
浄水器設置費補助金
　飲料用井戸水に

　市では、飲料用として使用している井
戸水から下表の対象物質が基準値を超え
て検出された場合、これらを除去するた
めの浄水器を設置する世帯に補助金を交
付しています。

　補助金額は15万円を限度に、浄水器
の購入・設置費の2分の1です。交付を
受けるには、浄水器の購入・設置前に、
申請書の提出などの手続きと、その審査
が必要になります。対象物質を除去でき
る浄水器は、逆浸透膜方式などです。
　上水道が整備されている地区の人は、
補助金の交付は受けられませんので注意
してください。
※くわしくは環境対策課（☎20-1532）へ。

催し物

小椋佳歌談の会
　ソング＆トークショー

日時＝3月3日㈯ 午後6時開演（開場は午
後5時30分）

会場＝国際文化会館大ホール
入場料（全席指定）
＝S席5,000円、
A席4,500円（未
就学児の入場は
不可）

前売り券販売開始
日＝12月3日㈯

前売り券販売場所＝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、新星堂
成田ユアエルム店

※くわしくは国際文化会館（☎23-133 
1、月曜日・祝日の翌日・12月29日
㈭～1月3日㈫は休館）へ。

国際交流コンサート
　ベートーヴェンの名曲も

日時＝12月23日（金・祝） 午後2時開演
（開場は午後1時30分）
会場＝国際文化会館大ホール
内容＝グノー：聖チェチーリア荘厳ミ
サ、ショスタコーヴィチ：交響曲第5
番「革命」、ベートーヴェン：交響曲
第9番第4楽章

出演
○指揮…河地良智さん
○ソリスト…高原亜希子さん、小倉牧子
さん、吉澤壮一さん、若林浩さん

○管弦楽…成田高校音楽部
○合唱…成田楽友協会合唱団、日本航空
合唱団

入場料（全席自由）＝一般1,500円、高校
生以下500円（当日券は各500円増）

前売り券販売所＝国際文化会館、成田楽
友協会事務局（イマナカ楽器）、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

※くわしくは国際文化会館（☎23-1331、
月曜日・祝日の翌日は休館）へ。

水辺の風景画コンクール作品展
　小中学生の力作が

日時＝12月7日㈬～11日㈰ 午前10時～
午後5時（入館は午後4時30分まで。最
終日の展示は午後3時まで）
会場＝佐倉市立美術館
入場料＝無料
※くわしくは印旛沼環境基金（☎043-
485-0397）へ。

クリスマス・フェスティバル
　人気歌手のあの人も

日時＝12月10日㈯ 午前11時～午後7時
会場＝成田空港第2旅客ターミナルビル
前中央広場

内容＝相川七瀬さんによるライブ、大抽
選会、空港周辺の地元団体や空港内
テナントによる出店、6メートルの大
ツリー点灯式など

※空港への入場には身分を証明するも
のが必要です。くわしくはクリスマ
ス・フェスティバル実行委員会事務局
（NAA地域共生部・☎34-5858）へ。

MESSAGEBOARD

対象物質 基準値

硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 10mg/ℓ以下

ヒ素 0.01mg/ℓ以下

トリクロロエチレン 0.03mg/ℓ以下

テトラクロロエチレン 0.01mg/ℓ以下

映画会
視聴覚サービスセンター・☎ 27-2533
◇12月3日㈯＝「34丁目の奇跡」
　1947年・アメリカ・吹替
◇ 12月4日㈰＝「ジャックフロスト/パパは雪だるま」
　1998年・アメリカ・吹替
◇12月11日㈰＝「最後の忠臣蔵」
　2010年・日本
◇ 12月22日㈭＝「ミッキーのがんばれサーカ
スほか7作品」

　1936年・アメリカ・アニメ・吹替
◇ 12月24日㈯＝「ナルニア国物語/第3章アス
ラン王と魔法の島」

　2010年・アメリカ/イギリス・吹替
◆ 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

※ 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 63.8 荒海 73.7 野毛平 72.8 
北羽鳥 68.7 幡谷 66.6 大室 65.9 
北羽鳥
北部 66.5 成毛 66.4 大室（NAA) 67.3 

