
光化学スモッグ
　発生しやすい季節です

　自動車の排出ガスなどに含まれる窒素
酸化物や炭化水素が、太陽からの強い紫
外線を受けると光化学反応を起こし、光
化学オキシダントが発生します。気温が
高く風が弱いなどのときには、これが集
中し光化学スモッグになります。
　光化学スモッグ注意報が出たら、なる
べく外に出ないようにしてください。目
やのどが痛くなったり、息を吸うのが苦
しくなったら、きれいな水で洗眼をする、
よくうがいをするなどの応急処置をして
ください。応急処置で良くならないとき
は、医師の治療を受けてください。
※くわしくは環境対策課（☎20-1532）へ。

公民館
　夜間の利用が可能に

　5月1日㈰から、公民館の夜間の利用
が可能になります。これにより、4月26
日から夜間利用の予約受け付けを再開し
ました。
　引き続き、節電にご協力いただきなが
らの利用となりますが、よろしくお願い
します。
※くわしくは中央公民館（☎27-5911、
第1月曜日・祝日は休館）へ。

避難者の皆さん
　情報をお寄せください

　東日本大震災などで、市内に避難して
いる人に、避難前に住んでいた県や市町
村からさまざまなお知らせが直接届きま
す。避難している人の住所・氏名・避難
前の住所などの情報を提供してくださ
い。書面による手続きが必要ですので、
危機管理課へ連絡してください。
※くわしくは同課（☎20-1523）へ。

催し物

看護の日イベント
　健康状態をチェック

日時＝5月14日㈯ 午後1時～4時30分
会場＝ボンベルタ成田店
内容＝血圧測定、体脂肪測定、肺年齢
チェック、骨密度測定、健康相談

※くわしくは千葉県看護協会（☎043-
245-1744）へ。

春の歴史講演会
　板碑の奥深さを

日時＝5月21日㈯ 午後2時45分から
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝「板碑」について
講師＝斉木勝さん（銚子市文化財審議会
委員）

※参加費は無料です。参加を希望する人
は当日直接会場へ。くわしくは生涯
学習課文化振興室（☎20-1534）へ。

戦没者追悼式
　国際文化会館で

日時＝5月14日㈯ 午前10時～正午（受け
付けは午前9時から）

会場＝国際文化会館大ホール
※遺族以外の人も参加できますので、参
加を希望する人は当日直接会場へ。く
わしくは社会福祉課（☎20-1536）へ。

米村でんじろうサイエンスショー
　楽しい実験がいっぱい

日時＝7月24日㈰ ①午後1時30分開演②
午後4時30分開演（開場は各30分前）
会場＝国際文化会館大ホール
内容＝テレビでおなじみの米村でんじろ
うさんによる科学の不思議体験

入場料＝全席1,800円（2歳以下保護者膝
上鑑賞無料・全席指定）

前売り券販売所＝国際文化会館、ヨネ
ダカメラ本店、ボンベルタ成田店4階
サービスカウンター、イオンモール
成田2階インフォメーション、信水舎
書店公津の杜店

※くわしくは国際文化会館（☎23-133  
1、月曜日・祝日の翌日は休館）へ。

MESSAGEBOARD

映画会
視聴覚サービスセンター・☎ 27-2533
◇5月7日㈯・8日㈰＝「怪盗グルーの月泥棒」

　2009年・アメリカ・アニメ・吹替

◇5月14日㈯＝「ゲゲゲの女房」

　2010年・日本

◇5月15日㈰＝「カッパの三平」

　1993年・日本・アニメ

◇5月22日㈰＝「父ありき」

　1942年・日本

※ 定員に達した場合、入場をお断りすること

があります。

◆ 入場は無料・上映は午後2時から、会場は市
立図書館2階視聴覚ホール

フリーマーケットを利用しよう
　不用品を捨て
てしまわずに、
必要とする人に
安く販売するフ

リーマーケットは、ごみの減量と資
源の再利用に役立ちます。

ワンポイントエコアドバイス

※ 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（☎20-1521）へ。

測定局 WECPNL 測定局 WECPNL 測定局 WECPNL
竜台 64.8 荒海 73.3 野毛平 72.6 
北羽鳥 68.1 幡谷 66.8 大室 65.8 
北羽鳥
北部 66.5 成毛 66.4 大室（NAA) 66.5 

