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夏休み工作ワークショップ
世界で一つだけの時計を作ろう

日時＝8月21日㈫ ①午前10時〜正午②
午後1時〜3時
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝①小学1〜3年生②小学4〜6年生
定員＝各12人（先着順）
参加費＝300円（材料費）
持ち物＝汚れてもよい服装またはエプロ

ン、絵の具セット、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。

チョークアートに挑戦
芸術を楽しむ

期日＝8月23日㈭
会場＝スカイタウンギャラリー
ウインドーアート体験
時間＝午前10時〜11時、午前11時〜

正午
内容＝ガラスの壁にチョークで絵を描く
対象＝4歳以上の人（小学2年生以下は保

護者同伴）
定員＝各10人（先着順）
参加費＝無料
チョークアートで名画を描こう
時間＝午後1時30分から
内容＝ゴッホやモネの絵画をチョークで

描く
対象と定員＝小学生以上（小学1・2年生

は保護者同伴）・12人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費）
※申し込みは8月4日㈯午前10時から文

化芸術センター（☎20-1133、月曜
日は休館）へ。

お知らせお知らせ

養育費相談
法律の専門家が応じます

日時＝8月25日㈯ 午後1時〜4時
会場＝ミレニアムセンター佐倉
内容＝離婚に伴う養育費の取得などに関

する相談
相談料＝無料
※申し込みは千葉県母子寡婦福祉連合会
（☎043-222-5818）へ。

催し物催し物

夏休みお楽しみイベント
音楽や映画を鑑賞

日時＝8月8日㈬ 午後0時30分〜4時30
分
会場＝国際文化会館
内容＝成田中学校吹奏楽部の演奏、映画
「怪盗グルーのミニオン大脱走」の上映
など
対象＝小中学生とその家族
※参加費は無料です。参加を希望する人

は当日直接会場へ。くわしくは成田法
人会事務局（☎24-1555）へ。

イースタン・リーグ公式戦
千葉ロッテ対読売ジャイアンツ

日時＝9月2日㈰ 午後1時から
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（中学

生以下は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http://www.narita-marin 
es.com）へ。

ふれあいコンサート
市消防音楽隊が演奏

　子どもから大人まで楽しめるさまざま
な楽曲を演奏します。
日時＝8月16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。

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。

平成30年6月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 52.9 62.9
長沼 54.1 65.2
北羽鳥 54.7 65.8
北羽鳥
北部 53.6 63.6

新川 54.5 65.3
猿山 47.7 59.3
滑川 56.4 68.0
西大須賀 61.3 74.3
四谷 58.9 70.7
高倉 64.1 78.3
内宿 53.0 64.0
磯部 54.5 65.8
水掛 53.2 64.2
幡谷 54.6 65.7
成毛 53.5 63.9
荒海 59.6 71.8
飯岡 56.5 68.1
大生 57.0 68.7
土室（県） 67.4 82.2
土室（NAA） 54.5 65.8

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 60.0 72.0
大室 56.0 67.4
大室（NAA） 55.7 67.9
野毛平
工業団地 56.8 68.3

芦田 59.9 72.7
赤荻 56.9 68.0
野毛平 57.4 69.3
下金山 48.7 60.8
押畑 47.1 57.8
新田（NAA） 53.8 68.0
新田 56.5 70.3
堀之内 54.4 66.6
馬場 51.7 63.5
遠山小 56.2 69.3
本三里塚 56.7 70.4
三里塚小 59.2 72.3
御料牧場
記念館 55.3 68.3

本城 56.0 68.5
南三里塚 60.4 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

会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
◇8月12日㈰＝「ヒトラーの忘れもの」
　2015年・デンマーク、ドイツ・吹替
◇8月18日㈯＝「この世界の片隅に」
　2016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

図書館
今�月の図書館休館日＝6日㈪、13日㈪、20

日㈪、27日㈪、31日㈮（館内整理日）
※ 11日（土・祝）は本館・公津の杜・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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非常勤職員
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＝若干名
業務内容＝留守家庭児童（小学生）の育成

支援
勤務期間＝9月1日〜3月31日
勤務日時＝月〜土曜日（祝日を除く）、午

後1時30分〜7時の間のシフト勤務（土
曜日、小学校の長期休業期間は午前7
時30分から）
勤務場所＝市内児童ホーム
時給＝教員免許・保育士資格あり 1,210

円、免許・資格なし1,170円
応募方法＝8月20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。

里山講演会
自然の大切さを学ぶ

日時＝8月19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＝豊かな森づくりを考える
講師＝佐藤保さん（国立森林総合研究所

森林植生研究領域長）
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。

グランドピアノの一般開放
市役所ロビーで演奏を

日時＝9月4日㈫・7日㈮・19日㈬・26
日㈬、10月18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＝各1組（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは文化国際課（☎20-1534）へ。

