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｢スポーツリーダーバンク｣へ
登録してください

スポーツ

日中友好交流都市中学生卓球
交歓大会の｢代表選手選考会｣

｢体育指導ボランティア｣
養成講習会に参加を

募 集

浜辺をウォーキング
｢九十九里はだしで歩こう大会｣

市では、スポーツやレクリエーション
活動の普及推進のため、指導者の登録・
紹介などを行う｢成田市スポーツリーダ
ーバンク｣を設置しています。
スポーツ・レクリエーションに関する
指導技術・能力を提供していただける人
は登録をお願いします。
また、指導者を探している団体などに、
登録指導者の紹介をしていますのでお問
い合わせください。
※くわしくは生涯スポーツ課（120-

1584）へ。

体を鍛えよう
｢ウエイトトレーニング講習会｣

日時＝5月8日（水）午後6時～8時
会場＝市体育館
内容＝バーベルなどの基本的な使い方を
学ぶ
対象＝16歳以上の人
参加費＝無料
※申し込みは前日までに同館（126-

7251）へ。

１０日は
｢レディース・トレーニング・ＤＡＹ｣

日時＝5月10日（金）午前9時30分～11時
30分
会場＝市体育館
内容＝トレーニング室の器具の使い方な
ど
対象＝16歳以上の女性
参加費＝無料
※申し込みは前日まで
に同館（126-7251）
へ。

市明るい県民づくり推進員連絡協議会
では、｢九十九里はだしで歩こう大会｣の
参加者を募集します。
期日＝5月26日（日）
開催場所＝太東

たいとう

漁港～一宮海岸（約7km）
集合場所と時間＝JR成田駅西口・午前8

時
定員＝120人（応募者多数は抽選）
交通＝大型バス3台
参加費＝500円（交通費など・昼食は各自
持参）
申し込み方法＝5月16日（木）（当日消印
有効）までに、往復ハガキに参加者全
員（1枚に4人まで）の住所・氏名・性
別・電話番号を書いて生涯スポーツ課
（〒286-8585 花崎町760）へ
※くわしくは同課（120-1584）へ。

わたしたちに追いつける？

日中国交正常化30周年を記念し、｢日
中友好交流都市中学生卓球交歓大会｣が、
8月2日（金）～7日（水）に中国北京市で開
催されます。
市卓球協会では、この大会の成田市代
表選手を決める選考会を次のとおり開催
します。
日時＝5月22日（水）午後6時から
会場＝市体育館アリーナ
対象＝市内在住の中学生
参加費＝無料
※優勝者（男女各1人）に大会への出場権
が与えられます（渡航費、滞在費など
は市が負担。ただし、パスポート取得
にかかる費用は自己負担）。くわしく
は体育協会事務局（生涯スポーツ課・
120-1584）へ。

市体育館トレーニング室を中心に、体
育指導のボランティアとして活動できる
人を育成するための講習会を開催しま
す。
日時＝5月14日～7月2日の毎週火曜日
（全8回）午前9時～正午
会場＝市体育館
対象＝16歳以上で、成田市スポーツリー
ダーバンクに登録できる人
内容＝健康・運動の基礎、トレーニング
室の器具の使い方などの運動実習
参加費＝無料
※申し込みは5月10日（金）までに電話で
市体育館（126-7251）へ。

マメ棋士集合
｢少年少女囲碁教室｣

日時＝5月26日～6月30日の毎日曜日
（全6回）午前9時～正午
会場＝玉造公民館
内容＝サークル｢レッツ碁玉造｣のメンバ
ーのボランティア指導を受けて、囲碁
の初歩を楽しく学ぶ
対象＝小・中学生
定員＝50人（先着順）
参加費＝無料
※最終日に級の認定もあります。申し込
みは午前9時から電話で同館（126-

3644・月曜日は休館）へ。

｢シルバー人材センター｣の
会員になりませんか

（社）成田市シルバー人材センターでは、
随時登録会員を募集しています。
センターは、地域の日常生活に密着し
た臨時的・短期的な仕事の依頼を受け、
会員がこれを行う仕組みで運営されてい
ます。
市内に住む60歳以上の人で、健康で就
業意欲があり、生きがいの充実や社会参
加のために、長年培った経験と知識を生
かしたいと思っている人はぜひご応募く
ださい。
※くわしくは同センター（123-5677）へ。
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｢老人福祉センター｣で
８つの講座の参加者