長沼 68.3 飯岡 71.7 堀之内 70.1 
磯部 69.0 大生 71.5 馬場 67.9 
水掛 66.3 土室（県） 79.2 新田（NAA) 66.8 
新川 67.4 土室（NAA) 65.0 新田 67.3 
猿山 57.2 芦田 74.7 遠山小 71.6 
滑川 65.8 荒海橋本 73.3 本三里塚 73.5 

西大須賀 71.2 野毛平工業団地 71.3 御料牧場記念館 69.4 

四谷 69.0 赤荻 71.5 三里塚小 74.2 
高倉 74.6 下金山 64.8 本城 70.7 

内宿 62.8 押畑 62.1 南三里塚 72.8 

平成23年10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

9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＝5日㈪、12日㈪、19日㈪、
26日㈪、27日㈫ （館内整理日）、29日㈭～

31日㈯（年末休館）

※ 23日（金・祝）は本館のみ開館します（午前

9時30分～午後5時）。28日㈬は全館午後5

時までの開館となります。

　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。
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伝 言 板

募集

わたしの一番の風景フォトコンテスト
　自慢の作品を

　わたしの一番の風景フォトコンテスト
が開催されます。入賞作品は成田空港・
成田空港周辺地域のPRや観光マップ作
りなどに活用されます。
応募作品＝四季折々の成田空港、成田空
港周辺地域の自然・風景（産業風景を
含む）・イベントなど、各地域の自慢
のもの（写真の撮影時期は問わない）

部門＝「一般カメラ部門」、「携帯カメラ部
門」

テーマ＝「空港」、「ふるさと」、「ふるさと
と飛行機」

応募期限＝1月16日㈪（当日消印有効）
※くわしくは成田空港地域共生・共栄会
議ホームページ（http://www.narita-
kyousei.gr.jp/）または同事務局（☎32-
2035）へ。

県動物愛護センター
　飼い主を求めます

　県動物愛護センターでは、保護してい
る子犬・子猫などを譲渡する「譲渡会」、
既に飼われている犬・猫の新しい飼い主
を探す「飼い主探しの会」を次の通り開催
します。飼い主になりたい人は「愛犬・ね
こ教室」の受講が必要です。
期日＝12月11日㈰
時間
○譲渡会…午前9時30分～11時30分
○飼い主探しの会…午後1時～3時
会場＝県動物愛護センター（富里市）
対象＝県内に在住する成人
参加費＝500円（飼い主になりたい人の
み。テキスト代）

持ち物＝印鑑・ケージ・リードなど
※申し込みは12月9日㈮までに同セン
ター（☎93-5711）へ。

消費者講座
　暮らしに役立つ

日時＝12月20日㈫ 午後1時30分～3時
30分

会場＝市役所6階中会議室
テーマ＝放射線の人体への影響について
～放射線の基礎的理解のために～
講師＝野村貴美さん（東京大学大学院工
学系研究科特任准教授）

定員と参加費＝40人（先着順）・無料
※申し込みは商工課（☎20-1622）へ。

ボランティア
　子どもの活動を支援

　市では、放課後や週末などに小学校の
空き教室や地区会館で、子どもたちと一
緒に遊んだり、活動を見守ったりする「放
課後子ども教室」や「成田わくわくひろ
ば」のボランティアを募集しています。
対象＝18歳以上の学生・若者（高校生は
除く）

※くわしくは生涯学習課（☎20-1583）へ。

非常勤職員
　保育課で

応募資格＝現在職についていない市民
で、一般的なパソコン操作ができる
人（学生は除く）

募集人員＝2人
業務内容＝事務補助（書類の整理、デー
タ入力など）

勤務期間＝1月4日㈬～3月30日㈮（土・
日曜日、祝日を除く）

勤務日数＝月11日以内
勤務時間＝午前9時～午後5時
時給＝840円
勤務場所＝保育課（市役所2階）
応募方法＝12月9日㈮午後5時までに、
写真を貼った履歴書を持って保育課へ
※12月15日㈭から面接を行います。く
わしくは同課（☎20-1607）へ。

