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敬老の日のプレゼントをつくろう
入浴剤を手作りして

日時＝9月10日㈰ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
内容＝重曹やクエン酸、アロマオイルな

どの身近な材料を使って入浴剤を手作
りする
対象＝小中学生
定員＝20人（先着順）
参加費＝150円（材料費）
持ち物＝作品を持ち帰るための袋、タオ

ル、霧吹き（持っている人）
※申し込みは9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。

バレーボール大会
みんなで参加しよう

日時＝10月9日（月・祝） 午前9時30分
から
会場＝市体育館
競技方法＝男女別6人制トーナメント
対象＝高校生以上
参加費（1チーム当たり）＝3,000円（施

設使用料など）
持ち物＝シューズ、タオル、飲み物、昼食
申込方法＝9月21日㈭までに電話また

はEメールで代表者の住所・氏名・電
話番号、チーム名を市体育協会事務局

（☎33-3811 Eメールnrtaikyo@po 
rtland.ne.jp）へ

※くわしくは同事務局へ。

お知らせ

樹木の剪定
適切な管理を

　敷地から車道や歩道に伸びた枝は、道
幅を狭くするなど、歩行者や車の通行の
妨げとなり、思わぬ事故を引き起こす場
合があります。
　地域の安全のためにも、枝の剪

せん
定
てい

や垣
根の刈り込みなど、所有者は適正な管理
をしましょう。
　剪定した枝は分別区分に従ってひもで
束ね、集積所に出してください。
※くわしくは道路管理課（☎20-1551）へ。

大栄B＆G海洋センタープール
まだまだ泳げる

利用期間＝9月30日㈯まで（月曜日・9
月19日㈫を除く）
利用時間＝午前9時〜正午、午後1時〜

5時（金・土曜日は午後6時〜9時も利
用可）

※くわしくは大栄B&G海洋センター（☎
73-5110）へ。

し催 物

ふれあいコンサート
弦楽器や打楽器などによる演奏

日時＝9月21日㈭ 午後0時10分〜0時
50分
会場＝市役所1階ロビー
出演＝玉川大学芸術学部パフォーミン

グ・アーツ学科の皆さん
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。

印旛郡市理科作品展
小中学生の力作を

日時＝9月16日㈯ 午前9時〜午後4時
会場＝印旛教育会館大ホール（寺台）
入場料＝無料
※くわしくは成田小学校・伊橋さん（☎

22-1334）へ。

ファミリーコンサートin玉造
地域でつくる音楽祭

日時＝9月24日㈰ 午後2時〜5時
会場＝玉造公民館
内容＝玉造中学校吹奏楽部や成田フィル

ハーモニー管弦楽団による演奏、合唱
の発表など
入場料＝無料
※公共交通機関を利用してください。く

わしくは玉造公民館（☎26-3644、月
曜日・祝日・9月19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＝4日㈪、11日㈪、19
日㈫、25日㈪、29日㈮（館内整理日）

※ 18日（月・祝）・23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
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
◇9月10日㈰＝「武士の家計簿」
　2010年・日本
◇9月24日㈰＝「映画かいけつゾロリ だ・

だ・だ・だいぼうけん！」
　2012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7月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 51.7 62.2
長沼 53.9 64.5
北羽鳥 55.2 66.3
北羽鳥
北部 53.2 62.8

新川 53.8 64.3
猿山 46.0 55.9
滑川 55.0 66.6
西大須賀 59.5 72.6
四谷 57.5 69.2
高倉 62.7 77.2
内宿 50.1 60.9
磯部 54.4 65.3
水掛 52.6 62.5
幡谷 53.0 63.7
成毛 51.7 62.7
荒海 60.7 73.2
飯岡 56.4 67.4
大生 56.8 68.2
土室（県） 65.9 81.0
土室（NAA） 52.7 64.3

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 61.3 73.4
大室 55.7 66.9
大室（NAA） 55.3 67.7
野毛平
工業団地 54.8 66.4

芦田 60.0 72.6
赤荻 55.1 66.5
野毛平 56.2 68.1
下金山 47.1 59.4
押畑 46.3 56.7
新田（NAA） 52.9 67.4
新田 55.9 69.8
堀之内 52.3 64.1
馬場 49.4 61.9
遠山小 54.1 67.6
本三里塚 54.0 68.3
三里塚小 57.9 71.3
御料牧場
記念館 53.8 67.1

