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なかよし発表会
日頃の学習の成果を発表

日時＝12月1日㈮ 午前9時〜正午
会場＝国際文化会館大ホール
内容＝市内の小中学校の特別支援学級の

児童・生徒による劇やダンス、楽器演
奏、作業学習で製作した作品の頒布な
ど

※くわしくは前林小学校・宮田さん（☎
73-3344）へ。

さつき秋季展示会
市役所ロビーで

期間＝11月6日㈪〜9日㈭
会場＝市役所1階ロビー
※くわしくは日本皐

さ
月
つき

協会成田支部・鈴
木さん（☎27-5902）へ。

ふれあいコンサート
クラシックギターの演奏を

　トレス・マドレーによるクラシックギ
ター演奏です。さまざまな楽曲を楽しみ
ませんか。
日時＝11月30日㈭ 午後0時10分〜0時

50分
会場＝市役所1階ロビー
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは文化国際課（☎20-1534）へ。

NARITA酒フェスティバル
日本各地の銘柄が味わえる

　日本遺産に登録された成田市、佐倉市、
香取市、銚子市や成田山にゆかりのある
地域の銘柄などが表参道に集結します。
日時＝11月25日㈯ 午前11時〜午後3

時（酒がなくなり次第終了。雨天の場
合は26日㈰）
会場＝成田市第1駐車場（花崎町）
内容＝市内・近隣などの地域の銘柄の日

本酒を飲み比べ、親しんでもらう
参加費＝1,000円（うなりくんグラス付

き）
※チケットはイープラス（http://eplus.

jp/sys/T1U14P002237471P005 
0001）で販売します。くわしくはNA 
RITA酒フェスティバル実行委員会事
務局・長井さん（☎090-1669-754 
3）へ。

林家木久扇・三遊亭好楽 二人会
成田寄席

日時＝3月24日㈯ 午後2時から
会場＝国際文化会館大ホール
出演＝林家木久扇さん、三遊亭好楽さん
入場料（全席指定）＝1階席3,500円、2

階席3,000円
入場券販売開始日＝11月3日（金・祝）
入場券販売場所＝国際文化会館、ボンベ

ルタ成田店1階サービスカウンター、新
星堂成田ユアエルム店、ヨネダカメラ
店、多古町コミュ二ティプラザ、チケッ
トぴあ、ローソンチケット、イープラ
ス

※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。

設立40年記念展
日本盆栽協会成田支部

日時＝12月1日㈮〜3日㈰ 午後1時〜3
時
会場＝スカイタウンギャラリー
内容＝大品や中品などの盆栽の展示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは日本盆栽協会成田支部・黒
澤さん、沢田さん（大光園芸・☎23-0 
278）へ。

こどもフェスタ
遊び尽くそう

日時＝11月12日㈰ 午前10時〜正午
会場＝保健福祉館多目的ホール
内容＝クリスマス工作、紙芝居、昔の遊

び、インディアンバンド製作、おもちゃ
の修理、夢ひこうき作りなど
対象＝小学生以下とその保護者
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくはボランティアセンター（☎
27-8010）へ。

さまざまな催し物に挑戦しよう

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＝6日㈪、13日㈪〜
20日㈪（蔵書点検と電気設備改修工事）、
27日㈪、30日㈭（館内整理日）

※ 3日（金・祝）、23日（木・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時ま
で）。5日㈰は、「三里塚コミセンまつり」が
開催されるため、三里塚コミュニティセン
ター図書室は臨時休室します。

図書館

会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
◇11月5日㈰＝「くまのアーネストおじさん

とセレスティーヌ」
　2012年・フランス・アニメ・吹替
◇11月11日㈯＝「オケ老人!」2016年・日本
◆�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9月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 53.3 63.8
長沼 56.1 66.6
北羽鳥 56.5 67.5
北羽鳥
北部 55.0 64.4

新川 55.6 65.6
猿山 47.9 57.4
滑川 55.4 65.9
西大須賀 59.4 71.8
四谷 57.9 69.0
高倉 62.5 76.5
内宿 53.3 63.0
磯部 56.6 67.4
水掛 54.9 64.4
幡谷 55.4 65.0
成毛 55.0 64.7
荒海 61.2 73.0
飯岡 58.1 69.0
大生 59.2 70.4
土室（県） 65.5 79.9
土室（NAA） 55.0 64.9

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 61.9 73.4
大室 57.2 67.3
大室（NAA） 57.2 68.3
野毛平
工業団地 57.8 68.8

芦田 61.5 74.0
赤荻 58.7 69.5
野毛平 59.1 70.9
下金山 51.1 63.0
押畑 49.0 59.8
新田（NAA） 51.9 64.4
新田 55.5 68.3
堀之内 55.6 67.2
馬場 52.7 64.7
遠山小 56.7 69.5
本三里塚 57.0 70.9
三里塚小 59.8 72.4
御料牧場
記念館 55.0 67.4