農業大使講演会
　永島敏行さんによる

日時＝1月22日㈰ 午後0時30分～3時30
分
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝食について考える～地域が支え
る農業～
対象＝市内在住の人
定員＝150人（応募者多数は抽選）
申込方法＝12月15日㈭（必着）までに、は
がきかFAXで住所・氏名（フリガナ）・電
話番号・講演会名を農政課（〒286-
8585 花崎町760 FAX 24-2185）へ
※くわしくは農政課（☎20-1542）へ。

お知らせ

市契約の臨海宿泊施設
　料金の一部を助成します

契約施設＝休暇村館山（☎0470-29-021
　1）、蓮沼ガーデンハウスマリーノ（☎047
　5-86-2511）、のさか望洋荘（☎0479-
67-3511）、鵜原民宿組合（☎0470-76
　-0436）、岩井民宿組合（☎0470-57-
2088）
対象＝市に住民記録または外国人登録を
している人
助成額＝小学生2,000円、中学生以上
2,500円（年度ごとに一人1回まで）

利用方法＝宿泊施設に予約した後、印鑑
を持って生涯スポーツ課（市役所5階）
へ申請して利用券を受け取り、宿泊施
設へ提出。宿泊料金から助成金額が差
し引かれます
※くわしくは同課（☎20-1584）へ。

税務申告説明会
　災害で資産に損害を受けた人に

　災害で資産に損害を受けた人を対象に
次の通り、所得税確定申告、市民税・県
民税申告の説明会を開催します。
　災害により、生活に必要な住宅などに
被害を受けた場合、申告をすることによ
り、税が軽減になる場合があります。
日時＝12月13日㈫ 午後2時～4時
会場＝中央公民館
※くわしくは市民税課（☎20-1513）へ。

成田市ホームページで
「広報なりた（PDF版）」が閲覧できます

ホームページアドレスは
http://www.city.narita.chiba.jpです。

マット運動に挑戦

31 広報なりた 2011.12.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です



フラワーデザイン教室
　花のある生活を

日時＝1月18日㈬・2月1日㈬・15日㈬・
29日㈬・3月14日㈬（全5回） 午前10
時～正午

会場＝公津公民館
内容＝行事や季節の花などを取り入れた
フラワーデザインの基礎を学ぶ

対象＝18歳以上（高校生は除く）で全回
参加できる人

定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝8,000円（教材費）
申込方法＝1月4日㈬（必着）までに、は
がきに住所・氏名・電話番号・講座
名を書いて公津公民館（〒286-0004 
宗吾1-839-1）へ

※くわしくは同館（☎26-9610、月曜日・
祝日・12月29日㈭～1月3日㈫は休館）
へ。

非常勤職員
　市民税課で

応募資格＝心身ともに健康で、初歩的な
パソコン操作ができる人

募集人員＝15人程度
業務内容＝事務補助（書類の整理、デー
タ入力など）

勤務期間＝1月中旬～6月中旬（土・日曜
日、祝日を除く）

勤務日＝週2日または3日
勤務時間＝午前9時～午後5時
時給＝840円
応募方法＝12月5日㈪～12日㈪（土・日
曜日を除く）に、写真を貼った履歴書
を持って市民税課（市役所2階）へ
※当日面接を行います。くわしくは同課
（☎20-1513）へ。

おとなのためのおはなし会
　物語の世界で楽しいひとときを

日時＝12月8日㈭ 午前10時30分～正午
会場＝市立図書館2階集会室
内容＝「元気な仕立て屋」、「五つのだん
ご」など

対象＝16歳以上の人
定員と参加費＝60人（先着順）・無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。
くわしくは市立図書館（☎27-4646）
へ。

