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市川海老蔵歌舞伎公演
入場券にはパンフレットが付きます

日時＝9月22日㈯ 午
後1時から、午後5
時から
会場＝国際文化会館
演目＝「蛇

じゃ
柳
やなぎ

」ほか
入場料（全席指定）＝S

席9,500円、A席7, 
000円
入場券販売開始日時＝6月9日㈯ 午前10

時
入場券販売場所＝国際文化会館、ボンベ

ルタ成田店1階サービスカウンター
※くわしくは国際文化会館（☎23-1331、

月曜日、7月17日㈫、9月18日㈫は休館）
へ。

bayfm SPECIAL LIVE in NARITA
ヴァイオリニストらによる

日時＝8月5日㈰ 午後3時から
会場＝スカイタウンホール
出演＝NAOTO、榊原大

だい
、中

あたり
孝介

対象＝小学生以上の人
定員＝270人（先着順）
入場料（全席指定）＝5,000円
入場券販売開始日＝6月2日㈯（チケット

ぴあは6月5日㈫）
入場券販売場所＝文化芸術センター事務

室（スカイタウン成田4階）、チケット
ぴあ

※くわしくは同センター（☎20-1133、
月曜日、7月17日㈫は休館）へ。

教科書展示会
手に取ってご覧ください

日時＝6月15日㈮～28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
県教育庁学習指導課（☎043-223-40 
59）へ。

成田祇園祭関連イベント
展示と講演会を開催

成田祇園祭展
日時＝6月23日㈯～7月8日㈰ 午前10時

～午後6時（7月6日㈮～8日㈰は午前9
時から）
会場＝スカイタウンギャラリー
内容＝歴代のポスターや写真、はんてん、

山車の模型などの展示
入場料＝無料
成田祇園祭講演会
日時＝7月7日㈯ 午後4時から
会場＝スカイタウンホール
講師＝関根賢次さん（成田市副市長）
定員と参加費＝250人（先着順）・無料
申込方法＝電話またはEメールで氏名・

電話番号を文化芸術センター（☎20-1 
133 Eメールinfo@narita-bungei-s 
kytown.jp）へ

※くわしくは同センター（月曜日は休館）へ。

ふれあいコンサート
Passo a Passoによる器楽演奏

日時＝6月21日㈭ 午後0時10分～0時
50分
会場＝市役所6階大会議室
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。

創立40周年記念まつり
成田市文化団体連絡協議会

日時＝6月23日㈯・24日㈰ 午前10時
～午後4時
会場＝国際文化会館
内容＝邦舞・民謡・箏

そう
曲
きょく

などの発表、書
道・華道・短歌・絵画などの展示

※入場料は無料です。鑑賞を希望する人
は当日直接会場へ。くわしくは文化団体
連絡協議会・塚本さん（☎73-2629）へ。

前装銃射撃競技大会
ポルトガル友好杯

日時＝6月17日㈰ 午前9時から
会場＝総合スポーツセンター射撃場（千

葉市）
※見学を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市ライフル射撃協会・茅場
さん（☎090-3003-7864）へ。

会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
◇6月15日㈮＝「映画かいけつゾロリ ZZ
（ダブルゼット）のひみつ」

　2017年・日本・アニメ
◇6月30日㈯＝「グッモーエビアン！」
　2012年・日本
◆�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30年4月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 51.7 62.1
長沼 55.0 65.7
北羽鳥 55.5 66.4
北羽鳥
北部 54.4 64.2

新川 55.7 66.4
猿山 49.6 61.0
滑川 57.5 69.1
西大須賀 62.3 75.1
四谷 59.8 71.8
高倉 64.7 78.9
内宿 54.4 65.5
磯部 55.8 66.8
水掛 54.9 65.7
幡谷 56.1 67.2
成毛 54.9 65.4
荒海 61.0 73.0
飯岡 57.8 69.3
大生 58.4 69.5
土室（県） 68.0 82.8
土室（NAA） 56.0 67.0

