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成人式
開催日時が決定

日時＝1月13日㈰ 正午から
会場＝成田空港第2旅客ターミナルビル

前中央広場
対象＝平成10年4月2日〜11年4月1日

に生まれた市内在住の人
市外在住の人へ
　本人が市外に住所を移している場合で
も出席できます。出席を希望する人は11
月16日㈮までに生涯学習課（☎20-158 
3）へ連絡してください。
※くわしくは同課へ。

公津公民館
臨時休館

　11月19日㈪〜12月1日㈯は、電気設
備の改修工事を行うため休館します。
　なお、休館期間中の施設の予約は中央
公民館で受け付けます。
※くわしくは中央公民館（☎27-5911、

第1月曜日・祝日、10月9日㈫は休館）へ。

2019年版県民手帳
10月から販売

価格＝500円（税込）
販売店＝信水舎書店、未来屋書店（成田

店・ボンベルタ成田店）、ブックエー
ス成田赤坂店、くまざわ書店公津店、
ケーヨーデイツー成田店、セブン-イ
レブン（市内の一部店舗）

※取り扱う時期は各店舗で異なります。
くわしくは行政管理課（☎20-1501）へ。

不動産の会場公売
差し押さえ物件を入札で

日時＝11月27日㈫ 午後2時から（事前
説明は午後1時45分から）
会場＝市役所6階大会議室
入札参加に必要な物＝公売保証金、印鑑、

買受適格証明書（農地の場合。証明書
交付申請は10月25日㈭まで）、委任
状（代理人が入札する場合）
代金納付期限＝12月4日㈫ 午後2時30

分
※くわしくは納税課（☎20-1519）または

市ホームページ（http://www.city.n 
arita.chiba.jp/kurashi/page3158 
00.html）へ。

催し物催し物

祇園祭写真コンテスト
入賞作品を展示します

日時＝10月11日㈭〜11月15日㈭（月曜
日を除く） 午前9時〜午後4時30分
会場＝成田観光館
※くわしくは観光プロモーション課（☎

20-1540）へ。

印旛沼流域環境・体験フェア
ボートの試乗や農産物の販売

日時＝10月27日㈯・28日㈰ 午前11時〜
午後3時（28日は午前10時〜午後2時）

（荒天の場合は中止）
会場＝佐倉ふるさと広場向かい
内容＝ボート乗船体験（10月28日のみ）、

農産物・農産物加工品の販売、農業車
両の展示・乗車体験、NPOなどによる
パネル展示など

※くわしくは、いんばぬま情報広場ホーム
ページ（http://inba-numa.com）また
は県河川環境課（☎043-223-3155）へ。

伊能歌舞伎定期公演
市指定無形民俗文化財

日時＝11月11日㈰ 午前10時30分から
会場＝大栄公民館
演目＝本

ほんちょうにじゅうしこう
朝廿四孝「十

じゅ
種
しゅ

香
こう

の場」、こど
も歌舞伎・弁天娘女

め お の
男白

しら
浪
なみ
「稲瀬川の

場」、御所桜堀川夜討「弁慶上使」
入場料＝無料
入場券（全席指定）の配布＝10月2日㈫

〜31日㈬の午前9時〜午後5時に、生
涯学習課（市役所5階）、下総支所、中
央公民館、大栄公民館で配布（1人5枚
まで）

※くわしくは生涯学習課（☎20-1583）へ。

地元の役者が熱演

平成30年8月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 50.2 61.2
長沼 53.3 64.2
北羽鳥 53.5 65.0
北羽鳥
北部 51.9 61.8

新川 53.2 63.9
猿山 46.3 57.2
滑川 56.2 68.1
西大須賀 61.4 74.5
四谷 58.7 70.5
高倉 64.2 78.6
内宿 50.9 61.7
磯部 53.8 65.1
水掛 52.3 62.2
幡谷 53.8 64.4
成毛 51.7 62.4
荒海 58.8 71.4
飯岡 55.5 67.0
大生 56.0 67.6
土室（県） 67.5 82.5
土室（NAA） 54.0 65.1

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 59.3 71.6
大室 56.0 66.6
大室（NAA） 55.7 67.4
野毛平
工業団地 54.7 66.2