明るい選挙啓発書き初め展
　力作をお寄せください

課題
○小学1年生…「たつ」
○小学2年生…「みらい」
○小学3年生…「はるかぜ」
○小学4年生…「わかい力」
○小学5年生…「正しい心」
○小学6年生…「私の一票」
○中学1年生…「満開の春」
○中学2年生…「投票参加」
○中学3年生…「日本の未来」
応募方法＝書き初め用紙（縦83cm×横
21cm）に、課題と氏名（小学1・2年生
は名前だけでも可）を書き、作品の左
下に名札（学校名・学年・氏名を記入）
を貼り、学校ごとにまとめて1月12日
㈭までに選挙管理委員会事務局（市役
所4階）へ
※くわしくは同事務局（☎22-1111 内線 
3152）へ。

ビデオ編集講習会（初級編）
　始めてみよう

日時＝12月15日㈭ 午前10時～午後3時
会場＝市立図書館2階製作室
内容＝ビデオ編集についての講義と実践
対象＝市内在住の人
定員と参加費＝10人（先着順）・無料
持ち物＝ビデオカメラ（持っている人）・
昼食

※申し込みは午前9時30分～午後5時
に視聴覚サービスセンター（☎27-25 
33、月曜日・祝日は休館）へ。

旭中央病院附属看護専門学校
　平成24年度の看護学生

受験資格＝高卒（見込みを含む）またはそ
れと同等以上の資格がある人

試験日
○1次募集…1月20日㈮・21日㈯
○2次募集…3月2日㈮・3日㈯
試験科目＝国語（国語総合・現代文）、数
学Ⅰ、英語Ⅰ、面接
受付日（必着）
○1次募集…1月5日㈭～13日㈮
○2次募集…1月31日㈫～2月24日㈮
※くわしくは旭中央病院附属看護専門学
校（☎0479-63-8111）へ。

非常勤職員
　水道部工務課で

応募資格＝心身ともに健康な人
募集人員＝1人
業務内容＝事務補助（書類整理、データ
入力など）
勤務期間＝1月中旬～3月30日㈮
勤務日＝週2日または3日
勤務時間＝午前8時30分～午後5時
時給＝840円
勤務場所＝水道部工務課（山口293-1）
応募方法＝12月9日㈮までに、写真を
貼った履歴書を持って水道部工務課へ
※くわしくは同課（☎22-0269）へ。

浄化槽シンポジウム
　快適に暮らせる水環境を

日時＝12月10日㈯ 午後1時～4時
会場＝八街市中央公民館
内容＝浄化槽の仕組み、管理・清掃方法
の説明
定員＝100人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは成田市個人下水道管理協会
（☎22-6431）へ。

お餅つきをしよう
　元気にペッタンコ

日時＝12月11日㈰ 午前10時30分～正
午
会場＝子ども館
対象＝高校生以下（小学生未満は保護者
同伴で、小学生以上の兄弟と一緒の
場合のみ参加できます）
持ち物＝おわん・箸
参加費＝高校生以下300円、大人500円
（材料費）
※申し込みは子ども館（☎20-6300、月
曜日・第3日曜日は休館）へ。

MESSAGEBOARD

みんなで協力してお餅つき
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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＝12月16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）に市立図書館（☎27-
4646）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。くわしくは市立図書館（☎
27-4646）へ。

リサイクル製品の販売
　人気の自転車など

日時＝12月8日㈭～11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
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
で有料で運送）

価格＝5,000円以内
申込方法＝リサイクルプラザの所定の用
紙を提出（本人、同居の家族のみ可）。
申し込み多数の場合は抽選を行い、当
選者にはがきで通知（電話での申し込
みはできません）

抽選日＝12月13日㈫
※申し込みのなかった品物は抽選日の午
後1時から即売します。家庭で不用に
なった家具類（未使用に近い物）で利用
できるものがあったら、連絡してくだ
さい。くわしくはリサイクルプラザ（☎
36-1000、月曜日・祝日は休館）へ。

