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成人式
開催日時が決定

日時＝1月7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9年4月2日〜10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。市外に住み出席を希望
する人は11月17日㈮までに生涯学習課

（☎20-1583）へ連絡してください。
※くわしくは同課へ。

無料相談会
不動産鑑定士による

日時＝10月23日㈪ 午前10時〜午後4時
会場＝市役所1階ロビー
内容＝不動産の価格・賃料・権利関係な

ど
※相談を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは千葉県不動産鑑定士協会
（☎043-222-5795）へ。

2018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28日㈫ 午後1時45分から
会場＝市役所6階大会議室
公売予定物件＝北部（田）ほか
入札参加に必要なもの＝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5日㈫ 午後2時30

分
※くわしくは納税課（☎20-1519 ホーム

ページhttp://www.city.narita.chib 
a.jp/kurashi/index0670.html）へ。

議会報告会
審議の内容説明や意見交換

期日と会場
◦11月4日㈯…①八生公民館②豊住ふ

れあい健康館
◦11月5日㈰…③中郷公民館④市役所

議会棟3階
時間＝①③午前10時〜正午②午後2時〜

4時④午後4時〜6時
内容＝定例会における審議の内容や過程

の説明、意見交換など
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

手話通訳や託児（未就学児）の利用を希
望する人は、10月31日㈫までに議会事
務局へ申し出てください。くわしくは同
事務局（☎20-1570）へ。

し催 物

伊能歌舞伎定期公演
市指定無形民俗文化財

日時＝11月12日㈰ 午前10時から
会場＝国際文化会館大ホール
演目＝佐
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入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは生涯学習課（☎20-1583）へ。

コンサートと落語会
骨髄バンクチャリティ

日時＝11月11日㈯ 午後2時10分〜4時
40分
会場＝スカイタウンホール
内容＝弦楽二重奏の演奏や落語。途中、

骨髄移植患者と提供者によるミニトー
ク
定員＝300人（先着順）
入場料＝大人2,500円・学生1,000円
申込方法＝FAXまたはEメールで住所・

氏名・電話番号・参加人数を千葉県骨
髄バンク推進連絡会（FAX043-497-
5083 Eメール8ns3um@bma.bigl 
obe.ne.jp）へ

※くわしくは同連絡会（☎043-497-508 
3）へ。

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。

今�月の図書館休館日＝2日㈪、10日㈫、16
日㈪、23日㈪、30日㈪、31日㈫（館内
整理日）

※ 9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のみ開館します

（午前9時30分〜午後5時）。

図書館

会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
◇10月8日㈰「ティンカー・ベルと月の石」
　2009年・アメリカ・アニメ・吹替
◇10月21日㈯＝「42 世界を変えた男」
　2013年・アメリカ・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

平成29年8月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 53.6 64.4
長沼 56.2 66.9
北羽鳥 56.3 67.5
北羽鳥
北部 55.2 65.0

新川 55.6 66.2
猿山 47.8 58.3
滑川 55.1 66.4
西大須賀 58.5 71.7
四谷 57.6 68.9
高倉 61.8 76.1
内宿 52.6 63.8
磯部 56.8 67.8
水掛 54.5 64.8
幡谷 55.4 65.6
成毛 54.9 66.4
荒海 61.2 73.0
飯岡 58.8 70.5
大生 59.3 70.9
土室（県） 64.7 79.7
土室（NAA） 54.7 66.6

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 61.7 73.3
大室 57.2 68.4
大室（NAA） 56.8 69.6
野毛平
工業団地 57.7 69.6

芦田 61.6 74.4
赤荻 58.4 70.3
野毛平 59.4 71.6
下金山 51.0 63.3
押畑 48.9 60.0
新田（NAA） 49.7 63.9
新田 53.4 67.4
堀之内 55.7 68.0
馬場 53.4 66.1
遠山小 57.4 70.6
本三里塚 57.9 72.3
三里塚小 60.1 73.5
御料牧場
記念館 54.5 68.0

本城 54.7 67.1
南三里塚 58.7 72.3

※�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
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軽スポーツ体験教室
どの世代でも楽しめる

会場と日時
◦大栄B&G海洋センター…10月21日

㈯、2月11日（日・ 祝）、3月25日 ㈰ 
午前9時30分〜正午

◦市体育館…11月15日㈬ 午後6時30
分〜9時
種目＝うなバレー・バドポン・ラージ

ボールテニスなど
※参加費は無料です。参加を希望する人

は当日直接会場へ。くわしくは市ス
ポーツ推進委員連絡協議会事務局（ス
ポーツ振興課・☎20-1584）へ。

お魚教室
市場の新鮮な食材で

日時＝10月11日㈬ 午前10時30分〜午
後1時
会場＝成田市場水産棟
内容＝魚介類の鮮度の見分け方とさばき

方を学ぶ
対象＝市内在住の人
定員＝30人（先着順）
参加費＝1,000円（材料費）
持ち物＝出刃包丁、まな板、エプロン、

三角巾
※申し込みは成田市場振興協議会（☎24-

1224）へ。

なりたの五つ星給食レストラン
小学校で提供されるメニューを

期日と会場
◦11月13日㈪…本城小学校学校給食共

同調理場
◦11月22日㈬…下総みどり学園
時間＝午前11時45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16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」と書いて学校給食セン
ター（〒286-0011 玉造1-14）へ

