒音を伴うことも

　市立図書館と中央公民館では、平成
30年1月12日㈮まで電気工事を行いま
す。
　通常通り開館しますが、大きな音がす
る場合がありますので、ご理解をお願い
します。
※くわしくは市立図書館（☎27-2000）ま

たは中央公民館（☎27-5911、第1月
曜日・祝日は休館）へ。

し催 物

消防の仕事を体験してみよう
普段見られない部分まで

　実際の道具や車両に触れて体験できる
キャンペーンを開催します。
日時＝8月26日㈯ 午前10時〜午後4時
会場＝イオンタウン成田富里
※くわしくは成田消防署（☎20-1594）へ。

キッズタウンNARITA
働いて・食べて・遊ぼう

　子どもたちだけのまちをつくり、仕事
や買い物を通して市民として生活するこ
とを体験します。違う学校や学年の子と
一緒にまちを盛り上げてみませんか。
日時＝8月6日㈰ 午前10時〜午後4時
（受け付けは午後2時まで）
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝小学生〜18歳
入場料＝100円
※参加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
ご当地キャラも登場

日時＝8月31日㈭ 午後0時10分〜0時
50分
会場＝市役所1階ロビー
内容＝高橋絵美子さんと大越裕美さんに

よるバイオリンとピアノのデュオ
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。

うなりくんを応援しよう

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＝7日㈪、14日㈪、21
日㈪、28日㈪、31日㈭（館内整理日）

※ 11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
◇8月6日㈰＝「聯合艦隊司令長官 山本五十

六－太平洋戦争70年目の真実－」
　2011年・日本
◇8月26日㈯＝「うしろの正面だあれ」
　1991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6月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 54.5 64.1
長沼 55.3 66.3
北羽鳥 56.1 67.1
北羽鳥
北部 55.0 64.8

新川 55.4 66.1
猿山 47.9 58.8
滑川 55.8 67.1
西大須賀 60.3 73.3
四谷 58.1 70.0
高倉 62.7 77.1
内宿 52.9 63.4
磯部 55.8 67.0
水掛 54.4 64.9
幡谷 54.9 65.7
成毛 54.7 64.8
荒海 61.1 73.4
飯岡 57.5 69.0
大生 58.0 69.7
土室（県） 65.9 80.8
土室（NAA） 54.4 65.1

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 61.4 73.4
大室 55.9 66.8
大室（NAA） 55.9 67.6
野毛平
工業団地 57.4 68.8

芦田 60.8 73.7
赤荻 57.4 68.5
野毛平 58.1 70.3
下金山 48.9 60.9
押畑 47.9 58.7
新田（NAA） 51.8 65.7
新田 55.2 69.1
堀之内 54.4 66.6
馬場 52.1 64.0
遠山小 56.8 70.1
本三里塚 56.8 71.0
三里塚小 59.5 72.6
御料牧場
記念館 55.3 68.3

本城 57.2 69.6
南三里塚 60.7 74.1

※�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。
第一種区域の基準値�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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バルーンアート教室
世界的なアーティストによる

日時＝8月29日㈫ 午後1時〜1時45分、
午後2時〜2時45分
会場＝三里塚コミュニティセンター
講師＝バルーンアーティスト大悟さん
対象＝小学生と保護者
定員と参加費＝各10組（先着順）・無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日は休館）へ。

親子で音楽ワークショップ
音で遊ぼう

日時＝8月26日㈯ ①午前10時〜10時
45分②午前11時〜11時45分③午後
1時〜1時45分④午後2時〜2時45分
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝親子で身近な材料で楽器を作り、

音遊びを楽しむ
講師＝池田邦太郎さん（帝京平成大学講

師）
対象＝①②は市内在住の2・3歳児と親、

③④は市内在住の4歳以上の未就学児
と親
定員＝各10組（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは公津の杜なかよしひろば
（☎27-7300、第4月曜日は休館）へ。