芦田 58.8 71.7
赤荻 55.3 66.7
野毛平 56.2 68.2
下金山 47.5 60.0
押畑 44.9 55.4
新田（NAA） 54.4 69.1
新田 56.6 70.9
堀之内 53.5 65.3
馬場 50.4 62.9
遠山小 55.1 68.1
本三里塚 54.9 69.0
三里塚小 58.0 71.3
御料牧場
記念館 53.9 66.8

本城 54.8 67.0
南三里塚 59.9 73.2

※�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
◇10月7日㈰＝「ハドソン川の奇跡」
　2016年・アメリカ・吹替
◇10月13日㈯＝「アーロと少年」
　2015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

図書館
今�月の図書館休館日＝1日㈪、9日㈫、15

日㈪〜19日㈮（蔵書点検）、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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秋の博物館めぐり
歴史や科学を学ぶ

日時＝11月17日㈯ 午前8時30分〜午
後5時
見学先＝川口市立科学館（埼玉県川口市）、

埼玉県立さきたま史跡の博物館（埼玉
県行田市）
定員と参加費＝80人（応募者多数は抽

選）・2,500円程度（入館料・昼食代など）
申込方法＝10月15日㈪（当日消印有効）

までに往復はがきに参加者（1枚2人ま
で）の住所・氏名・年齢・電話番号を
書いて生涯学習課（〒286-8585 花崎
町760）へ

※くわしくは同課（☎20-1583）へ。

初心者歓迎！詩吟教室
生きがいづくりに

日時＝11月10日㈯・25日㈰（全2回） 午
前10時〜正午（25日は午後2時〜4時）
会場＝中央公民館
内容＝漢詩・和歌の意訳や基本的な吟じ

方、呼吸法、発声法について学ぶ
定員＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝10月18日㈭（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・氏名・電
話番号・教室名を中央公民館（〒286-
0017 赤坂1-1-3 Eメールkominka 
n@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日・祝日、10月9日㈫は休館）へ。

健康ウォーキング大会
秋の風を感じながら

日時＝10月28日㈰ 午前8時30分から
集合場所＝ボンベルタ成田店前
コース＝10㎞（甚兵衛公園コース）、20

㎞（甚兵衛公園・宗吾霊堂コース）
参加費＝200円（保険料。中学生以下は

無料）
持ち物＝筆記用具、昼食、飲み物、雨具
※申し込みは10月19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。

台湾茶文化にふれる二日間
本場の味を知る

会場＝三里塚コミュニティセンター
台湾茶を楽しむ会
日時＝10月24日㈬ 午後1時〜3時30分
（受け付けは午後2時30分まで）
内容＝本場の茶師による茶席で飲み比べ

をする
参加費＝200円（お茶代）
講演会
日時＝10月25日㈭ 午前10時〜正午
テーマ＝台湾茶文化を知る喜

き
事
じ

茶
ちゃ

参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは三里塚コミュニティセンター
（☎40-4880、10月1日㈪・9日㈫・
15日㈪・22日㈪は休館）へ。

ベビーマッサージ
スキンシップを楽しみながら

日時＝10月25日㈭ 午前10時30分〜11
時30分
会場＝もりんぴあこうづ
対象と定員＝生後2カ月からはいはい前

の赤ちゃんと家族・10組（先着順）
参加費＝300円（シート代など）
持ち物＝バスタオル、飲み物、ベビーオ

イル（持っている人）
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27-5 

252、第4月曜日は休館）へ。

ハロウィン in KOZU
仮装してまちへ出よう

日時＝10月28日㈰ 午後1時30分〜4時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝仮装してまち歩き、お菓子作り
対象と定員＝小学生以上・12人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝仮装の衣装、タオル
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27-5 

252、第4月曜日は休館）へ。

非常勤職員
共に働きませんか

保育課
応募資格＝基本的なパソコン操作がで

き、業務に意欲的に取り組める人
募集人員＝1人
業務内容＝データ入力、書類整理など
勤務期間＝11月1日〜3月31日
勤務日時＝月〜金曜日（祝日を除く） 午前

9時〜午後5時
勤務場所＝保育課（市役所2階）
時給＝940円
応募方法＝10月12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（〒286-8585 花崎町760）へ。
後日、面接を行います
児童ホーム
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＝11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、小学校の休業日は午前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＝10月17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、面接を行います

※くわしくは同課（☎20-1607）へ。

お知らせお知らせ

市立図書館
休館します

　10月15日㈪〜19日㈮は蔵書点検の
ため、図書館本館・分館・各公民館図書
室は休館します。ブックポストも使用で
きませんので注意してください。
※視聴覚サービスセンターは通常通り業