長沼 68.4 飯岡 71.8 堀之内 70.6 
磯部 69.7 大生 71.7 馬場 68.0 
水掛 67.0 土室（県） 78.2 新田（NAA) 67.8 
新川 67.6 土室（NAA) 64.6 新田 68.7 
猿山 56.5 芦田 74.4 遠山小 72.4 
滑川 65.6 荒海橋本 73.1 本三里塚 73.8 

西大須賀 70.6 野毛平工業団地 71.7 御料牧場記念館 69.8 

四谷 68.8 赤荻 71.2 三里塚小 73.9 
高倉 73.9 下金山 65.3 本城 70.9 

内宿 62.8 押畑 63.1 南三里塚 73.3 

平成23年3月分

航空機騒音測定結果

移動図書館巡回日程

利用日時 駐車場所

6日㈮
20日㈮

14:10～14:20 長田共同利用施設
14:40～15:00 土屋公園
15:20～15:40 さぎ山第一街区公園（宗吾台）
15:50～16:20 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（☎27-4646）へ。
今 月の図書館休館日＝2日㈪、9日㈪、16日㈪、
23日㈪、30日㈪、31日㈫（館内整理日）

※ 3日（火・祝） ・4日（水・祝） ・5日（木・祝）は本
館のみ開館します（午前9時30分～午後5時）。

　図書館本館は火～金曜日は午後7時（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。照明などの節電を行っ
ていますので、ご協力をお願いします。
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M E S S A G E B O A R D

伝 言 板

募集

図書館のおはなし会
　えほんとあそぼう

0・1歳のおはなし会
日時＝5月13日㈮ 午前11時～11時30分
会場＝市立図書館1階おはなし室
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＝ハンカチ
申込方法＝午前9時30分～午後7時（土・
日曜日は午後5時）に同館（☎27-464 
6）へ

土曜日のおはなし会
日時＝毎週土曜日 午後2時～2時30分
会場＝市立図書館1階おはなし室
内容＝絵本の読み聞かせ（第3土曜日は
昔話などの語り）

対象＝4歳～小学生（第3土曜日は5歳～
小学生）

※参加費は無料です。「土曜日のおはなし
会」への参加を希望する人は当日直接
会場へ。くわしくは同館へ。

16ミリ映写機操作技術講習会　スキルアップにぜひ

日時＝5月21日㈯ 午前10時～午後4時
会場＝市立図書館2階視聴覚製作室
定員＝15人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは、5月6日㈮～13日㈮に視聴
覚サービスセンター（☎27-2533）へ。

トレーニング講習会
　美しい体を手に入れるために

内容と日時・対象
○レディース・トレーニング・DAY…5
月23日㈪ 午前9時30分～11時30分・
16歳以上の女性

○シルバー・トレーニング・DAY…5月
23日㈪ 午後2時～4時・高齢者

会場＝市体育館
定員＝各20人（先着順）
参加費＝市内在住の人360円（学生は
300円）、市外在住の人470円（学生は
380円）

※申し込みは市体育館（☎26-7251）へ。

グランドゴルフ教室
　いい汗かいて健康に

日時＝5月27日、6月3日・10日・17日・
24日の金曜日（全5回） 午前9時～11
時30分

会場＝中郷公民館、中郷運動施設（旧中
郷小学校）

対象と定員＝成人・30人（先着順）
参加費＝500円（スコアカード代など）
※申し込みは午前9時～午後5時に中郷
公民館（☎22-4614、月曜日・祝日は
休館）へ。

写真展の作品
　成田の地域遺産をテーマに

　子どもたちに成田の文化・自然・遺産
を伝えるための写真を募集します。
対象＝市内在住・在勤の人
写真のテーマ＝成田の地域遺産（100年
後の子どもたちに伝えたい文化や自
然環境、景観など）

