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レッスンを受けて上達しよう
「春季プロテニススクール」

シャトルが飛び交う
「春季バドミントン大会」

健康美人になりませんか
「レディース・トレーニング・DAY」

別府・湯布院・長崎の旅
「第33回成田市民号」

日時＝4月29日（祝）午前9時集合
会場＝中台テニスコート
参加資格＝市内に住んでいる人または市
テニス協会加盟クラブの会員で、12歳
以上の初級から中級の人
定員＝50人（先着順）
参加費＝一般1,000円、高校生以下500円
※申し込みは市体
育協会事務局（生
涯スポーツ課・
120-1584）へ。

日時＝4月14日（水）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
※参加費は無料です。申し込みは前日ま
でに同館（126-7251）へ。

期日＝4月18日（日）
会場＝市体育館アリーナ
参加資格＝高校生以上の人
競技方法＝ダブルス
参加費＝1組2,000円
※申し込みは4月16日（金）までに市体育
協会事務局（生涯スポーツ課・1 20-

1584）へ。

市では、第33回成田市民号の参加者を
募集します。ことしは、市制施行50周年
記念事業として「九州別府・嬉野

うれしの

温泉と
湯布院・黒川・長崎散策の旅」を企画し
ました。
湯量豊富な別府温泉と美肌の湯で知ら
れる嬉野温泉に宿泊し、人気の湯布院・
黒川、異国情緒あふれる長崎のまちを散
策します。ぜひご参加ください。
期日＝7月13日（火）～15日（木）（2泊3日）
募集人数＝150人（先着順）
旅行代金＝69,000円
主な行程

別府地獄めぐりも体験（血の池地獄）

（→はバス、＝は飛行機、…は徒歩）
申し込み方法＝参加費用の一部（5,000円）
を添えて、商工観光課または市観光協
会（いずれも市役所4階）へ
※くわしくは商工観光課（120-1540）へ。

成田空港・羽田空港＝福岡空港→福
岡・博多（昼食）→別府地獄めぐり→
別府鉄輪

かんなわ

温泉（泊）

ホテル→湯布院→瀬の本高原（昼食）
→黒川温泉→嬉野温泉（泊）

ホテル→平和公園・平和祈念像→長
崎市内（昼食）…大浦天主堂・グラバ
ー園→長崎空港＝羽田空港→市役所
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14種目 日　　時 会　　場 対　　象

卓　　　球 水曜日 午後7時～9時 市体育館アリーナ 中学生
乗　　　馬 5月5日（祝）午後1時集合 セントラル乗馬倶楽部 小学高学年～50歳の市民
バドミントン 土曜日 午後5時～7時 市体育館アリーナ 小学生～成人の初級者

剣　　　道
日曜日 午前9時～正午

市体育館剣道場
小学生以上の市民

火・金曜日 午後6時～8時30分 （日曜日は小学生のみ）
柔　　　道 火・土曜日 午後5時30分～8時 市体育館柔道場 小学生

合　気　道
日曜日 午後2時～3時30分

市体育館柔道場
市内在住・在勤の小学4

水・金曜日 午後6時30分～8時 年生以上
日曜日 午前9時～午後5時 市内在住・在勤の高校生

弓　　　道 水曜日 午後6時～9時 市体育館弓道場 以上
土曜日 午後6時～9時 （初心者は日曜日午前のみ）

相　　　撲 土曜日 午前9時～正午 相撲場 小・中学生
日曜日 午後3時～5時 市体育館剣道場

空　手　道
水曜日 午後7時～9時

市体育館柔道場 小学生以上
印東体育館

な ぎ な た
日曜日 午後1時～3時

市体育館剣道場 小学生以上木曜日 午後1時～3時
居　合　道 土曜日 午後6時～9時 市体育館剣道場 成人
ラ グ ビ ー 日曜日 午前9時から 加良部小学校 3歳～中学3年生

スポーツ教室に参加しませんか
市体育協会では、スポーツ教室の参加者を募集します。申し込みは各会場で行いま
す。ただし、ラグビーは市体育協会事務局（生涯スポーツ課・120-1584）、乗馬は市馬
術協会市民馬術教室係（128-4388）へ申し込んでください。