消防団員
　地域の防災リーダーに

　消防団員は、仕事を持ちながら「わが
まちを災害から守る」という使命感のも
と、地域の防災リーダーとして幅広い活
動を行っています。
入団資格＝市内在住の18歳以上45歳未
満で心身ともに健康な人

業務内容
○災害活動…火災の消火作業、消防隊の
消火作業の支援、火災鎮火後の警戒、
風水害の警戒・防御、震災時の消火
活動・人命救助・避難誘導、崖崩れ・
地滑りなどの警戒・人命救助など

○災害以外の活動…火災予防啓発や地域
住民に対しての防火思想の普及、火災
の多発する時期や、定期的な警戒活動
の実施、機械器具の点検整備など
※くわしくは消防本部総務課（☎20-15 
90）へ。

国民大集会in千葉
　拉致被害者の一日も早い救出を

日時＝1月28日㈯ 午後1時～3時35分
会場＝三井ガーデンホテル千葉（千葉市）
内容＝横田滋さん（拉致被害者家族）によ
る報告、映画「めぐみ－引き裂かれた
家族の30年」の上映など

定員＝600人（応募者多数は抽選。当選
者には参加票を送ります）

参加費＝無料
申込方法＝12月28日㈬（必着）までに、
はがき・FAX・Eメールのいずれかで
代表者住所・氏名・電話番号、参加
希望者全員の氏名を書いて県政策企
画課（〒260-8667 千葉市中央区市場
町1-1 FAX043-225-4467 Eメール
seisui02@mz.pref.chiba.lg.jp）へ

※くわしくは同課（☎043-223-2203）へ。

児童ホーム（学童保育所）
　入所申請書を配布

　4月1日から市内の児童ホームに新規
入所を希望する児童を対象に、入所申請
書類を配布しています。
対象＝市内在住で小学校に通っていて、
保護者が昼間いない家庭の児童
開設期間＝祝日・年末年始を除く月～土
曜日
配布書類＝入所案内、入所申請書、就労
証明書など
配布場所＝保育課（市役所2階）、下総・
大栄支所市民福祉課、各児童ホーム、
保育課ホームページ（http://www.city.
narita.chiba.jp/sisei/download/hoi 
ku0003.html）
受付期間と場所＝2月1日㈬～3日㈮・市
役所2階201会議室（2月13日㈪からは
保育課で随時受け付けします）
時間＝午前9時～午後5時
※申請時に必要な書類が全てそろってい
ないと受け付けできません。受付期
間が短いので、余裕を持って準備し
てください。定員を超えた児童ホー
ムは、待機となります。くわしくは
保育課（☎20-1607）へ。

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

伝 言 板

児童ホーム名 場所 電話番号
中台 中台1-4（中台小校内） 27-1907

三里塚 本三里塚153-1
（三里塚小校庭） 35-0857

玉造 玉造3-4 （玉造小校庭） 29-3550
平成 江弁須617-2（平成小校庭）27-1212
新山 加良部4-23 （新山小校内）26-7500
成田 幸町948-1 （成田小校内）24-2207
本城 本城178-1 （本城小校内）35-3399
加良部 加良部6-8（加良部小校庭） 28-7233
橋賀台 橋賀台3-4（橋賀台小校内）27-3303
吾妻 吾妻2-6 （吾妻小校庭） 26-2400

小御門 名古屋1128-1
（小御門保育園園庭） 96-2823

川上 多良貝245-308
（川上小隣接） 73-6415

公津の杜 公津の杜3-2
（公津の杜小校内） 27-3900

美郷台 美郷台2-19-1（美郷台小校内）23-4888

久住 久住中央3-12-1
（久住小校庭） 36-2282

津富浦 津富浦1093（津富浦小校庭）73-5859
豊住 北羽鳥1975-3（旧豊住中校内）37-2610
神宮寺 玉造5-28（神宮寺小校庭）26-5115
向台 中台3-6（向台小校庭） 27-6651

成田市消防操法大会の様子
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