図書館文学講座
創作活動や本について語る

日時＝9月29日㈯ 
午後2時〜3時30
分
会場＝市立図書館2

階視聴覚ホール
内容＝「ビブリア古

書堂の事件手帖」
の作者・三上延

えん

さんによる講演
定員＝171人（応募者多数は抽選）
申込方法＝8月17日㈮（必着）までに、往

復はがき（1枚2人まで）に参加者全員
の住所・氏名・電話番号を書いて市立
図書館文学講座係（〒286-0017 赤坂
1-1-3）へ

※参加費は無料です。くわしくは同館（☎
27-2000、月曜日は休館）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7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（市文化財保護協会会

長）
定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは8月17日㈮までに市文化

財保護協会事務局（生涯学習課・☎2 
0-1583）へ。

再就職支援セミナー・就労相談
子育て中のお母さんのための

会場＝市役所6階大会議室
対象＝子育て中で再就職を希望する女性
参加費＝無料
再就職支援セミナー
日時＝9月12日㈬ 午前10時〜午後0時

30分
内容＝キャリアプランの作成、応募書類

の書き方などを学ぶ
定員＝30人（先着順）
就労相談
日時＝9月12日㈬ 午後1時30分〜4時
定員＝4人（午前のセミナー参加者で先着

順）
※託児室があります。申し込みは8月31

日㈮までに商工課（☎20-1622）へ。

成田スポーツフェスティバル
家族や仲間と走って跳んで

日時＝10月6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、
成田ソラあんぱん食い競走、カイキく
んと走ろう！
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5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-
4494 Eメールshosport@city.narit 
a.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、市立図書館、市ホー
ムページ（http://www.city.narita.c 
hiba.jp/bunka_sports/page2131 
00.html）

※くわしくは同事務局（スポーツ振興課・
☎20-1584）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＝9月1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）＝3,000円（高校

生以下は1,000円）
申込方法＝8月27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。

伝 板言

募　集募　集

三上延さん
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さんりづか名画座
みんなで楽しめる名作を上映

期日＝8月17日㈮
会場＝三里塚コミュニティセンター
定員と入場料＝各50人（先着順）・無料
第1部
時間＝午前10時〜11時30分
上映作品＝星の王子さま、ねずみくんの

チョッキ
第2部
時間＝午後1時〜3時
上映作品＝グッモーエビアン！
※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。

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＝4歳〜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8月25日㈯までに同セン

ター（☎40-4880、月曜日は休館）へ。

演劇1日体験ワークショップ
発声練習やミニ発表会

日時＝8月26日㈰ 午前10時〜午後6時
会場＝国際文化会館
講師＝飯島誠一さん（劇団オムライス）
対象＝小学2年生以上
定員＝15人（先着順）
参加費＝1,000円（教材費など）
※申し込みは8月21日㈫までに国際文化

会館（☎23-1331 月曜日は休館）へ。

小学生相撲大会
目指せ横綱

日時＝9月23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7日㈮までにスポーツ

振興課（☎20-1584）へ。

高等学校等開放講座
学びの機会を

対象＝市内在住・在勤の20歳以上の人
申込方法＝電話またはFAXで住所・氏

名・年齢・電話番号を生涯学習課（☎
20-1583 FAX24-4326）へ
成田国際高校
日時＝9月1日・8日・15日・22日・29

日の土曜日（全5回） 午前9時〜正午
定員＝各20人（先着順）
【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）
成田西陵高校
【生活に潤いと新しい発見を】
日時＝9月8日、10月6日・13日・20日の

土曜日（全4回） 午前9時〜正午
内容＝シフォンケーキ作り、フラワーア

レンジメント、竹垣の作製など
定員＝20人（先着順）
参加費＝1,000円（教材費）
成田高校
日時＝9月15日・22日、10月13日・20

日・27日の土曜日（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
定員＝50人（先着順）
【成田山の歴史】
内容＝新編成田山史をもとに成田山の歴

史を学ぶ
定員＝30人（先着順）
成田北高校
【写真を油絵にしよう】
日時＝9月27日、10月4日・25日、11

月1日・8日・15日・22日、12月6
日の木曜日（全8回） 午後6時30分〜8
時30分
内容＝自由に選んだモチーフの写真を見

ながら油絵を描く
定員＝20人（先着順）
参加費＝7,500円（教材費）
※全講座で別途保険料がかかります。く

わしくは生涯学習課（☎20-1583）へ。

就活基礎セミナー
面接のポイントや求人の探し方も

　就職活動の進め方、応募書類の書き方
などを学びます。また、セミナー終了後
には個別相談も行います。
日時＝9月18日㈫ 午後1時〜3時10分
会場＝市役所6階中会議室
対象＝就職を希望している15〜44歳の

