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バウンドテニス合同練習会
体験教室も開催

日時＝2月8日㈭ 午前9時20分〜正午
会場＝市体育館
参加費＝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（貸し出しあり）
※申し込みは2月5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。

グランドピアノの一般開放
市役所ロビーで演奏を

　市役所1階ロビーにあるグランドピア
ノ（カワイCA-40）を一般開放します。
日時＝2月2日㈮・7日㈬・13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
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。

し催 物

陸上教室見学
世界のトップアスリートが指導

　ロンドン五輪男子400mハードル銀
メダリストのマイケル・ティンズリーさ
んやリオデジャネイロ五輪女子400m4
位のナターシャ・へイスティングスさん
などが市内小中学生を指導します。
日時＝1月21日㈰ 午前9時30分〜午後

3時30分
会場＝西中学校グラウンド（雨天時は同

校体育館。上履きを持ってきてくださ
い）

入場料＝無料
※見学を希望する人は当日直接会場へ。
ただし、雨天時は人数を制限する場合
があります。くわしくはスポーツ振興
課オリンピック・パラリンピック推進
室（☎20-1584）へ。

消費生活展
有用な情報が満載

　暮らしのヒントや情報がいっぱいの消
費生活展を開催します。
日時＝1月20日㈯・21日㈰ 午前10時

〜午後4時
会場＝ユアエルム成田店センタープラザ
※内容は広報なりた1月15日号でお知
らせします。くわしくは商工課（☎20-
1622）へ。

コミセンdeお正月
邦楽演奏や寄席を

日時＝1月13日㈯ 午後1時〜4時30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
定員＝50人（先着順）
第1部 箏・三絃・尺八の調べ
出演＝清翔会・竹樹会
入場料＝無料
第2部 寄席さんりづか亭
出演＝めずらし家

や
芝
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楽
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庵
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金一
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く
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入場料（全席自由）＝500円
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日は休館）へ。

若い芽の作品展
県内出身の若手芸術家による

日時＝1月4日㈭〜21日㈰ 午前9時〜午
後7時（21日は午後3時まで）

会場＝もりんぴあこうづ
内容＝千葉県出身の若手芸術家による、

大小さまざまな作品の展示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは同館（☎27-5252、第4月
曜日は休館）へ。

縄文時代展
下総歴史民俗資料館で

　市内の縄文時代の遺跡から出土した縄
文土器や石器などを紹介します。
日時＝1月16日㈫〜2月25日㈰ 午前9

時〜午後4時30分（2月12日を除く月
曜日、2月13日㈫は休館）

会場＝下総歴史民俗資料館
入場料＝無料
※くわしくは生涯学習課（☎20-1583）へ。

募 集
今 月の図書館休館日＝1日（月・祝）〜4日㈭
（年始休館）、9日㈫、15日㈪、22日㈪、
29日㈪、31日㈬（館内整理日）

※ 8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図書室のみ開館し
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
◇1月13日㈯＝「しあわせのパン」
　2012年・日本
◇1月21日㈰＝「ファインディング・ドリー」
　2016年・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11月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 55.9 66.2
長沼 58.6 69.0
北羽鳥 58.1 68.9
北羽鳥
北部 57.9 67.3

新川 58.5 68.7
猿山 51.5 61.2
滑川 56.7 67.2
西大須賀 59.2 71.4
四谷 58.7 69.5
高倉 61.6 75.4
内宿 55.8 65.9
磯部 59.5 70.4
水掛 58.4 68.4
幡谷 58.6 68.5
成毛 58.7 68.7
荒海 62.7 73.9
飯岡 61.1 72.3
大生 61.6 72.5
土室（県） 64.2 78.6
土室（NAA） 57.6 67.9

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 63.0 74.0
大室 59.9 70.2
大室（NAA） 60.0 71.3
野毛平
工業団地 61.7 72.4

芦田 63.4 75.6
赤荻 61.4 71.9
野毛平 61.6 72.8
下金山 54.1 65.5
押畑 53.0 63.0
新田（NAA） 56.2 69.9
新田 58.8 71.8
堀之内 59.4 70.8
馬場 55.9 67.2
遠山小 59.8 71.9
本三里塚 58.9 72.6
三里塚小 60.3 72.9
御料牧場
記念館 56.8 69.2