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 61.3 73.2
大室 57.3 68.6
大室（NAA） 57.6 69.4
野毛平
工業団地 57.8 69.2

芦田 60.8 73.4
赤荻 56.3 67.1
野毛平 57.8 69.7
下金山 50.5 60.6
押畑 48.2 58.0
新田（NAA） 57.1 71.0
新田 59.5 72.6
堀之内 56.1 68.2
馬場 52.4 64.1
遠山小 57.1 69.8
本三里塚 57.2 71.0
三里塚小 59.6 72.6
御料牧場
記念館 56.1 69.0

本城 56.9 69.2
南三里塚 61.2 74.6

※�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

今�月の図書館休館日＝4日㈪、11日㈪、18
日㈪、25日㈪、29日㈮（館内整理日）

図書館

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。
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千葉ロッテマリーンズ公式戦
フレンドシップシティ合同企画

試合日時＝7月8日㈰ 午後2時から
会場＝ZOZOマリンスタジアム（千葉市）
対戦相手＝北海道日本ハムファイターズ
対象＝市内在住・在勤・在学の人
チケット内容
◦招待（内野指定席）
◦優待（内野自由席。Tシャツ1枚付きチ

ケットもあり）…2,000円（子どもは1,0 
00円）
定員＝招待50組100人（抽選）、優待1,0 

00人（先着順）
申込方法＝招待チケットは6月2日㈯午前

10時～10日㈰午後10時、優待チケッ
トは6月2日㈯午前10時～7月1日㈰午
後10時に申し込み専用ホームページ

（http://www.cnplayguide.com/
marines/narita）または下の二次元バー
コードから申し込
む。招待チケット
の当選結果は6月
15日㈮にEメール
で通知します

※くわしくはマリーンズインフォメーション
センター（☎03-5682-6341）へ。

非常勤職員
赤坂ふれあいセンターで

応募資格＝基本的なパソコン操作と接客
ができる人
募集人員＝1人
業務内容＝受け付け、館内整理などの管

理業務、事務補助
勤務期間＝7月1日～3月31日
勤務日時＝週2・3日程度（土・日曜日、

祝日を含む）、午前8時30分～午後5時
勤務場所＝赤坂ふれあいセンター
時給＝930円
申込方法＝6月13日㈬午後5時（必着）ま

でに、写真を貼った履歴書を直接また
は郵送で高齢者福祉課（市役所議会棟
1階 〒286-8585 花崎町760）へ
面接日＝6月21日㈭
※くわしくは同課（☎20-1537）へ。

非常勤職員
住宅・土地統計調査事務の補助

応募資格＝基本的なパソコン操作ができ
る人
募集人員＝1人
業務内容＝調査用品の仕分け、データ入

力など
勤務期間＝8月1日～12月28日
勤務日時＝月11日以内（土・日曜日、祝

日を除く） 午前9時～午後5時
時給＝940円
応募方法＝6月15日㈮までに写真を貼っ

た履歴書を直接、行政管理課（市役所4
階）へ。6月27日㈬または28日㈭に面
接を行います

※くわしくは同課（☎20-1501）へ。

夏休み子ども陶芸教室
茶碗やコップを作ろう

日時＝7月25日㈬、8月3日㈮・7日㈫（全
3回） 午前10時～正午（7月25日は午
後1時30分～4時）
会場＝公津公民館（7月25日は生涯大学

校）
対象＝市内在住の小学生（1～3年生は保

護者同伴）
定員＝15人（応募者多数は初めての人を

優先に抽選）
参加費＝2,000円（材料費など）
持ち物＝汚れてもよい服装、古いタオル、

エプロン、水筒
申込方法＝6月20日㈬（必着）までに往復

はがきに住所・氏名・学校名・学年・
性別・保護者の氏名・電話番号を書い
て生涯学習課（〒286-8585 花崎町7 
60）へ

※くわしくは同課（☎20-1583）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＝7月10日㈫・18日㈬・30日㈪、