※各教室には、参加費（保険料・事務連絡費など）が必要です。くわしくは市体育協会事務局
（生涯スポーツ課・120-1584）へ。

絵手紙で心の触れ合いを
「介護予防教室」

日時＝4月14日（水）・28日（水）（全2回）午
後1時30分～3時30分
会場＝保健福祉館
内容＝絵手紙を作り友人などに出す
講師＝四宮達雄さん（市社会教育委員）
対象＝絵手紙に興味がある、おおむね65

歳以上の人
定員＝30人
参加費＝500円（切手を含む材料費）
※差し出し先の住所のメモと題材（花、
果物、食材など）を用意してください。
申し込みなどくわしくはニュータウン
在宅介護支援センター（127-1294）へ。
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市役所児童家庭課で
「短期アルバイト」

応募しませんか
「自衛隊幹部候補生」

しだれ桜を眺めながら
「小・中学生茶道体験教室」

公津公民館では、小・中学生を対象と
した茶道体験教室を開催します。
小・中学生以外のみなさんも、公津公
民館内の「しだれ桜」を優雅に眺め、子ど
もたちのお点前振りを楽しみながら、一
服してみてはいかがでしょうか。
期日＝4月10日（土）
時間
〇午前の部…午前10時～正午
〇午後の部…午後1時～3時
会場＝公津公民館
内容＝公民館周辺のみなさんの協力を得
て、抹茶の香りと味を体験
対象＝市内の小・中学生（保護者同伴可）
定員と参加費＝各10組（応募多数は抽
選）・無料
※当日はウクレレ・フラダンスコンサー
トも行われます。申し込みは4月3日
（土）までに、直接または電話で公津公
民館（午前9時～午後5時・126-9610、
月曜日・祝日は休館）へ。

自衛隊では、次のとおり幹部候補生を
募集します。
募集種目＝一般・技術幹部候補生、医
師・歯科・薬剤科幹部候補生
申込期間＝4月5日（月）～5月11日（火）
試験日＝5月22日（土）
※くわしくは自衛隊成田募集事務所（1

22-6275）へ。

適正な処理を
「事業所ごみ」

お知らせ

事業所から発生する一般廃棄物（ごみ）
は、有料ごみとなりますので一般家庭用
の集積所には出せません。
分別を徹底し、市の処理施設へ自己搬
入するか、収集運搬許可業者へ委託する
など適正な処理をお願いします。
分別方法＝「燃やせるごみ」「ビニール・プ
ラスチック類」「ビン・カン・ガラス」
「金物・陶磁器類」に分別し、半透明の
業務用ごみ袋を使用
処理方法
〇市の処理施設へ自己搬入する場合…
「燃やせるごみ」は、いずみ清掃工場
（136-1689）へ、「ビニール・プラスチ
ック類」「ビン・カン・ガラス」「金物・
陶磁器類」は、リサイクルプラザ
（136-1000）へ
〇業者に処理を委託する場合…市のごみ
収集運搬許可業者へ委託
※くわしくはクリーン推進課（1 20-15

30）へ。

宿泊料金の一部を助成
「臨海宿泊施設」

市が契約した臨海宿泊施設を利用した
場合、宿泊料金の一部を助成します。
対象＝市民（外国人登録者を含む）
助成額＝中学生以上2,500円、小学生

2,000円（年間1人1回）
契約施設
〇休暇村館山（10470-29-0211）
〇蓮沼ガーデンハウス（10475-86-2511）
〇のさか望洋荘（10479-67-3511）
〇鵜原民宿組合（4月1日～9月中旬・
1 0470-76-0436、9月中旬～3月31

日・10470-76-0353）
〇岩井民宿組合（10470-57-2088）
利用方法＝直接、宿泊施設に予約した後、
生涯スポーツ課（市役所5階）へ申請
（印鑑持参）して利用券を受け取り、宿
泊施設に持参。宿泊料金から助成金額
が差し引かれます
※くわしくは生涯スポーツ課（1 20-15

84）へ。

対象＝心身ともに健康な人
募集人数＝若干名
業務内容＝伝票整理、パソコンデータ入
力
勤務日数＝月14日以内
勤務時間＝午前9時～午後4時
時給＝770円（通勤2km以上は交通費を支
給）
応募方法＝4月15日（木）（必着）までに、写真
を張った履歴書を直接または郵送で児童
家庭課（〒286-8585 花崎町760）へ
※くわしくは同課（120-1538）へ。