務を行います。くわしくは市立図書館
（☎27-2000）へ。

伝 板言

仕上げにお菓子をラッピング

募　集募　集
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リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

日時＝10月18日㈭〜21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＝10月23日㈫（当選者にはがき

で通知）
※申し込みのなかった品物は23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。

ハロウィンパーティー
お気に入りの仮装で

日時＝10月28日㈰ 午前10時〜午後4時
会場＝ボンベルタ成田店前広場（雨天の

場合はボンベルタ4階）
内容＝仮装コンテスト、カボチャランタ

ン作り、フェイスペイント、ブラスバ
ンドの演奏など
仮装コンテストの申込方法＝10月21日㈰

までにFAXまたはEメールで参加者全
員の氏名・年齢・代表者の連絡先をハ
ロウィン実行委員会事務局（FAX26-0 
386 Eメールcommu_fes@yahoo.c 
o.jp）へ

※仮装コンテストへの参加は無料です。
くわしくは同事務局（☎090-2569-0 
530 フェイスブックhttp://www.fa 
cebook.com/Narita.Halloween）
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
参加費＝無料
普通救命講習会
日時＝11月25日㈰ 午前9時〜正午
会場＝成田消防署
定員＝15人（先着順）
申込先＝同署（☎20-1594）
上級救命講習会
日時＝12月15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）
※上級救命講習会は11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。

※ 問い合わせや申し込みは、市体育協会事務局（☎33-3811）へ。次の種目は各競技団体事務局へ。バレーボール＝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（Eメールnrtaikyo@portland.ne.jp）へ／テニス＝市テニス協会ホームページ（ht 
tp://www.narita-tennis.com）／ボウリング＝市ボウリング協会・間嶋さん、齊藤さん（ラクゾー成田店・☎33-6752）／バスケッ
トボール＝市バスケットボール協会ホームページ（http://basketnrt.web.fc2.com）

2018文化祭大会
種目 日時 会場 対象 参加費 競技種目・方法 申込締切

陸上競技 10月13日㈯
午前9時45分開始

中台運動公園
陸上競技場

市内在住・在勤・在
学の中学生以上

中学生300円
一般500円

中学男子：100m・200m・
800m・1500m・3000m
中学女子：100m・200m・
800m・1500m
一般男子：100m・1500m・
5000m
一般女子：100m・1500m

10月5日㈮

剣道 11月3日（土・祝）
午前9時開始

西中学校体育
館 小中学生

1チーム（男性チー
ム1,500円、女性
チーム900円）、
個人300円

団体戦・個人戦 10月5日㈮

ソフトテニス
11月3日（土・祝）

（予備日11月10日㈯）
午前9時開会式

中台運動公園
テニスコート

市内在住・在勤・在
学の高校生以上

高校生1,000円
一般3,000円

個人戦/一般の部（男女）
成年男子（40歳以上）の部
シニア男子（55歳以上）の部　
ミックス（45歳以上）の部

10月26日㈮

弓道 11月3日（土・祝）
午前9時30分開会式

市体育館
（弓道場）

市内在住・在勤・在
学の高校生以上

高校生無料
一般1,000円 近的（12射） 当日直接会場へ

バレーボール 11月3日（土・祝）
午前9時30分開始 市体育館 高校生以上 1チーム3,000円 6人制の男女別トーナメント 10月12日㈮

テニス
11月4日㈰・18日㈰

（予備日11月25㈰）
午前9時30分開始

中台運動公園
テニスコート、
大谷津テニス
コート

男女各3人以上で10
人までのチーム

1チーム6,000円
（市テニス協会加
盟クラブチーム
4,000円、高校
生以下2,000円）

ダブルス団体戦（男子1組・女
子1組・混合1組） 10月13日㈯

ボウリング 11月10日㈯
午後2時開会式

ラクゾー成田
店 小学生以上

高校生以下1,500
円
一般2,500円

個人戦3ゲーム（シニア・中学
生以下にハンデあり）

男女各30人
（先着順）

バスケット
ボール

12月1日㈯ ・2日㈰
午前9時開始（審判講
習会と抽選会は11月
24日㈯ 午後3時）

市体育館
市内在住・在勤の高
校生以上のチーム

（要メンバー登録）
1チーム5,000円 30チームによるトーナメント

方式
10月31日㈬
応募者多数は抽
選
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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
◦11月1日㈭…下総みどり学園
◦11月13日㈫…公津の杜小学校
時間＝午前11時30分から
定員＝各20人（応募者多数は抽選）
参加費＝270円（材料費）
申込方法＝10月15日㈪（必着）までに、は