本城 55.5 68.1
南三里塚 59.8 73.3

※�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

緑道は歩行者と自転車の専用道路です。
バイクの乗り入れは禁止されています。
絶対にやめましょう。

緑道はバイク禁止
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子育て支援員研修
保育の仕事に携わる

　市では認可保育所・小規模保育事業所
などの保育施設の従事者やファミリー・
サポート・センターの協力会員となるこ
とを希望する人を対象に講座を開催しま
す。修了者には、全国の保育施設などで
子育て支援員として働くことができる修
了証書を交付します。
科目と期日
◦共通科目…10月2日㈪・16日㈪・23

日㈪・28日㈯・30日㈪、11月11日㈯・
13日㈪・20日㈪、1月22日㈪（このほ
かに1日間の心肺蘇生法講習あり）

◦選択科目…①②のいずれか（または両
方）を選択

①保育従事者…12月11日㈪・18日㈪
（このほかに2日間の保育実習あり）

②ファミリー・サポート・センター協力
会員…11月27日㈪、12月4日㈪
時間＝午前9時20分〜午後0時40分
会場＝成田国際福祉専門学校（郷部）、市

内保育園
内容＝乳幼児の食事と栄養、子どもの発

達などを講義や実習を通して学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の20歳以

上で、共通科目と選択した科目の全日
程参加できる人
定員＝30人（応募者多数は抽選）
参加費＝3,000円（テキスト代など）
申込方法＝9月15日㈮までに子育て支

援課（市役所2階）、市ホームページ
（http://www.city.narita.chiba.jp/
kosodate/page139100.html）にあ
る申込用紙を書いて同課へ

※くわしくは同課（☎20-1538）へ。

16ミリ映写機操作技術講習会
スキルアップにぜひ

日時＝9月26日㈫ 午前10時〜午後4時
会場＝市立図書館2階視聴覚製作室
定員＝15人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは9月21日㈭までに視聴覚

サービスセンター（☎27-2533）へ。

HAPPY バレンタインin札幌
素敵な出会いを

　成田空港周辺地域の人たちの新たな出
会いの場として、LCCで行く札幌観光
イベントを開催します。
期日＝11月11日㈯・12日㈰（1泊2日）
内容＝札幌観光、交流パーティーなどを

通して参加者同士の親睦を図る
対象＝20〜45歳くらいの独身で、成田

市・富里市・香取市・山武市・栄町・
神崎町・芝山町・横芝光町・多古町に
在住・在勤の人（女性は移住希望も可）
定員＝男女各20人（先着順）
参加費＝男性4万4,800円、女性3万9, 

800円（交通費、宿泊費など）
申込方法＝電話またはEメールで住所・

氏名・年齢・電話番号を多古町企画空
港政策課交流イベント事務局（☎04 
79-76-5409 Eメールkuukou@tow 
n.tako.chiba.jp）へ

※くわしくは同事務局へ。

ボウリング初心者教室
上達への近道

日時＝10月2日㈪・16日㈪・23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（ゲーム代。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9月27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。

ソフトバレーボール教室
初心者でも気軽に始められる

　ゴム製の軟らかいボールを使用する、
4人制のバレーボールです。
日時＝10月21日㈯ 午後6時〜9時
会場＝市体育館
対象＝小学生以上（小学生は保護者同伴）
参加費＝200円（保険料）
持ち物＝動きやすい服装、上履き
※申し込みは10月14日㈯までに市ソフ

トバレーボール協会事務局・大谷さん
（☎090-2227-4517）へ。

秋季プロテニススクール
技術の向上に

日時＝9月18日（月・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（高校生以下は500円）
申込方法＝Eメールで住所・氏名・学年
（学生の場合）・電話番号・所属団体を
市テニス協会事務局・青木さん（Eメー
ルnoriko_atc@yahoo.co.jp）へ

※くわしくは同事務局・林さん（☎090-
4063-5859）へ。

中郷地区の自然と歴史散策
文化財や城跡を見学

日時＝10月14日㈯ 午前9時〜正午
集合場所＝中郷公民館
内容＝下金山・和田地区にある文化財や

城跡などを歩いて巡る
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝9月22日㈮（必着）までに、

はがきまたはEメールで住所・氏名・
年齢（学生の場合は学年）・電話番号を
中郷公民館（〒286-0832 赤荻158 
7-1 Eメールkominkan＠city.narita.
chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎22-4614、月曜日・
祝日・9月19日㈫は休館）へ。