8月17日㈮・23日㈭・31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

日時＝7月5日㈭・19日㈭、8月2日㈭・
22日㈬（全4回） 午前10時～午後0時
30分（7月19日は午後3時まで）
会場＝中央公民館
内容＝絵手紙の作り方やエンディング

ノートの書き方を学ぶ、工場見学など
対象＝55歳以上の人
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20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.chi 
ba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日、祝日は休館）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
物で、鶴は首を折らず、羽を広げないで、
千羽鶴に束ねた物を受け付けます。1羽
ずつの折り鶴も預かります。
募集期限＝6月29日㈮
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。

さんりづか名画座
名作を鑑賞しよう

期日＝6月15日㈮
会場＝三里塚コミュニティセンター
定員＝各50人（先着順）
第1部
時間＝午前10時～11時20分
上映作品＝不思議の国のアリス
第2部
時間＝午後1時～3時
上映作品＝午後の遺言状
※入場は無料です。申し込みは三里塚コ

ミュニティセンター（☎40-4880、月
曜日は休館）へ。

募 集
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ガチャガチャマシンをつくろう
親子で一緒に

日時＝6月10日㈰ 午前10時～正午
会場＝子ども館
対象＝小学生と保護者
定員＝15組（先着順）
参加費＝200円（材料費）
持ち物＝30㎝の物差し
※申し込みは6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。

ハーバリウム教室
癒やしのインテリア

日時＝7月7日㈯ 午前10時～正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝16歳以上の人
定員＝10人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費）
※申し込みは7月3日㈫までに三里塚コ

ミュニティセンター（☎40-4880、月
曜日は休館）へ。

非常勤保育士・看護師
保育園で

職種＝①保育士②看護師③看護師（医療
的ケア）
応募資格＝業務に意欲的に取り組める人
（学生不可。①保育士の資格を持つ人
②看護師または准看護師の資格を持つ
人③看護師または准看護師の資格を持
ち、臨床経験のある人）
募集人員＝①10人程度②③若干名
業務内容＝①乳幼児の保育②園児の健康

管理、乳幼児保育の補助③園児の健康
管理、乳幼児保育の補助、日常的に医
療行為が必要な園児の対応
勤務期間＝7月1日～3月31日
勤務日時＝月10～20日程度（日曜日・

祝日を除く） 午前8時30分～午後5時
（時間外勤務あり。短時間勤務も可）
勤務場所＝市立保育園
時給＝①1,300円②1,400円③1,530円
応募方法＝6月15日㈮（当日消印有効）

までに写真を貼った履歴書を持参また
は郵送で保育課（市役所2階 〒286-
8585 花崎町760）へ。後日、面接日
を通知します

※くわしくは同課（☎20-1607）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＝運転免許証などの本人確認が

できる物を持って、リサイクルプラザ
にある申込用紙を提出
抽選日＝6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、祝日は
除く）へ。

創業セミナー
成功するための事業の始め方

日時＝7月1日㈰ 午後1時30分～4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＝創業を考える人や創業して間もな

い人
定員＝30人（先着順）
参加費＝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.j 
p）から申し込むか、電話またはFAXで
住所・氏名・年齢・電話番号・個別相
談の希望の有無を商工課（☎20-1622 
FAX24-2185）へ

※くわしくは同センター（☎043-299-2 
921）へ。

ラベンダースティック作り
香りを楽しむ

日時＝6月14日㈭・18日㈪ 午前10時
～11時
会場＝市体育館
定員＝各15人（先着順）
参加費＝500円（材料費）
※申し込みは6月4日㈪午前9時から市

体育館（☎26-7251）へ。

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＝1,170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。後日、面接日を通知します

※くわしくは同課（☎20-1607）へ。

歌舞伎講座
面白さや魅力を解説

日時＝6月24日㈰ 午後1時30分～3時30
分
会場＝スカイタウンホール
内容＝歌舞伎の魅力の解説、からくり仕

掛けの小道具の体験など
講師＝金田栄一さん（歌舞伎座舞台株式

会社）、近藤真理子さん（藤浪小道具株
式会社）
定員と参加費＝200人（先着順）・無料
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kanpro@cit 
y.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