規格＝ワイド四つ切りでカラープリント
（家庭用プリンターで印刷する場合は
A4判）

応募方法＝6月30日㈭までに、各公民
館にある応募用紙に必要事項を書き、
写真の裏面に貼って成田ユネスコ協
会事務局（生涯学習課・市役所5階）へ

※くわしくは同事務局（☎20-1583）へ。

スタートアップ・フォーラム
　国際空港都市「NARITA」×成田ブランド

日時＝5月15日㈰ 午後3時～6時30分
（開場は午後2時30分）
会場＝国際文化会館大ホール
内容＝成田の強みを明らかにし、ブラン
ド構築に向けた取り組みの必要性を
考えるパネルディスカッションの開
催のほかに、沖縄国際映画祭の地域
発信型映画、成田が舞台で陣内智則
さん主演のご当地映画「ソラからジェ
シカ」を上映する

参加費＝無料
申込方法＝5月11日㈬までに、電話・
FAX・Eメールで代表者の住所・氏名・
電話番号と参加人数を企画政策課（☎
20-1500 FAX24-1006 Eメールkikaku 
@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。 

お知らせ

印旛沼環境基金
　助成金を交付します

対象＝印旛沼の環境保全のために活動し
ている団体など
活動実施時期＝4月1日～3月31日
助成金額＝1団体20万円（小中学校・高
校10万円）
応募方法＝6月10日㈮までに同基金の
ホームページ（http://www.i-kouiki.
com/imbanuma.htm）または同基金
事務所窓口にある申請書類に必要事
項を書いて、直接または郵送で同基
金（〒285-8533 佐倉市宮小路町12番
地）へ

※くわしくは同基金（☎043-485-0397）
へ。

5 月の交通規制
　成田山表参道

　5月中の日曜日、祝日と成田山平和大
塔まつり奉納総踊りが行われる7日㈯
は、表参道周辺で交通規制が行われます。
ご協力をお願いします。
区間と時間
○JR成田駅～薬師堂…午前11時～午後2
時

○薬師堂～鍋店角…午前11時～午後4時
※当日は定期路線バスを含めて車両通行
止めとなります。くわしくは成田市観
光協会（☎22-2102）へ。

成田スマートインターチェンジ
　通行料金の割引を継続

　成田空港方面へ向かう国道295号や空
港周辺道路の混雑緩和などを目的に設置
された「成田スマートインターチェンジ」
は、通行料金の割引を実施しています。
利用時間＝午前6時～10時
対象車種＝ETC搭載の全車種
割引料金＝軽自動車等・普通車・中型車
100円、大型車150円、特大車300円
割引期間＝3月31日まで
※くわしくは成田スマートインターチェ
ンジ地区協議会事務局（県道路計画
課・☎043-223-3120）へ。
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バウンドテニス体験教室
　生涯スポーツとして

日時＝5月19日㈭・26日㈭ 午後1時30分
～4時（受け付けは午後1時15分から）
会場＝市体育館
参加費＝1日100円（保険料）
※申し込みは5月18日㈬までに市レクリ
エーション協会事務局（生涯スポーツ
課・☎20-1584）へ。

食品衛生法定講習会と検便
　責任者になるために

期日と会場（対象支部）
○5月17日㈫…三里塚コミュニティセン
ター（成田東部支部）

○6月7日㈬…国際文化会館（成田支部）
○6月14日㈫…成田市東商工会下総支所
（下総支部）
○6月17日㈮ …保健福祉館大栄分室（大
栄支部）（講習会のみ。検便と水質検査
の受け付けは6月20日㈪ 午前9時30
分～10時30分）

時間＝午後1時～3時50分
参加費＝講習会1,000円、検便1人700円、
水質検査6,000円（組合員以外は講習
会3,000円、検便1人1,360円、水質検
査7,000円）
持ち物＝食品衛生自主管理記録簿・筆記
用具

※申し込みを希望する人は当日直接会場
へ。受講修了者には受講済票を交付
しますので、必ず店舗などに掲示し
てください。くわしくは印旛健康福
祉センター管内食品衛生協会成田支
部（☎22-0427）へ。

バラの育て方教室
　家庭でできる

日時＝5月14日、8月27日、2月18日の土
曜日（全3回） 午前10時～11時30分
会場＝公津の杜公園
内容＝家庭でできるバラの育て方
対象と定員＝全回参加できる人・10人
（先着順）
参加費＝3,000円（材料費・傷害保険代
など）