｢自衛官｣に
なりませんか

東総の歴史を訪ねる
｢史跡めぐり｣

老人福祉センターでは、次の講座の参
加者を募集します。いずれの講座も、対
象は60歳以上の市民、会場は老人福祉セ
ンターです。
①実用書道教室
日時＝5月20日（月）～平成15年3月1日（土）
の原則として第1・3月曜日（全16回）
午後1時45分～3時45分
定員＝15人（先着順）
②カラオケ（第1・2）教室
日時＝5月21日（火）～平成15年2月18日
（火）の原則として火曜日（全16回）第
1は午前、第2は午後
定員＝10人（先着順）
③健康教室
日時＝5月21日（火）～平成15年2月24日
（月）の原則として第4月曜日（全10回）
午後1時45分～午後3時45分
定員＝20人（先着順）
④大正琴教室
日時＝5月28日（火）～平成15年3月1日（土）
の原則として第2・4火曜日（全16回）
午前9時40分～11時40分
定員＝15人（先着順）
⑤民舞教室
日時＝6月7日（金）～平成15年3月1日（土）
の原則として第1・3金曜日（全16回）
午前9時40分～11時40分
定員＝15人（先着順）
⑥民謡教室
日時＝6月11日（火）～平成15年3月1日（土）
の原則として第2・4火曜日（全16回）
午後1時45分～3時45分
定員＝15人（先着順）
⑦ふるさとリフレッシュウォーク
日時＝6月12日（水）～平成15年2月26日
（水）の原則として第2・4水曜日（全
12回）午前9時40分～11時40分
定員＝20人（先着順）
⑧水彩画教室
日時＝6月12日（水）～平成15年3月1日（土）
の原則として第2水曜日（全10回）午
後1時45分～3時45分
定員＝20人（先着順）
※⑤⑥はグループレッスンで行います。
申し込みなどくわしくは老人福祉セン
ター（126-0236）へ。

応募区分と対象
一般曹候補学生…高卒見込み～24歳未
満
曹候補士、2等陸・海・空士…高卒見
込み～27歳未満
航空学生…高卒見込み～21歳未満
看護学生…高卒見込み～22歳未満
防衛大学校・防衛医科大学校…高卒見
込み～21歳未満
※応募方法などくわしくは自衛隊成田募
集事務所（122-6275）へ。

〇

〇

〇

〇

〇

期日＝6月22日（土）、9月7日（土）・28日
（土）（各日とも見学場所は同じ）
時間＝午前9時～午後5時
見学地＝東庄

とうのしょう

、小見川の史跡（東大社・
善光寺など）
定員＝各日40人（応募者多数は抽選）
参加費＝2,000円（昼食代など）
※申し込みは6月7日（金）までに、往復ハ
ガキ（1枚2人まで）に参加希望日（第2希
望まで必ず記入）・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・120-1583）へ。

｢酒々井ちびっこ天国｣で
アルバイト

期間＝7月11日（木）～9月1日（日）（高校
生は7月20日から）
勤務時間＝午前8時30分～午後5時15分
（時間は相談に応じます）
勤務場所＝酒々井ちびっこ天国
対象＝高校生以上の人
募集職種＝庶務、出札・改札、ボート、
売店、駐車場、看護師
申し込み方法＝6月1日（土）または2日
（日）の午前10時～午後4時に、応募者
本人が写真を張った履歴書を持って
酒々井ちびっこ天国へ
※くわしくは
（財）千葉県福祉
ふれあい財団
アルバイト募
集係（1 043-