プール監視員
大栄B&G海洋センターで

応募資格＝高校生以上で体力に自信のあ
る人
募集人員＝20人
業務内容＝プールの監視、清掃
勤務日時＝9月30日㈯までのプール開

催日、午前9時～午後5時（金・土曜日
は午後9時まで）のシフト勤務
勤務場所＝大栄B＆G海洋センター
時給＝950円（高校生は900円）
※申し込みは同センター（☎73-5110、

月曜日・祝日の翌日は休館）へ。



広報なりた 2018.6.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です21

4c
募
　
集

お
知
ら
せ

催 

し 

物

MESSAGE BOARD

伝 板言

環境学習会
野鳥や草花を観察

期日＝6月30日㈯（雨天決行）
集合時間＝午前9時30分（正午解散予定）
会場＝坂田ヶ池総合公園
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＝30人（応募者多数は抽選）
申込方法＝6月18日㈪（必着）までに、は

がき・FAX・Eメールのいずれかで、参
加者全員の住所・氏名・年齢・性別・
電話番号を、なりた環境ネットワーク
事務局（〒286-8585 花崎町760 FA 
X22-4449 Eメールkankei@city.na 
rita.chiba.jp）へ

※参加費は無料です。くわしくは同事務
局（環境計画課・☎20-1533）へ。

トライアスロン大会
成田キッズ

　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21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29日㈮までに大会事

務局（☎090-7216-3528 ホームペー
ジhttp://www.ne.jp/asahi/shak 
e/hand）へ。

市民文化祭
出品・参加しませんか

展示の会場と催し物・期日
中央公民館
◦山野草展…10月12日㈮～14日㈰
スカイタウンギャラリー
◦陶芸展…10月12日㈮～18日㈭
◦市民美術展…10月12日㈮～21日㈰
◦文芸・手工芸・写真・市民書道展…10

月20日㈯～28日㈰
◦書道協会展…10月26日㈮～11月4日

㈰
◦いけばな展…11月3日（土・祝）・4日

㈰
発表の会場と催し物・期日
大栄公民館
◦民謡の祭典…10月7日㈰
国際文化会館
◦歌謡の祭典…10月8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（土・

祝）
◦舞踊の祭典…11月4日㈰
スカイタウンホール
◦邦楽のつどい…10月13日㈯
◦軽音楽・マジックのつどい…10月14

日㈰
◦古典の日記念朗読コンサート…10月

20日㈯
◦市民演劇祭…10月27日㈯
大会の会場と催し物・期日
スカイタウンホール
◦健康マージャン大会…10月7日㈰
成田公民館
◦短歌大会…10月13日㈯
中央公民館
◦将棋大会…10月14日㈰
◦囲碁大会…10月21日㈰
対象＝市内在住・在勤・在学の人
申込方法＝6月22日㈮（必着）までに、は

がきに住所・氏名・年齢・電話番号・
参加希望の催し物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。

救命講習会
いざというときのために

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
参加費＝無料
上級救命講習会
日時＝6月16日㈯ 午前9時～午後5時
会場＝市役所6階大会議室
定員＝60人（先着順）
申込先＝警防課（☎20-1592）
普通救命講習会
期日と会場・申込先
①7月29日㈰…成田消防署（☎20-1594）
②8月12日㈰…大栄消防署下総分署（☎

96-4023）
③8月22日㈬…三里塚消防署（☎35-10 

07）
④8月26日㈰…赤坂消防署公津分署（☎

29-6627）
時間＝午前9時～正午
定員＝15人（先着順）
※②③④は7月1日㈰から申し込みを受

け付けます。申し込みは各開催日の1
週間前までに各申込先へ。

0・1歳のおはなしかい
えほんとあそぼう

日時＝6月15日㈮ 午前11時～11時30分
会場＝市立図書館2階集会室
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
※申し込みは午前9時30分から市立図

書館（☎27-2000）へ。

なりたの五つ星給食レストラン
理解を深めるきっかけに

日時＝7月6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14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・「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。

募 集

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