あなたの足で 目で 耳で再発見!!
「成田ウォークラリー大会～三里塚編～」

日時＝5月9日（日）午前9時15分～10時15

分に随時スタート（雨天決行）
集合場所＝三里塚小学校
対象＝5人以内で編成された小学生以上
のチーム
コース＝三里塚小学校周辺
参加費＝小・中学生300円、16歳以上

500円（参加賞・賞品あり）
※申し込みは4月26日（月）までに市レク
リエーション協会事務局（生涯スポー
ツ課内・120-1584）へ。後日スタート
時間などを通知します。

受け付けなどの管理業務を
「公民館の臨時職員」

対象＝心身ともに健康・明朗で、パソコ
ンの操作ができ、車で通勤が可能な人
募集人数＝1人（6月採用予定・応募者多
数の場合は面接試験を実施）
業務内容＝受け付けおよび館内の整理な
どの管理業務
勤務場所＝市内の各公民館
勤務日数＝月14日以内
勤務時間＝午前8時30分～午後5時
時給＝770円（通勤2km以上は交通費を支
給）
応募方法＝4月10日（土）午後5時までに履
歴書を直接または郵送で中央公民館
（〒286-0017 赤坂1-1-3）へ
※くわしくは同館（127-5911、第1月曜
日・祝日は休館）へ。

市役所合併対策課で
「臨時職員」

対象＝心身ともに健康な人
募集人数＝2人（5月採用予定・応募者多
数の場合は面接試験を実施）
業務内容＝書類整理、パソコンデータ入
力などの事務補助
勤務日＝月～金曜日（祝日を除く）
勤務時間＝午前9時～午後5時
時給＝770円（通勤2km以上は交通費を支
給）
応募方法＝4月9日（金）午後5時までに、
写真を張った履歴書を直接合併対策課
（市役所3階）へ
※くわしくは同課（120-1506）へ。
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14日以内に届け出を
「転入の手続き」

「危険物取扱者試験」と
「受験者講習会」

引っ越してきたら申し込みを
「し尿のくみ取り」

お知らせ

成田市に引っ越してきた人で、し尿の
くみ取りが必要な場合には環境衛生課へ
申し込んでください。また、市内で住所
が変わる場合も必ず連絡をお願いします。
くみ取り手数料は従量制で、1 7円

（消費税5％を加算）です。納期は2カ月ご
とですが、納入には便利な口座振替をお
勧めします。納入通知書と預金通帳・届
け出印を持って市内各金融機関（郵便局
は除く）へ申し込んでください。
※くわしくは環境衛生課（120-1531）へ。

設置費と維持管理費に補助
「合併処理浄化槽」

市では、合併処理浄化槽を設置する人
に、設置費用の一部を補助しています
（下表限度額A）。
なお、単独処理浄化槽を使っている人
が、合併処理浄化槽へ転換するときは、
通常の設置補助に18万円を上乗せする転
換補助金（新築・建て替えは除く）を、浄
化槽の設置に伴いトイレを水洗化したと
きは、水洗便所設置補助金（3万円を限度）
を支給します。
また、4月から印旛沼流域に限り、窒
素またはリンを除去する高度処理型合併
処理浄化槽の設置費用の一部を補助する
制度も新設しました（下表限度額B）。
合併処理浄化槽設置補助金額（単位：千円）

浄化槽の維持管理費についても補助制
度を設けています。補助額は人槽によっ
て異なりますが、合併処理浄化槽の維持
管理（保守点検・清掃）にかかった額の2

分の1相当額（限度額有り）です。
※騒音地域は、設置費および維持管理費
とも補助金の限度額が異なります。く
わしくは環境衛生課（120-1531）へ。

人槽 限度額A 限度額B
5人槽 354 444

6・7人槽 411 486
8～10人槽 519 576
11～20人槽 981 1,092
21～30人槽 1,668 1,860
31～50人槽 2,238 2,496