221-7007）へ。 もうすぐシーズン到来

「韓国・井邑市」に
ホームステイしませんか

初夏の水辺を探索しよう
「印旛沼周辺自然観察会」

市国際交流協会では、夏休みに韓国・
井邑
チョンウップ

市とのホームステイ交流に参加する
中学生を募集します。
井邑市は大韓民国全羅北道

ぜんらほくどう

にある人口
16万人ほどの都市・農村複合都市で、市
内には紅葉で有名な内蔵山

ネジャンサン

国立公園があ
り観光に訪れる人も多い街。平成12・13

年には、井邑市の中学生が市内の家庭に
ホームステイし交流を深めています。
井邑市だけでなく、首都ソウルの見学
もあり、歴史的・文化的にも関係の深い
お隣の国・韓国を知る良い機会です。こ
としの夏休みは韓国で国際交流を体験し
てみませんか。
期間＝8月8日（木）～12日（月）（4泊5日・
事前事後に3回の研修を予定）
内容＝ソウル市内見学と井邑市でホーム
ステイ（2人1組で2泊）
対象＝市内に住む中学2・3年生
定員＝男女各6人程度（応募者多数は面
接による選考）
参加費＝50,000円（パスポートの取得費
や旅行保険などは各自で負担）
申し込み方法＝5月20日（月）（必着）まで
に、住所・氏名・学校名・保護者氏
名・電話番号を書いて（ハガキでも可）
市国際交流協会（〒286-8585 花崎町
760）へ
※くわしくは同協会事務局（市広報課
内・123-3231）へ。

日時＝5月26日（日）午前9時35分～午後4

時（小雨決行）
集合場所＝JR下総松崎駅
コース＝松崎・坂田ケ池コース
講師＝岩瀬徹さん（県生物学会副会長）ほか
定員＝50人（応募者多数は抽選）
参加費＝500円（保険料、テキスト代）
申し込み方法＝5月14日（火）（必着）まで
に往復ハガキ（1枚に2人まで）に、参
加者全員の住所・氏名・年齢・電話番
号を書いて（財）印旛沼環境基金（〒
285-8533 佐倉市宮小路町12）へ
※電話・FAXでの申し込みはできません。
くわしくは同基金（1043-485-0397）へ。
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印旛沼と周辺地域の
環境保全活動などに助成金

｢シルバー人材センター｣を
ご利用ください

農業委員会委員選挙人名簿の
登録者数が確定しました

｢光化学スモッグ｣
症状が出たら適切な処置を

｢オウム真理教特別手配犯人｣の
発見にご協力を

土地家屋調査士が
｢登記無料相談｣

｢フリーマーケット｣と
｢再生品の抽選即売会｣

対象＝印旛沼の環境保全のための活動を
しているボランティア団体など
活動実施時期＝4月1日～平成15年3月31

日
助成金額＝20万円を限度（ただし、事業
費の2／3以内）
応募締切日＝5月20日（月）
※審査のうえ助成団体を決定します。ま
た、助成を受けた団体は、年度内に開
催する報告会で成果を発表していただ
きます。募集案内書の請求などくわし
くは（財）印旛沼環境基金（〒285-8533

佐倉市宮小路12・1043-485-0397）へ。

印旛沼は豊かな自然の宝庫

これから光化学スモッグが発生しやす
い季節になります。光化学スモッグ注意
報が出たら、次の点に注意してくださ
い。
自動車の運転を控える
屋外で物を燃やさない
屋外で過激な運動をしない
また、目がチカチカして痛くなる、せ
きが出る、のどが痛くなる、息を吸うの
が苦しくなるなど、光化学スモッグによ
る症状が出たら次のような応急処置をし
てください。
きれいな水で目を洗う
よくうがいをする
胸元を広げ涼しいところで安静にする
応急処置で治らないときは、医師の治
療を受けてください。
※光化学スモッグによる被害を受けた人
は環境対策課（120-1532）へ。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

（社）成田市シルバー人材センターでは、
家庭・企業などから施設管理・一般事務
など高年齢者が行える臨時的・短期的で
軽易な仕事の依頼を受け、登録会員が責
任をもって｢親切・丁寧・確実｣をモット
ーに仕事をしています。
植木の手入れ、草刈り、草取り、室内
外の清掃などにぜひご利用ください。
※くわしくは同センター（123-5677）へ。