持ち物＝剪
せん

定
てい

ばさみ、軍手、筆記用具
※くわしくは市開発協会（市体育館内・
☎26-7251）へ。

骨盤体操
　ゆがみをチェック

日時＝5月12日㈭・19日㈭・26日㈭・
27日㈮（全4回）午前10時45分～11時
45分（27日は午後3時30分～4時30分）
会場＝市体育館
対象と定員＝成人・30人（先着順）
参加費＝市内在住の人250円（学生190
円）、市外在住の人360円（学生270円）
持ち物＝ヨガマット・バスタオル・飲み
物

※申し込みは市体育館（☎26-7251）へ。

ピラティス教室
　心と体を美しく

日時＝5月10日・17日・24日の火曜日（全
3回） 午前10時45分～11時45分（17日
は午後3時30分～4時30分）
会場＝市体育館
対象と定員＝成人・30人（先着順）
参加費＝市内在住の人250円（学生190
円）、市外在住の人360円（学生270円）
持ち物＝バスタオル・スポーツタオル・
腰ひも・飲み物

※申し込みは市体育館（☎26-7251）へ。

健康増進フィットネス体操
　リズムに合わせてエアロビクス

日時＝5月12日・19日・26日の木曜日（全
3回） 午後1時30分～3時
会場＝市体育館
対象と定員＝成人・20人（先着順）
参加費＝市内在住の人250円、市外在住
の人360円

持ち物＝バスタオル・飲み物・上履き
※申し込みは市体育館（☎26-7251）へ。

陸・海・空の自衛官
　随時受け付けています

自衛官候補生（男子）
応募資格＝18歳以上27歳未満の人
待遇＝訓練などの教育を経て3カ月後
に2等陸・海・空士に任用、陸上（技
術系を除く）は1年9カ月、陸上（技術
系）・海上・航空は2年9カ月を1任期
として任用（以降2年を1任期）
試験日＝受け付けの際に決定
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎
22-6275）へ。

ウォークラリー大会
　新緑の中を歩こう

　チームのみんなで協力して、ゴールを
目指しましょう
日時＝5月28日㈯ 午前9時15分から
集合場所＝公津の杜小学校
コース＝公津地区
対象＝5人以内で編成された小学生以上
のチーム
参加費（1人当たり）＝小中学生300円、
高校生以上500円
※申し込みは5月18日㈬までに市レクリ
エーション協会事務局（生涯スポーツ
課・☎20-1584）へ。

憲法週間記念行事
　裁判所をもっと身近に

　千葉地方裁判所・千葉家庭裁判所で
は、憲法週間に次の記念行事を実施しま
す。ぜひ参加してください。
講演会
日時＝5月25日㈬ 午後1時30分から
会場＝千葉家庭裁判所（千葉市）
テーマ＝「来て、見て、話そう千葉家裁」
～離婚が子どもに与える影響～
定員＝60人（先着順）
申込方法＝千葉家庭裁判所総務課（☎
043-222-0165、内線6120）へ
裁判員裁判法廷見学ツアー
日時＝5月27日㈮ 午前10時から（午前の
部）、午後1時30分から（午後の部）

会場＝千葉地方裁判所（千葉市）
内容＝法廷内見学、説明会、質問コーナー
など
定員＝60人（先着順）
申込方法＝千葉地方裁判所総務課（☎
043-222-0165、内線5114）へ
※くわしくは裁判所ホームページ（http: 
//www.courts.go.jp/chiba）または各
申込先へ。

MESSAGEBOARD

5月8日・22日
午前8時30分～午後5時15分

開庁日日曜

市民課、保険年金課、市民税課、資
産税課、納税課、子育て支援課の一
部の業務を行っています
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募集

植木剪定教室
　手入れのノウハウを学ぼう

日時＝6月4日・11日の土曜日（全2回） 午
前10時～午後3時
会場＝遠山公民館
内容＝道具の使い方や植木の剪

せん

定
てい

方法を
学ぶ

対象＝成人
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝5月16日㈪（当日消印有効）まで
に、はがきに教室名・住所・氏名・電
話番号を書いて、遠山公民館（〒286-
0122 大清水48-7）へ
※昼食を各自で持ってきてください。く
わしくは同館（☎35-0600、月曜日・
祝日は休館）へ。