非常勤職員
農業委員会事務局で

応募資格＝初歩的なパソコン操作ができ
る人
募集人員＝4人
業務内容＝書類の整理、データ入力など
勤務期間＝11月1日〜1月31日
勤務時間＝週2・3日程度（土・日曜日、祝

日を除く）、午前8時30分〜午後5時
勤務場所＝農業委員会事務局（市役所4

階）
時給＝930円
応募方法＝9月22日㈮までに写真を貼っ

た履歴書を直接、農業委員会事務局へ。
10月3日㈫に面接を行います

※くわしくは同事務局（☎20-1573）へ。

募 集
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グランドピアノの一般開放
市役所ロビーで演奏を

日時＝10月20日㈮・24日㈫・30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。

図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

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
日時＝9月15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）
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＝9月15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）
※「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。くわし
くは同館（☎27-2000）へ。

男女共同参画セミナー
知っていますかLGBT

日時＝9月30日㈯ 午後1時30分から
会場＝男女共同参画センター
テーマ＝LGBTって何？〜多様な性につい

て考えよう
講師＝室井舞花さん（教科書にLGBTを！

ネットワーク共同代表）
定員＝40人（市内在住・在勤・在学の人

を優先に先着順）
参加費＝無料
申込方法＝9月20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・市外の人は市内在勤・在学
かどうか、託児室（2歳〜小学校就学
前）・手話通訳利用の有無を市民協働
課（☎20-1507 FAX24-1086 Eメー
ルkyodo@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

就活基礎セミナー
今から始める

日時＝10月4日㈬ 午後1時〜3時
会場＝市役所6階中会議室
内容＝就職活動の進め方、応募書類の書

き方、自己PR文の作成方法、求人の
探し方、求人票の見方などを学ぶ
対象＝就職を希望している15〜39歳の

人
定員と参加費＝20人（先着順）・無料
申込方法＝電話またはEメールで住所・

氏名・年齢・電話番号を商工課（☎20-
1622 Eメールshoko@city.narita.c 
hiba.jp）へ

※セミナー終了後、個別相談（1人20分
程度、8人（先着順））を行います。希望
する人は、申し込みの際に伝えくださ
い。くわしくは商工課（☎20-1622）へ。

シニアテニス教室
健康な体づくりに

日時＝9月23日（土・祝） 午前9時15分集合
会場＝中台運動公園テニスコート
内容＝プロコーチによるレッスン、親睦

を兼ねたゲーム形式の練習
対象＝男性60歳以上、女性55歳以上で

市内在住・在勤の人、市テニス協会加
盟クラブ員
参加費＝無料
申込方法＝9月16日㈯までにEメールで

住所・氏名・年齢・電話番号を市テニ
ス協会事務局・青木さん（Eメールnor 
iko_atc@yahoo.co.jp）へ

※くわしくは同事務局・林さん（☎090-
4063-5859）へ。

「赤ちゃんがきた！」講座
親子の絆づくりプログラム

日時＝10月4日㈬・11日㈬・18日㈬・
25日㈬（全4回） 午前10時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝親子の触れ合いを通して、子育て

に必要な知識を学ぶ
対象＝市内在住で、平成29年5〜7月生

まれの第1子と母親
定員＝16組（先着順）
参加費＝860円（テキスト代）
申込方法＝電話またはEメールで住所・

親子の氏名（フリガナ）・子どもの生年
月日・電話番号を公津の杜なかよしひ
ろば（☎27-7300 Eメールkozunak 
ayoshi@yahoo.co.jp）へ

※くわしくは公津の杜なかよしひろばへ。

リサイクル製品の販売
まだ使えるものを

日時＝9月14日㈭〜17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＝9月19日㈫（当選者にはがきで

通知）
※申し込みのなかった品物は19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。

平成30年4月採用の言語聴覚士
募集人員＝若干名
受験資格＝昭和57年4月2日〜平

成9年4月1日生まれで、言語聴
覚士の資格を持つ人または平成
30年3月31日までに取得見込
みの人
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.narit 

a.chiba.jp/soshiki/jinji.html）
配布開始日＝9月1日㈮
申込方法＝9月19日㈫〜10月6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＝10月18日㈬
会場＝市役所6階中会議室
※くわしくは同課（☎20-1505）へ。

新しい力を求めます
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絵手紙講座
季節の便りに

日時＝10月13日・20日、11月17日、12
月8日・15日の金曜日 午後1時〜3時
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝16歳以上
定員＝各16人（先着順）
参加費（1回当たり）＝500円（材料費）
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27-