警察では、地下鉄サリン事件などで指
名手配しているオウム真理教関係者をは
じめ、特に重大な犯罪を行った被疑者を
リストアップし、総力を挙げて追跡捜査
を行っています。
犯人を検挙し、事件を解決するため、
みなさんのご協力をお願いします。
※くわしくはオウムフリーダイヤル
（ 0120-006024）または成田警察署
（127-0110）へ。

日時＝5月8日（水）午前9時～正午
会場＝千葉地方法務局成田出張所
内容＝土地…境界問題・分筆・合筆・地
積更正・地目変更登記など、建物…新
築・増築・滅失などの登記
※くわしくは（社）千葉県土地家屋調査
士会印旛支部長・鈴木忠雄さん
（197-3566）へ。

成田山表参道で
｢５月の交通規制｣

5月中の日曜日・祝日
JR成田駅～薬師堂…午前11時～午後2

時
薬師堂～成田山門前（鍋店かど）…午前
11時～午後4時

5月11日（土）
JR成田駅～薬師堂…午前11時～午後3

時
薬師堂～成田山門前（鍋店かど）…午
前11時～午後4時
※くわしくは成田警察署（127-0110）へ。

〇

〇

〇

〇

平成14年農業委員会委員選挙人名簿の
登録者数が3月31日に次のとおり確定し
ました。
男 2,554人
女 1,965人
合計 4,519人

※くわしくは市選挙管理委員会（120-

1510）へ。

期日＝5月12日（日）（雨天の場合は19日）
内容と時間
フリーマーケット…午前10時～午後3

時
再生品抽選即売会…午前11時（家具30

点）、午後2時（自転車30台）
会場＝リサイクルプラザ
※くわしくはリサイクルプラザ運営委員
会事務局（136-1000・月曜日は休館）
へ。

〇

〇

大当たり！（抽選即売会で）

｢社会福祉協議会｣の
会費納入にご協力を

社会福祉協議会では、平成14年度の会
員を募集しています。
個人を対象とする一般会員の会費は1

世帯500円で、区・自治会・町内会を通
じて納入をお願いしています。
区・自治会・町内会に加入していない
人で入会を希望する人は、社会福祉協議
会へお問い合わせください。
みなさんから寄せられた会費（昨年度
は総額7,626,870円）は、社会福祉協議
会の貴重な自主財源として地域の福祉事
業に役立てられます。
※くわしくは同協議会（120-1574）へ。
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WECPNLとは、航空機騒音の特異性、継続時間、昼
夜の別なども加味したうるささの単位。この数値
は速報値です。