危険物取扱者試験
試験日＝6月13日（日）
試験会場＝日本大学生産工学部津田沼校
舎（習志野市）
手数料＝甲種5,000円、乙種3,400円、丙
種2,700円を郵便振込で
受付期間＝4月12日（月）～16日（金）
受験者講習会
講習日＝5月21日（金）
講習会場＝印西市中央公民館
受講料＝3,500円（テキスト代別）
受付期間＝4月12日（月）～16日（金）
※申し込み受け付けは、いずれも市消防
本部予防課（市役所地下1階）です。く
わしくは同課（120-1591）へ。

市外から成田市へ転入した人は届け出
が必要です。実際に住み始めてから14日
以内に、本人または世帯員が市民課で手
続きをしてください。
なお、届け出のときは本人確認をさせ
ていただきますので、運転免許証など本
人確認ができる書面（代理人が手続きを
する場合は委任状も）をお持ちください。
また、赤坂分室でも転入届を出せます
が、印鑑登録や国民健康保険・国民年
金・介護保険などの手続きはできませ
ん。市役所で手続きをしてください。
届け出するときに必要なもの
〇前住所地の市区町村が発行した転出証
明書、届け出人の本人確認ができる書
面（運転免許証など）

〇国民健康保険証（加入している人）
〇年金手帳（加入している人）
※くわしくは市民課（120-1525）へ。

転入の手続きは市民課で

関係図書を縦覧します
「都市計画の決定・変更」

都市計画法の改正に伴い、すべての都
市計画区域で定めることになった「都市
計画区域の整備・開発及び保全の方針」
の決定などが3月16日に告示されました
ので、関係図書を縦覧します。
縦覧場所＝市都市計画課（市役所5階）お
よび県都市計画課
決定・変更された都市計画＝「都市計画
区域の整備、開発及び保全の方針」、
区域区分（計画書の変更）
※市ホームページ（http://www.city.

narita.chiba.jp）にも掲載しています。く
わしくは都市計画課（120-1560）また
は県都市計画課（1043-223-3161）へ。

4月から市に移譲
「開発行為の許可事務」

ご注意ください
「プロパンガスの悪質商法」

最近、プロパンガスの調査員を装って、
さまざまな嘘をついて家に入り込み、メ
ーターや警報器などの交換を勧め、高額
な料金を請求する事件が発生しています。
保安調査員が調査・点検費や警報器な
どの購入を求めることはありません。不
審に思ったら取り引き先のガス店か県プ
ロパンガス消費者萬

よろず

相談所（1043-246-

1579）へ問い合わせてください。
※くわしくは市消費生活センター（1

23-1161）へ。

4月1日から「都市計画法に基づく開発
行為の許可等及び宅地造成等規制法に基
づく工事の許可」などの権限が、千葉県
から成田市に移譲されました。
これは、法改正などにより、開発許可
に係る技術基準や立地基準を各市町村の
条例により独自に定められるようになる
など権限移譲が進められたことによるも
ので、今後、県下15番目の事務処理市と
して、成田市独自のまちづくり、許認可
期間の短縮など、市民サービスの向上が
図られます。
※内容は市ホームページ（http://www.

city.narita.chiba.jp/）でも見ることができ
ます。くわしくは都市計画課（1 20-

1560）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。くわしくは空港対策課（120-1521）
へ。