※くわしくは同センター（☎27-9449）へ。

エコ・マイバッグづくり教室
もったいないの心を大切に

日時＝10月14日㈯ 午後1時〜4時
会場＝加良部公民館
内容＝壊れて不用になった傘でいろいろ

な形のエコバッグを作る
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは成田市消費者友の会・岩﨑
さん（☎22-0843）へ。

秋の博物館めぐり
芸術と歴史に触れる

日時＝11月25日㈯ 午前8時30分〜午後
5時
見学先＝すみだ北斎美術館（東京都墨田

区）、葛飾区郷土と天文の博物館（東京
都葛飾区）
定員＝80人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,400円程度（入館料・保険料

など）
申込方法＝10月16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

※昼食は柴又帝釈天参道にて各自で取り
ます。くわしくは同課（☎20-1583）へ。

ハロウィンパーティー
お気に入りの仮装で

日時＝10月29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、ダンスチームのステージ
イベントなど
仮装コンテストの申込方法＝10月20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（FAX2 
6-0386 Eメールcommu_fes@yah 
oo.co.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-
0530 フェイスブックhttp://www.
facebook.com/Narita.Hallowee 
n/）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（金・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・御朱印台紙

代・七福神スタンプ代など）
※申し込みは10月27日㈮までに成田市

東商工会下総支所（☎96-2839）へ。

山野草実演教室
コケを使った盆栽寄せ植えに挑戦

日時＝10月16日㈪ 午前10時30分〜
11時30分
会場＝市体育館
内容＝コケと山野草の寄せ植えで自然の

景色を表現する
定員＝15人（先着順）
参加費＝1,500円（材料費・保険料含む）
持ち物＝軍手、作品を持ち帰る袋
※申し込みは10月2日㈪午前9時から市

体育館（☎26-7251）へ。

お知らせ

施設の休館・閉鎖
改修工事による

中央公民館
休館期間＝11月4日㈯・5日㈰
問い合わせ先＝中央公民館（☎27-5911、

第1月曜日・祝日は休館）
市民課赤坂分室
休館期間＝11月6日㈪
問い合わせ先＝市民課（☎20-1525）
中台運動公園陸上競技場
閉鎖期間＝11月20日㈪〜3月31日㈯
問い合わせ先＝スポーツ振興課（☎20-

1584）
市体育館アリーナ
閉鎖期間＝2月13日㈫〜6月30日㈯
問い合わせ先＝スポーツ振興課（☎20-

1584）
※くわしくは各問い合わせ先へ。

募 集
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介護事務講習会
あなたの就職を応援します

日時＝1月15日㈪〜2月27日㈫の月〜金
曜日（2月12日㈪を除く）（全30回） 午
前9時10分〜午後4時10分
会場＝成田国際福祉専門学校（郷部）
内容＝介護事務管理士に必要な知識を学

び、資格の取得を目指す
対象＝市に住民記録があり、現在求職中

で、介護事務管理士の資格を取得し、
就職・転職しようとする人
定員＝20人（先着順）
受講料＝5,724円（教材費。交通費・検

定代など自己負担あり）
申込方法＝12月8日㈮（必着）までに商工

課（市役所4階）または市ホームページ
（http://www.city.narita.chiba.jp/ 
kurashi/page0137_0001.html）に
ある申込書を直接または郵送で、同課

（〒286-8585 花崎町760）へ
※くわしくは同課へ。

市民ペタンク大会
初めての人も歓迎

日時＝11月4日㈯ 午前8時集合
会場＝タニペタンクコート（下方）
競技方法＝ダブルス（1人での参加も可）
参加費（1人当たり）＝500円（保険料・

景品代など）
持ち物＝運動靴、タオル、昼食、ボール
（貸し出しあり）

※初心者教室も開催されます。申し込み
は10月25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。

健康ウォーキング大会
秋の風を感じながら

日時＝11月5日㈰ 午前8時30分集合
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

㎞（宗吾霊堂・甚兵衛公園コース）
参加費＝200円（保険料。中学生以下は

無料）
持ち物＝筆記用具、タオル、昼食、飲み

物、雨具
※申し込みは10月27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。

世界の料理を楽しむ会
異国の食文化を体験しよう

日時＝10月22日㈰ 午前10時から
会場＝中央公民館
内容＝スリランカ出身の講師と一緒にカ

レーやタンドリーチキンなどを作る
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（☎23-32 

31）へ。

非常勤職員
共に働きませんか

保育課非常勤職員
応募資格＝一般的なパソコン操作（エク

セル・ワード）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、年末年始

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＝930円
応募方法＝10月13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
児童ホーム非常勤職員
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、年末年始