5252、第4月曜日は休館）へ。

軽スポーツ交流会
新たな種目に挑戦

日時＝9月23日（土・祝） 午後1時30分〜
4時
会場＝市体育館
種目＝うなバレー、バドポン、ラージボー

ルテニス、ユニカール、輪投げなど
参加費＝200円（保険料など）
※申し込みはスポーツ振興課（☎20-15 

84）へ。

ゴルフ大会
シニアと女子の部

日時＝10月23日㈪ 午前8時から
申込方法＝9月25日㈪までに参加費を

持って市アマチュアゴルフ協会事務局（〒 
286-0021 土屋1373-1㈱日翔内）へ
成田市シニアゴルフ大会
会場＝スカイウェイカントリークラブ
（幡谷）
対象＝市内在住で、昭和38年12月31日
（グランドシニアの部は昭和23年12月
31日）以前に生まれた男子アマチュア
参加費＝3,000円（プレー費は別途実費）
女子市民ゴルフ大会
会場＝長太郎カントリークラブ（奈土）
対象＝市内在住・在勤の女子アマチュア
参加費＝2,000円（プレー費は別途実費）
※くわしくは市アマチュアゴルフ協会事

務局（☎22-1251、日曜日を除く）へ。

産業まつり収穫祭
市民農園でサツマイモ掘り

日時＝10月28日㈯（荒天の場合は29日
㈰） 午前10時〜午後2時
会場＝市民農園（十余三）
対象＝市内在住の人（18歳未満は保護者

同伴）
定員＝800人（初めての人を優先に抽選）
参加費＝無料
申込方法＝9月15日㈮（必着）までにホー

ムページ（http://www.city.narita.c 
hiba.jp/business/page158800.
html スマートフォン用http://bit.ly/ 
29zvPJg 携帯電話用http://bit.ly/2 
aaNFni）から申し込むか、はがきに代
表者の住所・氏名・年齢・電話番号、
参加者全員（1組4人まで）の氏名・年齢
を書いて農政課（〒286-8585 花崎町
760）へ

※複数の申し込みは無効です。くわしく
は同課（☎20-1542）へ。

なりたの五つ星給食レストラン
学校と同じメニューを味わう

期日と会場
◦10月10日㈫…大須賀小学校
◦10月17日㈫…公津の杜小学校
◦10月19日㈭…公津の杜中学校
時間＝午前11時45分から
定員＝各20人（応募者多数は抽選）
参加費＝270円（食材費）
申込方法＝9月8日㈮（必着）までに、は

がきに住所・氏名（1枚につき2人ま
で）・電話番号・希望する会場・「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。

ノルディックウォーク講座
楽しく歩きませんか

日時＝10月12日㈭・26日㈭、11月9日
㈭ 午後1時〜3時30分
会場＝もりんぴあこうづ
対象と定員＝16歳以上・各10人（先着順）
参加費（1回当たり）＝500円（保険料）
持ち物＝動きやすい服装、歩きやすい靴、

タオル、飲み物、ポール（貸し出しあり）
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27-

5252、第4月曜日は休館）へ。

自衛隊の各種学生
目標を持って学ぶ

防衛大学校（推薦・総合選抜・一般前期）
応募資格＝高卒（見込みを含む）で21歳

未満の人（推薦は校長の推薦などが別
途必要）
受付期間＝9月5日㈫〜7日㈭（一般は9

月29日㈮まで）
防衛医科大学校医学科・看護学科
応募資格＝高卒（見込みを含む）で21歳

未満の人
受付期間＝9月5日㈫〜29日㈮
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

朝ヨーガ
体を目覚めさせる

日時＝9月20日㈬・27日㈬、10月4日
㈬（全3回） 午前10時〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
定員＝15人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝動きやすい服装、ヨガマットま

たはバスタオル、タオル、飲み物
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日は休館）へ。

フリーマーケット
出店しませんか

日時＝10月1日㈰ 午前9時〜午後2時
会場＝リサイクルプラザ
条件＝アマチュアであること
出店数＝20店舗（先着順）
※申し込みはリサイクルプラザ（☎36-

1000）へ。

募 集

期日＝9月2日㈯・3日㈰・9日㈯・
10日㈰・16日㈯・17日㈰・18日

（月・祝）・23日（土・祝）・24日㈰・
30日㈯
区域と時間（16日・17日を除く）
◦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
※16日・17日の規制時間などは8

ページで確認してください。くわし
くは成田警察署（☎27-0110）へ。

9月の交通規制