日曜映画会

航空機騒音測定結果 平成16年2月分

利用日時 駐車場所

2：20～2：40 長沼共同利用施設

7日（水） 3：00～3：20 長田共同利用施設

21日（水） 3：30～3：50 側鷹神社境内（小泉）

4：00～4：30 赤荻保育園

1：40～2：00 西三里塚共同利用施設

2日（金）
2：10～2：30 遠山スポーツ広場

16日（金）
2：40～3：00 三里塚第二公園わき

3：10～3：30 新駒井野共同利用施設

4：00～4：30 土屋公園

2：00～2：20 さぎ山第一街区公園（宗吾台）

9日（金） 2：40～3：00 並木町公民館

23日（金） 3：10～3：30 大久保台地区集会所

3：40～4：10 公津の杜公園

※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＝5日（月）・12日（月）・19日

（月）・26日（月）・29日（祝）・30日（金）（館内整理

日）

測定局 WECPNL 測定局 WECPNL 測定局 WECPNL

竜台 66.0 土室（県） 74.4 野毛平 74.3 

北羽鳥 71.4 大生 74.3 堀之内 72.6 

北羽鳥北部 69.0 成毛 68.9 馬場 69.1 

水掛 68.6 芦田 78.0 遠山 74.4 

磯部 71.5 大室 69.1 本三里塚 76.6

幡谷 68.8 大室（公団）72.5 御料牧場 71.7記念館

長沼 70.6 押畑 64.2 三里塚 87.3 

荒海 76.9 野毛平 73.7 本城 72.0工業団地

土室(公団) 67.3 赤荻 73.1 南三里塚 75.9 

飯岡 74.1 下金山 66.4 

移動図書館巡回日程

・ B o a r d

視聴覚サービスセンター・127-2533

◇4月4日（日）＝「砂の器」
日本・1974年

◇4月10日（土）・11日（日）＝「ハリーポッター
と秘密の部屋」
吹き替え・2002年・アメリカ

◇4月18日（日）＝「セブン・イヤーズ・チベッ
ト」
字幕・1997年・アメリカ

◇4月25日（日）＝「七人の侍」
1954年・日本

◆入場は無料・上映は午後2時から

催し物変更案を縦覧します
「生産緑地地区」

名水わき出る庭園で
「不動の大井戸茶会」

日時＝4月2日（金）～16日（金）（土・日曜日
を除く）午前9時～午後5時
場所＝公園緑地課（市役所4階）
内容＝生産緑地地区の区域の変更（廃止）
※くわしくは公園緑地課（120-1562）へ。

掘り出し物をゲット
「リサイクル製品」

リサイクルプラザでは、自転車や家具
類を再生して安価で提供します。
受付日時＝4月1日（木）～7日（水）午前9時
～午後5時
対象＝市内に住み、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）
価格＝5,000円以内
申し込み方法＝リサイクルプラザに展示
してある品物を確認し、備え付けの申
し込み用紙に記入（申し込み多数は抽
選・該当者にハガキで通知。電話での
申し込みはできません）
※申し込みの無かった品物は抽選後に随
時受け付けします。家庭で不用になっ
た自転車や家具類で、利用できるもの
がありましたらご連絡ください。くわ
しくはリサイクルプラザ（136-1000・
月曜日、祝日は休館）へ。

運転資金や設備資金などに
「中小企業資金融資制度」

対象＝市内で1年以上同一事業を営む中
小企業の経営者
資金の種類と限度額
〇設備資金…3,000万円
〇運転資金…1,500万円
〇特別小口資金（運転・設備）…750万円
〇季節資金…300万円
利率（年利）
〇設備・運転・特別小口資金
・1年以内…2.6％
・1年を超え3年以内…2.9％
・3年を超え5年以内…3％
・5年を超え10年以内…3.2％
〇季節資金
・6カ月以内…2.5％
利子補給率＝年2.4％
※くわしくは商工観光課（120-1540）へ。

日時＝4月11日（日）～29日（祝）の土・日曜
日、祝日　午前10時～午後3時
会場＝お不動様旧跡庭園（米屋総本店内）
内容＝茶道会によるお茶会（野点）が開催
され、参加者には「大井戸の名水」のプ
レゼントも
※くわしくは市観光協会（122-2102）へ。

参道に響く太鼓の音色
「第16回成田太鼓祭」

日時＝4月10日（土）・11日（日）午前10時
～午後7時（11日は午後5時まで）
会場＝JR成田駅～成田山新勝寺門前（表参
道）、成田山新勝寺境内
内容
〇千願華太鼓…両日とも午前10時から新
勝寺大本堂前。300人以上の太鼓出演
者が一斉に太鼓を打つ勇壮な演奏

〇成田山千年夜舞台…10日（土）午後5時
から新勝寺特設舞台。かがり火に照ら
された幽玄な雰囲気の中で迫力あるス
テージを展開

〇太鼓パレード…11日（日）午後3時から
表参道。太鼓チームと踊りチームによ
るにぎやかなパレード

〇ミニイベント…門前大骨とう市、酒蔵
コンサート、市川団十郎と海老蔵展、
子ども向けの小動物園、ファーマーズ
マーケット、街角画廊展など
交通規制＝午前9時45分から午後7時30

分（11日は午後5時30分）まで、表参道
で
※くわしくは成田太鼓祭実行委員会事務
局（成田観光館・124-3232）へ。

成田の名水でお点前を