本城 58.8 70.7
南三里塚 59.5 72.9

※�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

図書館本館・公津の杜分館は火〜金曜
日は午後7時（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。5日㈮は全館午後5時まで開館します。
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普通救命講習会
心肺蘇生法を学ぼう

日時＝2月25日㈰ 午前9時〜正午
会場＝赤坂消防署
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＝15人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同署（☎26-3210）へ。

味噌づくり講習会
仕込みの工程を体験

期日＝2月16日㈮
時間＝午前9時〜11時30分（午前の部）、

午後1時〜3時30分（午後の部）
会場＝農産物加工施設（一坪田）
内容＝みそ5kg分を仕込む
対象＝市内在住の20歳以上の人
定員＝各12人（応募者多数は抽選）
参加費＝2,500円（材料費）
持ち物＝漬物用ポリ容器など、みそを持

ち帰るための容器
申込方法＝1月18日㈭（必着）までに、

はがきに住所・氏名・電話番号・午前
または午後の希望を書いて農政課（〒 
286-8585 花崎町760）へ

※くわしくは同課（☎20-1542）へ。

ナイトヨガ入門教室
女性のための

日時＝2月2日㈮・9日㈮・16日㈮（全3
回） 午後7時〜8時30分

会場＝中央公民館
内容＝ヨガの基礎や呼吸法を学ぶ
対象＝市内在住・在勤の18歳以上の女性
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、タオル、ヨ

ガマット（バスタオルでも可）、飲み物
申込方法＝1月18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
中央公民館（〒286-0017 赤坂1-1-3 
Eメールkominkan@city.narita.chi 
ba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日・祝日・1月9日㈫は休館）へ。

リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

日時＝1月11日㈭〜14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点当たり）＝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＝1月16日㈫（当選者にはがきで
通知）

※申し込みのなかった品物は16日の午
後1時から即売します（月曜日・祝日
は除く）。くわしくはリサイクルプラ
ザ（☎36-1000、祝日は除く）へ。

写経・写仏講座
新春から始める

日時＝1月17日㈬・31日㈬、2月14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
内容＝写経や写仏の作法などを学び実践

する
定員＝16人（先着順）
参加費＝500円（教材費）
※申し込みは1月14日㈰までに同セン

ター（☎40-4880、月曜日は休館）へ。

スイーツ教室
秘密のレシピをご紹介

日時＝2月10日㈯ 午前10時〜正午
会場＝遠山公民館
内容＝バターケーキの作り方と、いろい

ろなアレンジの仕方を学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の人（小学

3年生以下は保護者同伴）
定員＝12人（応募者多数は抽選）
参加費（1人当たり）＝600円（材料費）
申込方法＝1月18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・年齢（学生は学校
名と学年も）・教室名を遠山公民館（〒 
286-0122 大清水48-7 Eメールko 
minkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎35-0600、月曜日・
祝日・1月9日㈫は休館）へ。

県動物愛護センター
ペットと楽しく暮らすために

会場＝県動物愛護センター（富里市）
参加費＝無料（犬のしつけ方教室実技講

座は犬同伴1匹につき3,240円）
犬のしつけ方教室（基礎講座）
日時＝1月11日㈭、2月1日㈭、3月1日

㈭ 午前9時30分〜正午
対象＝犬を飼いたい人
犬のしつけ方教室（実技講座）
日時＝1月11日㈭、2月1日㈭、3月10

日㈯ 午後0時30分〜3時
対象＝犬を飼っている人
飼い主さがしの会（犬・猫）
期日＝1月13日㈯、2月3日㈯、3月10

日㈯
時間
◦ペットを飼いたい人…午前9時〜10時
◦ペットを譲渡したい人…午前9時30分

〜11時
一般譲渡会
日時＝1月25日㈭、2月4日㈰・22日㈭、

3月15日㈭ 午後1時〜3時（受け付け
は午後1時30分まで）

内容＝県動物愛護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＝要相談
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。犬のし
つけ方教室（実技講座）は千葉県動物保
護管理協会へ（☎043-214-7814）へ。