がきに住所・氏名（1枚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（〒2 
86-0011 玉造1-14）へ

※くわしくは同センター（☎27-9449）へ。

世界の料理を楽しむ会
異国の食文化を知る

日時＝10月21日㈰ 午前10時から
会場＝中央公民館
内容＝タイ出身の講師と一緒にカレーや

タイ風オムレツなどを作る
定員＝25人（先着順）
参加費＝700円（材料費など。国際交流

協会会員は500円）
持ち物＝エプロン、三角巾
※申し込みは市国際交流協会事務局（☎

23-3231）へ。

山野草と実もの鉢植え教室
盆栽作りに挑戦

日時＝10月24日㈬ 午前10時30分〜11
時30分
会場＝市体育館
内容＝姫リンゴなどを盆栽鉢に植える
定員＝15人（先着順）
参加費＝1,500円（材料費・保険料）
持ち物＝軍手、作品を持ち帰る袋
申込方法＝10月2日㈫午前9時〜20日

㈯午後5時に参加費を持って市体育館
へ

※くわしくは同館（☎26-7251）へ。

しもふさ七福神ふれあいウォーク
文化財や自然に触れながら

日時＝11月3日（土・祝） 午前8時〜午後
2時（小雨決行。受け付けは午前9時ま
で）
集合場所＝成田市東商工会下総支所（高

岡）
内容＝七福神が祭られている下総地区の

6寺院と成田ゆめ牧場を歩いて巡る
参加費＝1,000円（保険料など）
※申し込みは10月26日㈮までに成田市

東商工会下総支所（☎96-2839）へ。

居合道地区講習会
体験してみませんか

日時＝10月13日㈯ 午後1時から
会場＝市体育館剣道場
内容＝巻きわらの試し切りなどを体験する
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以上
定員と参加費＝20人（先着順）・無料
持ち物＝運動のできる服装、タオル
申込方法＝10月10日㈬までに、Eメー

ルで住所・氏名・年齢・電話番号を千
葉県剣道連盟居合道部成田支部事務
局・大石さん（Eメールnqc59737@
nifty.com）へ

※くわしくは同事務局・大石さん（☎09 
0-2536-4479）へ。

歌って健康！歌声サロン
懐かしの曲や童謡をみんなで

日時＝10月30日㈫ 午後2時から
会場＝もりんぴあこうづ
定員＝180人（先着順）
入場料（全席自由）＝700円
入場券販売場所＝もりんぴあこうづ
※くわしくは同館（☎27-5252、第4月曜

日は休館）へ。

0・1歳のおはなしかい
えほんとあそぼう

日時＝10月12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）
参加費＝無料
持ち物＝薄手のハンカチ
※申し込みは10月2日㈫午前9時30分

から市立図書館（☎27-2000）へ。

市内合同就職説明会
保育士のための

　市内の保育園・小規模保育事業所など
が集まり、就職を希望する人に求人内容
や職場の説明、面接などを行います。
日時＝10月30日㈫ 午後2時〜5時
会場＝市役所6階大会議室
対象＝保育士資格を持つ人（平成31年3

月末日までに取得見込みを含む）、就
職支援担当者、子育て支援員研修修了
者
持ち物＝写真を貼った履歴書（面接を希

望する人）
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは保育課（☎20-1607）または
市ホームページ（http://www.city.nar 
ita.chiba.jp/kosodate/page30870 
0.html）へ。

パークゴルフ初心者研修会
楽しくスポーツを

日時＝11月5日㈪ （雨天決行） 午前9時か
ら
会場＝十余三パークゴルフ場
対象と定員＝未経験者・30人（先着順）
参加費＝1,000円（昼食代など）
申込方法＝10月31日㈬までに参加費を

持って十余三パークゴルフ場または久
住パークゴルフ場へ

※くわしくは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

日時＝11月1日㈭・9日㈮・21日㈬・
26日㈪、12月3日㈪・11日㈫・14
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。

募　集募　集

演奏してみませんか