市民ミュージカル
参加しませんか

会場＝国際文化会館ほか
対象＝小学生以上で、稽古（全20回。主

に日曜日）と総稽古・発表会に参加でき
る人
定員＝60人（先着順）
参加費＝3万円（追加稽古代、衣装代など

は別途）
参加説明会・稽古初日＝8月26日㈯ 午

前10時から
総稽古日＝平成30年2月17日㈯
発表会日＝平成30年2月18日㈰
※申し込みは8月18日㈮までに市民ミュー

ジカル実行委員会（国際文化会館・☎2 
3-1331、月曜日、祝日の翌日は休館）へ。

高等学校等開放講座
多彩なメニューを用意

対象＝市内在住・在勤の20歳以上の人
定員＝各20人（先着順）
成田国際高校
日時＝9月9日・16日・23日・30日、10

月7日の土曜日（全5回） 午前9時〜正
午

【初級英語講座】
内容＝自己紹介や道案内などの英会話、

英語で料理に挑戦
参加費＝700円（教材費）
【中級英語講座】
内容＝ディスカッションなどの英会話
参加費＝500円（教材費）
成田高校
日時＝9月17日㈰・30日㈯、10月7日㈯・

14日㈯・21日㈯（全5回） 午後1時〜4時
参加費＝無料
【漢詩鑑賞と思想研究】
内容＝詩経や孟子の漢詩を読み解く
【パソコン・ワード練習講座】
内容＝キーボードやワードの基本操作を

学び、文書を作成する
成田北高校
【一からつくる金属根付け】
日時＝9月28日、10月5日・12日・26日、

11月2日・9日・16日・30日の木曜日
（全8回） 午後6時30分〜8時30分
内容＝金属根付けの製作
参加費＝3,000円（教材費）
成田西陵高校
【生活に潤いを】
日時＝10月7日㈯・14日㈯・21日㈯・

28日㈯（全4回） 午前9時〜正午
内容＝そば打ち、竹垣の作製、フラワー

アレンジメント、草花の寄せ植え
参加費＝2,000円（教材費）
※全講座で別途保険料がかかります。申し

込みは生涯学習課（☎20-1583）へ。

成田商工会議所創業スクール
目指せ起業家

会場＝成田商工会議所（花崎町）
内容＝創業に必要な知識を習得する
対象＝創業に関心のある人
創業スクール無料体験講座
日時＝8月26日㈯ 午前9時30分〜11時

30分
定員と参加費＝50人（先着順）・無料
創業スクール
日時＝9月23日・30日、10月7日・14日･
　28日の土曜日（全5回） 午前9時30分

〜午後4時30分（11月4日㈯は予約制
の個別相談会）
定員と参加費＝30人（先着順）・1万800

円（受講料・教材費など）
※申し込みは成田商工会議所（☎22-21 

01）へ。

ボウリング初心者教室
楽しく基本を学ぶ

日時＝9月4日㈪・11日㈪・25日㈪（全
3回） 午後1時〜2時30分
会場＝ラクゾー成田店（ボンベルタ成田

店5階）
内容＝インストラクターのレッスンと1

ゲーム投球
定員と参加費（1回当たり）＝20人（先着

順）・600円（貸靴代は別途）
持ち物＝運動できる服装、靴下、タオル
※申し込みは8月30日㈬までに市ボウ

リング協会（ラクゾー成田店・間嶋さ
ん、斉藤さん☎33-6752）へ。

県警察官採用試験
地域の安全を守る力に

受験資格
◦警察官A…学校教育法に基づく大学を

卒業した人
◦警察官B…そのほかの人
申込期間＝8月10日㈭まで
第1次試験日＝9月17日㈰
※くわしくは成田警察署警務課（☎27-

0110 内線211）へ。

金属根付け作品例

募 集

スマートフォンで読む「広報なりた」

専用アプリを無料でダウンロードできます。
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ランニング教室
気持ち良く走ろう

日時＝8月26日㈯、9月9日㈯・30日㈯ 
午後6時〜8時
会場＝中台運動公園陸上競技場ほか
講師＝早田俊幸さん（第51回福岡国際マ

ラソン大会2位入賞）
対象＝16歳以上の人
定員＝各30人（先着順）
参加費（1回当たり）＝市内在住・在勤・

在学の人は300円、そのほかの人は4 
00円（保険料を含む）

※申し込みは市体育館（☎26-7251）へ。

普通救命講習会
いざというときのために

期日と会場・問い合わせ先
◦9月3日㈰…市役所6階中会議室（成田

消防署☎20-1594）
◦9月20日㈬…三里塚コミュニティセ

ンター（三里塚消防署☎35-1007）
◦9月24日㈰…赤坂消防署（☎26-3210）
時間＝午前9時〜正午
内容＝心肺蘇生・AEDの操作法など
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以上