人
定員と参加費＝20人（個別相談は8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・個別相談希望
の有無を商工課（☎20-1622 Eメール
shoko@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

日時＝8月16日㈭〜19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＝8月21日㈫（当選者にはがきで

通知）
※申し込みのなかった品物は21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。

B&Gカヌー体験会
プールで楽しめる

日時＝9月2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-na 
rita.jp）にある申込書・同意書を書い
て直接、市体育館へ

※くわしくは同館（☎26-7251）へ。
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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
参加費＝無料
上級救命講習会
日時＝9月1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
①9月9日㈰…市役所6階中会議室・成

田消防署（☎20-1594）
②9月19日㈬…大栄消防署（☎73-4141）
③9月23日（日・祝）…三里塚消防署（☎

35-1007）
④10月21日㈰…赤坂消防署（☎26-32 

10）
時間＝午前9時〜正午
定員＝各15人（先着順）
※④は9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。

ベビーマッサージ教室
ママと一緒に

日時＝9月5日㈬・12日㈬・19日㈬（全
3回） 午前10時30分〜11時30分
会場＝中郷公民館
対象＝生後3〜8カ月の赤ちゃんと母親
定員＝10組（応募者多数は抽選）
申込方法＝8月20日㈪（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・親子の氏
名（ふりがな）・電話番号・子どもの生
年月日・教室名を中郷公民館（〒286-
0832 赤荻1587-1 Eメールkomink 
an@city.narita.chiba.jp）へ

※参加費は無料です。くわしくは同館（☎
22-4614、月曜日・祝日は休館）へ。

成田商工会議所認定創業スクール
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25日㈯ 午前9時30分〜11時

30分
定員＝50人（先着順）
参加費＝無料
創業スクール
日時＝9月22日・29日、10月6日・13

日・27日の土曜日（全5回） 午前9時
30分〜午後4時30分（11月10日㈯は
予約制の個別相談会）
定員＝30人（先着順）
参加費＝1万800円（受講料・教材費など）
申込方法＝直接・はがき・FAXのいずれ

かで、住所・氏名・生年月日・電話番
号を成田商工会議所（〒286-0033 花
崎町736-62 FAX22-2107）へ

※くわしくは同会議所（☎22-2101）へ。

子ども料理教室
成田市場の新鮮な食材で

日時＝8月18日㈯ 午前11時30分〜午
後2時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝プリンやオムライスなどの卵料理

を作る
対象＝小学生
定員＝12人（先着順）
参加費＝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（☎2 

4-1224）へ。

市民テニス教室
レベルに合わせて

日時＝8月25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・在学の中学生以

上、市テニス協会加盟クラブ員
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。

バラの育て方教室
夏の手入れ方法を学ぶ

日時＝8月22日㈬ 午前10時〜11時30分
会場＝市体育館
定員＝15人（先着順）
参加費＝1,000円（教材費など）
持ち物＝バラの鉢植え、剪

せん
定
てい

ばさみ、軍
手、筆記用具

※申し込みは市体育館（☎26-7251）へ。

都市ボランティア
TOKYO2020を動かす力

　2020年の東京オリンピック・パラリ
ンピック開催期間中、県内の競技会場周
辺や成田空港などで交通・観光案内など
を行うボランティアを募集します。また、
その説明会とおもてなしやボランティア
に関する講演を行います。
都市ボランティア募集説明会＆オール千
葉おもてなしシンポジウム
日時＝9月9日㈰ 午前10時30分から、午

後2時から
会場＝スカイタウンホール
定員＝各250人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝8月23日㈭までに都市ボラ

ンティア募集特設サイト（http://ww 
wp.pref.chiba.lg.jp/volunteer20 
20/）から申し込むか、はがきに住所・
氏名（フリガナ）・電話番号・午前また
は午後の希望を書いて県県民生活・文
化課（〒260-8667 千葉市中央区市
場町1-1）へ
都市ボランティアの募集
応募資格＝平成14年4月1日以前に生ま

れた人で、5日程度活動できる人など
応募方法＝都市ボランティア募集特設サ

イト（http://wwwp.pref.chiba.lg.jp/
volunteer2020/）から申し込むか、住
所・氏名を書いて120円切手を貼っ
た角2封筒を「都市ボランティア申込
用紙郵送希望」と書いた封筒に入れて、
県県民生活・文化課（〒260-8667 千
葉市中央区市場町1-1）へ。送付された
申込用紙に必要事項を書いて同課へ
応募期間＝9月12日㈬〜12月10日㈪
※くわしくは同課（☎043-223-4164）

または都市ボランティア募集特設サイ
トへ。
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