測定局 WECPNL 測定局 WECPNL 測定局 WECPNL

北羽鳥北部 70.0 本三里塚 77.1 磯部 71.6

南三里塚 76.0 長沼 71.2 幡谷 68.8

芦田 79.1 成毛 67.8 赤荻 73.6

北羽鳥 73.0 野毛平 73.9 下金山 67.5

堀之内 70.8 本城 73.2 水掛 68.0

馬場 71.4 竜台 67.9 大生 74.9

野毛平 73.9 御料牧場 73.3 遠山 75.2工業団地 記念館 小学校

利用日時 駐車場所

1：50～2：10 長沼共同利用施設

08日（水）
2：30～2：50 大室共同利用施設

22日（水）
3：00～3：20 長田共同利用施設

3：30～3：50 側鷹神社境内（小泉）

4：00～4：30 赤荻保育園

1：50～2：20 西三里塚共同利用施設

10日（金） 2：30～3：00 遠山スポーツ広場

24日（金） 3：10～3：40 三里塚第二公園わき

3：50～4：20 新駒井野共同利用施設

1：30～1：50 北須賀青年館

17日（金）
2：00～2：20 さぎ山第一街区公園（宗吾台）

31日（金）
2：40～3：00 並木町公民館

3：10～3：30 大久保台地区集会所

3：50～4：30 土屋児童公園

視聴覚サービスセンター・127-2533

◇5月5日（祝）＝｢初恋のきた道｣

（字幕・2000年・中国）

◇5月11日（土）＝｢龍の子太郎｣

（アニメ・1979年・日本）

◇5月12日（日）＝｢猿の惑星｣

（吹替え・2001年・アメリカ）

◇5月18日（土）＝｢黒ひげ大旋風｣

（吹替え・1968年・アメリカ）

◇5月19日（日）＝｢午後の遺言状｣

（1995年・日本）

◇5月26日（日）＝｢タイタンズを忘れない｣

（字幕・2001年・アメリカ）

◆入場は無料・上映は午後2時から

移動図書館巡回日程

日曜映画会

航空機騒音測定結果 平成14年3月分

※雨天などの場合は中止することがあります。く
わしくは市立図書館（127-4646）へ。
今月の図書館休館日＝3日（祝）・4日（休）・6日
（休）・7日（火）・13日（月）・20日（月）・27日
（月）・31日（金）（館内整理日）

福祉施設で働きたい人に
｢福祉のしごと体験学習会｣

12日は｢看護の日｣
講演会などが開催されます

成田で世界のプレーを
｢ＥＵ・ジャパンユースサッカー大会｣

ゴールデンウィークは
｢航空科学博物館｣に出かけよう

歴博講演会
｢柿本人麻呂の文字世界｣

日時＝5月11日（土）午後1時30分～3時
30分
会場＝国立歴史民俗博物館講堂（佐倉市）
内容＝歌を文字で書くことの始発と位置
付けられる｢柿本朝臣

あ そ み

人麻呂歌集｣を読
みながら、人麻呂が外来の漢字で歌を
どのように表現したかを検証する
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へお
越しください。くわしくは同館（ＮＴ
Ｔハローダイヤル0570-008886）へ。

5月12日は｢看護の日｣です。千葉県看
護協会ではこれにちなみ、講演会などを
次のとおり開催します。
日時＝5月12日（日）午前11時30分から
会場＝青葉の森公園芸術文化ホール（千
葉市中央区）
内容＝オーケストラ演奏（県立千葉女子
高）、田中香穂さん（自閉症少女の思い
をつづった｢手のひらのメッセージ｣の
著者）の講演会、健康・進路相談など
対象と定員＝県内に住む人・800人
※参加を希望する人は当日直接会場にお
越しください。また、5月12日（日）～
18日（土）の看護週間には、各医療施
設で｢ふれあい看護体験｣が行われるほ
か、各地域でさまざまなイベントが開
催されます。くわしくは同協会
（1043-245-1744）へ。

千葉県福祉人材センターでは、福祉施
設に就職を希望している人を対象に、次
のとおり体験学習会を開催します。
日時と会場
講義…6月29日（土）午前10時～午後4

時・中央公民館
実習…7月2日（火）～4日（木）のうち1

日 午前9時～午後4時・印旛、海匝、
香取地域の老人福祉施設
対象＝福祉施設に就職を希望する60歳ま
での人
定員と参加費＝30人（先着順）・無料
※申し込みは5月7日（火）から電話で同
センター（1043-248-1294）へ。

〇

〇

来日中のＵ-15ドイツサッカーナショ
ナルチーム（15歳以下）が、成田で交流
試合を行います。この年代の世界最高水
準のプレーをぜひご覧ください。
日時＝5月9日（木）午後5時キックオフ
会場＝市陸上競技場
対戦カード＝｢Ｕ-15ドイツナショナルチ
ーム｣対｢Ｕ-15千葉県選抜チーム｣
※入場料は無料です。くわしくは生涯ス
ポーツ課（120-1584）へ。

航空科学博物館では、5月3日（祝）～6

日（休）に次のイベントを開催します。
内容と時間
エアライングッズの販売…午前10時か
ら
粘土飛行機工作教室…午後2時から
エンジン運転体験…午後1時から
※くわしくは同館（10479-78-0557）へ。

〇

〇

〇

見て、触れて、体験できる博物館

｢春の歴史講演会｣に
おいでください

日時＝5月18日（土）午後3時～4時30分
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝｢縄文時代の装飾─ 状耳飾に
ついて─｣
講師＝大賀健さん（山武考古学研究所職員）
参加費＝無料
※参加を希望する人は直接会場へお越し
ください。くわしくは生涯学習課
（120-1583）へ。

催し物

けつじょう