の人
定員＝各15人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは各問い合わせ先へ。

千葉ロッテの試合に招待
対福岡ソフトバンク戦を観戦

　千葉ロッテマリーンズの試合に抽選で
50組100人を招待します。抽選に外れた
人も、割引価格でチケットを購入できます。
日時＝9月9日㈯ 午後2時から
会場＝ZOZOマリンスタジアム（千葉市）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝3塁側内野指定席S10組、3塁側

内野指定席B40組（応募者多数は抽選）
申込方法＝8月15日㈫（必着）までに往

復はがきに住所・氏名（フリガナ）・電
話番号・勤務先または学校名（市内在
勤・在学の人のみ）「千葉ロッテマリー
ンズ戦観戦希望」と書いて、スポーツ
振興課（〒286-8585 花崎町760）へ

（複数の応募は不可）。後日、返信はが
きで結果を通知します

※くわしくは同課（☎20-1584）へ。

古文書から成田の歴史を学ぶかい
初めての人も歓迎

日時＝9月1日㈮ 午後2時〜4時
会場＝市役所6階中会議室
講師＝小倉博さん（市文化財審議委員会

委員長）
定員と参加費＝30人（先着順）・無料
※申し込みは8月18日㈮までに市文化財

保護協会事務局（生涯学習課・☎20-
1583）へ。

小学生相撲大会
目指せ横綱

日時＝9月24日㈰ 午前8時から
会場＝市相撲場
競技方法
◦個人戦…小学1〜6年生の部
◦団体戦…小学2〜6年生各1人ずつの5

人編成
対象＝市内在住・在学の小学生
参加費＝無料
※申し込みは9月15日㈮までにスポー

ツ振興課（☎20-1584）へ。

夏休み工作教室
海の生物作っちゃおう

日時＝8月20日㈰ 午後2時〜3時30分
会場＝スカイタウンホール
内容＝風船でクラゲや魚を作る
対象＝どなたでも（小学3年生以下は保

護者同伴）
定員＝30人（先着順）
参加費＝500円（材料費）
持ち物＝飲み物
※申し込みは文化芸術センター（☎20-1 

133、月曜日は休館）へ。

市民テニス教室
楽しみながらレベルアップ

日時＝8月26日㈯ 午後5時から
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＝15歳以上の市内在住・在勤・在

学・市テニス協会加盟クラブ員の人
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市テニス協会事務局・林さ
ん（☎090-4063-5859）へ。

成田オープンソフトテニス大会
息の合ったプレーで

日時＝8月27日㈰ 午前8時30分から
会場＝中台運動公園テニスコート
種目＝ダブルス男子1〜4部、ダブルス

女子1・2部、ミックスダブルス1部
参加費（1ペア当たり）＝2,000円（高校

生以下は500円）
申込方法＝8月21日㈪までにFAXで氏

名・年齢・性別・電話番号を市体育協
会事務局（FAX33-3813）へ

※くわしくは同事務局（☎33-3811）へ。

ピカピカトロフィーをつくろう
ペットボトルを使って

日時＝8月24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＝40円（材料費）
持ち物＝軍手、マスク
※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。

明るい選挙啓発ポスター・標語
あなたの力作を

ポスター
内容＝明るい選挙を呼び掛けるもの
応募資格
◦小中高の部…小学生〜高校生
◦一般の部…どなたでも
応募規定＝描画材料は自由で、四つ切り
（54.2cm×38.2cm）、八つ切り（38.2 
cm×27.1cm）またはそれに準ずる大き
さ（1人1点で自作のもの）
標語
内容＝きれいな選挙の推進、または棄権

防止の呼び掛けを表すもの
応募資格＝小学生以上
応募規定＝20字以内で短冊1枚に1点（1

人2点以内で自作のもの）
申込方法＝9月6日㈬（必着）までに小学

生〜高校生は学校を通じて、そのほか
の人は直接または郵送で、選挙管理委
員会事務局（市役所4階 〒286-8585 
花崎町760）へ

※くわしくは同事務局（☎22-1111 内
線3152）へ。
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演劇ワークショップ
芝居の基礎を体験