を除く）、午後1時30分〜7時の間の
シフト勤務（土曜日、学校休業日は午
前7時30分から）
勤務場所＝市内児童ホーム
時給＝教諭免許・保育士など資格あり 

1,200円、資格なし1,160円
応募方法＝10月25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。

バウンドテニスフェスタ
チームで戦う

日時＝11月11日㈯ 午前9時〜午後4時
会場＝市体育館
競技方法＝6人制団体戦（男性3人まで）
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上の人、バウンドテニス愛好者
参加費（1チーム当たり）＝6,000円（保

険料など）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、飲

み物、昼食
※申し込みは10月13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。

県動物愛護センター
ペットと幸せに暮らすために

会場＝県動物愛護センター（富里市）
参加費＝無料（犬のしつけ方教室実技講

座は犬同伴1匹につき3,000円）
犬のしつけ方教室（基礎講座）
日時＝10月5日㈭、11月2日㈭、12月7

日㈭ 午前9時30分〜正午
対象＝犬を飼いたい人
犬のしつけ方教室（実技講座）
日時＝10月5日㈭、11月11日㈯、12月

7日㈭ 午後0時30分〜3時
対象＝犬を飼っている人
飼い主さがしの会（犬・猫）
期日＝10月14日㈯、11月11日㈯、12

月2日㈯
時間
◦ペットを飼いたい人…午前9時〜10時
◦ペットを譲渡したい人…午前9時30分

〜11時
一般譲渡会
日時＝10月15日㈰・26日㈭、11月12

日㈰、12月21日㈭ 午後1時〜3時（受
け付けは午後1時30分まで）
内容＝県動物愛護センターで保護されて

いる犬・猫を譲渡
パピークラス
日時＝要相談
内容＝子犬の飼い方・しつけ方を学ぶ
※一般譲渡会への参加を希望する人は当

日直接会場へ。申し込みは県動物愛護
センター（☎93-5711）へ。犬のしつ
け方教室（実技講座）は千葉県動物保護
管理協会（☎043-214-7814）へ。
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伝 板言

パパママのリフレッシュサロン
ネックストラップ作り

日時＝10月12日㈭ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
内容＝サテンリボンを使ってネックスト

ラップを作る
対象＝小学生〜高校生の子を持つ保護者
定員＝16人（先着順）
参加費＝300円（材料費）
持ち物＝透明のマニキュア（持っている人）
※申し込みは午前10時から子ども館（☎

20-6300、月曜日・祝日・第3日曜
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20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
※申し込みは午前9時30分から市立図書館
（☎27-2000）へ。

ハロウィンを楽しもう！！！
さまざまな企画で

日時＝10月29日㈰ 午前10時〜11時30分
会場＝子ども館
内容＝謎解きゲーム、顔はめお面の作成
対象＝小中学生
定員と参加費＝20人（先着順）・無料
※申し込みは10月7日㈯午前10時から

子ども館（☎20-6300、月曜日・祝
日・第3日曜日は休館）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2日㈭・10日㈮・14日㈫・
28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＝各1組（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは文化国際課（☎20-1534）へ。

簡単足もみ講座
血液循環を良くしよう

日時＝11月5日㈰ 午後1時30分〜4時
30分
会場＝赤坂ふれあいセンター
内容＝足裏のもみ方を学び実際に体験す

る
定員＝20人（先着順）
参加費＝2,500円（教材費など）
※申し込みは市薬剤師会・平間さん（☎

090-9382-9753）へ。

募 集

※ 問い合わせや参加申し込みは、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。バドミントン＝市バドミント
ン協会（Eメールnrt-badkyo@cpost.plala.or.jp）／テニス＝市テニス協会のホームページ（http://www.narita-tennis.com/）／ボ
ウリング＝市ボウリング協会・間嶋さん、斉藤さん（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/）

市民文化祭・体育大会の部
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21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
学の中学生以上の人

中学生300円
一般800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11日㈬

バドミントン 10月22日㈰
午前9時開始 市体育館 中学生以上の人 1ペア2,000円 混合ダブルス 10月13日㈮

ソ フ ト テ ニ
ス

11月3日（金・祝）
（予備日4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
学の高校生以上の人

高校生500円
一般2,000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25日㈬

弓道 11月3日（金・祝）
午前9時30分開会式

市体育館
（弓道場）

市内在住・在勤・在
学の高校生以上の人

高校生無料
一般1,000円 近的（12射） 当日直接会場へ

剣道 11月5日㈰
午前9時開始

市体育館
（剣道場） 小中学生

団体戦（男子チー
ム1,500円、女子
チーム900円）、
個人300円

団体戦・個人戦 10月18日㈬

テニス 11月5日㈰・19日㈰
（予備日26日㈰）

中台運動公園
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4,000円
（高校生以下は2, 
000円）

ダブルス団体戦（男子1組・女
子1組・混合1組） 10月14日㈯

ボウリング 11月16日㈭
午後7時開会式

ラクゾー成田
店 小学生以上の人

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9日㈯・10日㈰
午前9時開始（審判講
習会と抽選会は11月
25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 トーナメント方式

10月31日㈫
応募者多数は抽
選