ヨーガ教室
　リラックスしながら正しい姿勢を

日時＝6月3日・10日・17日・24日の金
曜日（全4回） 午前10時～正午

会場＝豊住公民館
対象＝成人
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装・バスタオ
ル・飲み物

※申し込みは午前9時～午後5時に豊住
公民館（☎37-1003、月曜日・祝日は
休館）へ。

梅料理講習会と健康教室
　生活スタイルを見直そう

日時＝6月8日㈬ 午後1時30分～3時30分
会場＝保健福祉館下総分館
内容＝梅を使った料理の講習会と健康教
室

定員＝25人（初めて参加する人を優先に
先着順）

参加費＝500円（材料費）
持ち物＝三角巾・エプロン・布巾
※申し込みは6月3日㈮までに下総ふれ
あい事業実行委員会（成田市東商工
会・☎73-2205）へ。

環境審議会委員
　より良い環境を目指して

応募資格＝市内在住で7月1日現在満20
歳以上75歳未満の人（ほかの審議会な
どの委員になっている人・議員・市
の常勤職員は除く）

活動内容＝環境の保全や廃棄物の減量、
資源化などに関する事項の審議（諮問
する事項がある場合に実施）

定員＝5人
任期＝7月1日から2年間
応募方法＝5月31日㈫（当日消印有効）
までに、環境の保全や廃棄物の減量、
資源化などに関する作文（800字程度）
と履歴書を直接または郵送で環境計
画課（市役所4階、〒286-8585 花崎
町760）へ

※くわしくは同課（☎20-1533）へ。

調理師試験
　願書を配布しています

期日＝7月20日㈬
会場＝幕張メッセ（千葉市）
願書配布場所＝印旛健康福祉センター地
域保健福祉課（佐倉市）、印旛健康福
祉センター成田支所

願書受付日時＝5月17日㈫～19日㈭ 午
前10時～午後4時

願書受付場所＝印旛健康福祉センター2
階多目的室（佐倉市）

※くわしくは同センター地域保健福祉課
（☎043-483-1134）へ。

海洋体験セミナー
　自然に親しもう

期日＝7月25日㈪～29日㈮（4泊5日）
場所＝沖縄県
内容＝沖縄での共同生活を通じて、海洋
環境への理解を深める

対象＝小学5年～中学3年生
定員＝2人（応募者多数は5月16日㈪午後
7時に抽選会を実施）

参加費＝34,500円（自宅～羽田空港の交
通費などは実費）

申込方法＝5月13日㈮までに生涯スポー
ツ課（市役所5階）にある申込書類に必
要事項を書いて同課へ

※くわしくは生涯スポーツ課（☎20-15 
84）へ。

ヨガ教室
　呼吸を整えて気分転換

日時＝5月6日㈮・12日㈭・19日㈭・20
日㈮・26日㈭（全5回）午前9時20分～
10時30分（6日・20日は午後3時30分
～4時40分）
会場＝市体育館
内容＝体のゆがみを改善し、脂肪を燃焼
させる
対象＝成人
定員＝30人（先着順）
参加費＝市内250円（学生190円）、市外
360円（学生270円）
持ち物＝ヨガマット・バスタオル・汗ふ
きタオル・飲み物
※申し込みは市体育館（☎26-7251）へ。

梅の収穫祭
　持ち帰りもできる

日時＝6月10日㈮ 午後3時から（荒天中
止）
会場＝梅の里（下総中学校脇）
定員＝20人（先着順）
参加費＝500円（収穫代）
※梅の持ち帰りは、主催者が用意した袋
までです。申し込みは、下総ふれあ
い事業実行委員会（成田市東商工会・
☎73-2205）へ。

普通救命講習会
　心肺蘇生法を学ぼう

日時＝6月26日㈰ 午前9時15分～午後0
時15分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝心肺蘇

そ

生
せい

法、AED（自動体外式除
細動器）の操作方法などを学ぶ
定員＝40人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
※申し込みは5月31日㈫までに消防本部
警防課（☎20-1592）へ。

M E S S A G E B O A R D

伝 言 板

丁寧にやり方を教えます

21 広報なりた 2011.5.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です
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