日時＝8月25日㈮ 午前10時〜午後6時
会場＝国際文化会館
内容＝シアターゲーム、発声レッスン、

台本読み、稽古などをし、最後に発表
をする
講師＝飯島誠一さん（劇団オムライス）
対象＝小学生以上
定員＝15人（先着順）
参加費＝1,000円（教材代など）
※申し込みは国際文化会館（☎23-133 

1、月曜日、祝日の翌日は休館）へ。

里山講演会
自然の素晴らしさを

日時＝8月20日㈰ 午後1時30分〜3時30
分
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝昆虫の多様性と、その保全と活

用を目指して
講師＝清水敏夫さん（千葉県立農業大学

校講師）
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・里山を育てる会・相
原さん（☎35-1550）へ。

野菜スイーツ教室
親子で挑戦

　成田市場の野菜と果物を使ったケーキ
作りに挑戦してみませんか。
日時＝8月19日㈯ 午後1時30分〜4時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝かぼちゃのシフォンケーキ作り
対象＝小学生と保護者
定員＝8組16人（先着順）
参加費（1組当たり）＝1,000円（材料費）
持ち物＝エプロン、三角巾、タオル
※申し込みは成田市場振興協議会（☎

24-1224）へ。

B＆Gカヌー体験会
プールでできる

日時＝9月3日㈰ 午後1時〜4時30分
会場＝中台運動公園水泳プール
対象＝小学4〜6年生
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝市スポーツ・みどり振興財団

ホームページ（http://www.park-n 
arita.jp/）にある申込書・同意書に必
要事項を書いて直接、市体育館または
大栄B＆G海洋センターへ

※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

卓球大会
市民文化祭・体育の部

日時＝10月8日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
種目＝小学生男女個人戦、中学生男女個

人戦・団体戦、一般男女個人戦・団体
戦、レディース（30歳以上）個人戦
対象＝市内在住・在勤・在学の人、市卓

球協会加盟クラブ員
参加費＝個人戦600円（小中学生は300

円）、団体戦（1チーム当たり）3,000
円（中学生は1,500円）
申込方法＝9月13日㈬までに市卓球協会

事務局・大木さん（☎090-2742-10 
98）または関山さん（☎26-8968）へ。

※くわしくは市卓球協会ホームページ
（http://www.nctv.co.jp/~tt/）へ。

リサイクル製品の販売
使える物を有効活用

日時＝8月17日㈭〜20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＝8月22日㈫（当選者にはがきで

通知）
※申し込みのなかった品物は22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。

成田スポーツフェスティバル
みんなで参加しよう

日時＝10月7日㈯ 午前9時〜午後3時10
分
会場＝中台運動公園陸上競技場
種目＝綱引き、玉入れ、8の字跳び、歩測、

ニュースポーツ体験、400mリレー、
カイくんと走ろう！、成田ソラあんぱ
ん食い競走
対象＝市内在住・在勤・在学の人
参加費＝無料
申込方法＝綱引き・玉入れ・8の字跳び・

400mリレーは事前に参加申し込みが
必要です。9月6日㈬（当日消印有効）
までに、直接・郵送・FAX・Eメール
のいずれかで申込書に必要事項を書い
て成田スポーツフェスティバル実行委員
会事務局（市役所4階スポーツ振興課 
〒286-8585 花崎町760 FAX22-4 
494 Eメールshosport@city.narita.
chiba.jp）へ
申込書配布場所＝スポーツ振興課、行

政資料室（市役所1階）、下総・大栄支
所、市体育館、久住体育館、大栄B＆
G海洋センター、印東体育館、ナス
パ・スタジアム、十余三パークゴルフ
場、久住パークゴルフ場、各地区運動
施設、国際文化会館、各公民館、美郷
台地区会館、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、
豊住ふれあい健康館、市ホームページ

（http://www.city.narita.chiba.jp/
soshiki/shosport.html）

※くわしくは同事務局（スポーツ振興課・
☎20-1584）へ。

夏休み親子工作教室
ロボハンド作り

日時＝8月22日㈫ 午前10時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝木材のパーツを組み合わせて物を

つかむ道具を作る
対象＝小学生以上とその保護者
定員＝8組16人（先着順）
参加費＝500円（材料費）
持ち物＝汚れてもよい服装、エプロン、

タオル、飲み物
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27- 

5252、第4月曜日は休館）へ。

募 集