フォークダンス初心者講習会
楽しく踊って健康に

日時＝2月1日㈭・8日㈭ 午後1時〜3時
会場＝加良部公民館
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは各講習日の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。

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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運営ボランティア
世界女子ソフトボール選手権大会の

活動期間＝8月2日㈭〜12日㈰
会場＝ナスパ・スタジアムなど
支給物品＝Tシャツ、帽子、弁当、活動

証
応募資格＝次の全ての要件を満たす人
◦4月1日現在で15歳以上の人（18歳未

満の人は保護者の同意書が必要）
◦期間中3日以上活動できる人
◦事前説明会に参加できる人
◦Eメールでの連絡が可能な人
応募用紙配布場所＝スポーツ振興課（市

役所4階）、各公民館、市体育館など
申込方法＝1月9日㈫〜3月9日㈮正午
（必着）までに世界女子ソフトボール選
手権大会ホームページ（http://wsw 
c2018chiba.com/）から応募。また
は、専用の応募用紙に必要事項を書い
て、郵送で世界女子ソフトボール選手
権大会組織委員会ボランティア事務局

（〒262-0033 千葉市花見川区幕張
本郷1-3-5大岩ビル3階）へ

※応募多数の場合は募集期間内でも締め
切る場合があります。くわしくは同事
務局（☎043-296-6006）へ。

伊能忠敬の房総測量
県文書館の職員が解説

日時＝2月10日㈯ 午前10時〜正午
会場＝下総公民館
対象＝県内在住・在勤の人
定員＝30人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝1月18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・講座名を下総公民館

（〒289-0108 高岡1435 Eメールko 
minkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎96-0090、月曜日・
祝日・1月9日㈫は休館）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1階おはなし室
参加費＝無料
0・1歳のおはなしかい
日時＝1月19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＝1月5日㈮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＝1月19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
土曜日のおはなしかい
日時＝土曜日 午前11時〜11時30分
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〜

小学生）
※「2・3歳のおはなしかい」「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。

巨大すごろくをつくろう
部屋一面に広がる

日時＝1月27日㈯ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
対象＝小学生〜高校生
定員＝16人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝タオル、水筒
※申し込みは1月6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。

うなバレー大会
柔らかいボールで誰でも楽しめる

日時＝2月17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2月7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。

鳥型・夢ヒコーキ作り教室
空高く飛ばそう

日時＝2月10日㈯ 午後1時30分〜3時
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝小学生以上の人
定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同館（☎27-5252、第4月

曜日は休館）へ。

応急手当普及員講習
心肺蘇生法を指導できるように

　心肺蘇生法などの指導方法を学び、応
急手当普及員として普通救命講習などで
指導してみませんか。
日時＝2月20日㈫〜22㈭（全3回） 午前

9時〜午後5時
会場＝赤坂消防署
対象＝次の全てに当てはまる人
◦市内在住・在勤・在学の18歳以上の人
◦普通救命講習または上級救命講習の受

講経験がある人
◦市内の自治会や事務所などで応急手当

などの指導をする人
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料（教科書は別途実費）
申込方法＝事前に警防課（☎20-1592）

へ連絡し、2月6日㈫までに市ホーム
ページ（http://www.city.narita.ch 
iba.jp/download/page283900.
html）にある申込書を警防課（市役所
地下1階）へ

※くわしくは同課へ。

税関教室
保護者を対象に

日時＝3月1日㈭ 午後2時〜3時30分
会場＝成田空港第2旅客ターミナルビル
内容＝税関の業務説明、施設見学、麻薬

探知犬デモンストレーション
対象＝小学生〜高校生の保護者（子ども

は参加できません）
定員＝20人（応募者多数は抽選）
申込方法＝2月1日㈭までにFAXまたはE

メールで参加者（3人まで）の氏名・ 電
話番号・Eメールアドレスを成田税関
支署・広報（FAX34-2189 Eメールty 
o-narita-koho@customs.go.jp）へ

※くわしくは同支署（☎34-2125）へ。

募 集