本城 56.5 67.9
南三里塚 58.4 71.7

※�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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リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

日時＝11月16日㈭〜19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
価格（1点当たり）＝5,000円以内
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
での運送を有料で行います）
申込方法＝リサイクルプラザにある申込

用紙を提出（本人・同居の家族のみ可）
抽選日＝11月21日㈫（当選者にはがき

で通知）
※申し込みのなかった品物は21日の午

後1時から即売します（月曜日・祝日
は除く）。くわしくはリサイクルプラ
ザ（☎36-1000、祝日は除く）へ。

房総寿司教室
千葉の郷土料理に挑戦

日時＝11月13日㈪、12月11日㈪ 午前9
時30分〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝巻き寿司（かたつむり、四海巻き）

を作る
対象＝16歳以上の人
定員＝各12人（先着順）
参加費（1回当たり）＝500円（材料費）
持ち物＝エプロン、三角巾、巻き簾

す
、タ

オル、持ち帰り用容器
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27- 

5252、第4月曜日は休館）へ。

初詣サイクリング
ロードバイクで走る

日時＝1月7日㈰ 午前8時出発
集合場所＝相川サイクル（飯田町）
内容＝香取神宮（香取市）まで往復70km

をサイクリングする
定員＝10人（先着順）
参加費＝500円
※申し込みは12月10日㈰までに市自転

車競技連盟事務局・鶴澤さん（☎090-
3915-0440）へ。

姉妹都市にホームステイ
アメリカ・サンブルーノ市へ

派遣期間＝3月23日㈮〜29日㈭（7日間）
訪問先＝サンブルーノ市ほか
対象＝次の全ての要件を満たす人
◦市内在住の中学1・2年生（前年度同事

業に派遣されていない人）
◦健康で外国での長期滞在が可能
◦全ての事前研修会に参加が可能
◦平成30年7月上旬にサンブルーノ市

中学生のホームステイ（2人を5泊程
度）の受け入れが可能
定員＝10人（選考あり）
参加費＝12万円程度
申込方法＝11月27日㈪（必着）までに市

国際交流協会事務局（市役所4階文化
国際課内 ホームページhttp://www.
ngy.3web.ne.jp/~nifs/）にある申込
用紙に必要事項を書いて直接または郵
送で同事務局（〒286-8585 花崎町
760）へ

※12月10日㈰に選考会を行い、決定者
に1〜3月の土・日曜日、祝日のうち3
回事前研修会を行います。派遣期間な
どは変更となる場合があります。くわ
しくは同事務局（☎23-3231）へ。

高等工科学校生徒
陸上自衛官を養成

応募資格＝中卒（見込みを含む）17歳未
満の男子（推薦は校長の推薦が必要）
申込期間＝1月9日㈫（推薦は12月1日

㈮）まで
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

マグネットカレンダーを作ろう
身近な物を使って

日時＝11月11日㈯ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
内容＝ペットボトルキャップとマグネッ

トシートを使い万年カレンダーを作る
対象＝小学生〜高校生
定員＝20人（先着順）
参加費＝300円（材料費）
持ち物＝装飾テープ（1.5cm幅）
※申し込みは11月4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。

お知らせ

ロードレース大会
最後まで走り抜け

　市内小学校の児童たちが陸上競技場ト
ラックを含めた周辺のトリムコースを駆
け抜けます。大会前にも練習で走ること
がありますので、注意してください。
日時＝11月14日㈫ 午前9時〜11時30

分（雨天の場合は15日㈬）
会場＝中台運動公園陸上競技場
※くわしくは教育指導課（☎20-1582）へ。

記念年賀はがき
成田山開基1080年祭

販売日時＝12月1日㈮〜3日㈰ 午前9時
〜午後4時（売り切れ次第終了）
販売場所＝文化芸術センター特設会場
（スカイタウン成田3階）、成田山信徒
会館、成田観光館（郵便局では販売し
ません）
販売枚数＝2万枚
販売価格＝520円（10枚1組）
※くわしくは成田山開基1080年祭記念

行事実行委員会事務局（成田市観光協
会・☎22-2102）へ。

し催 物

産業まつり
成田の農業や商工業を紹介

日時＝11月18日㈯・19日㈰ 午前9時
30分〜午後4時
会場＝国際文化会館
※内容は広報なりた11月15日号でお知

らせします。くわしくは商工課（☎20-
1622）へ。

力強く走り抜ける

募 集
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パパママのリフレッシュサロン
子どもに贈るプレゼントを

　クリスマスまでの日数を数えるカレン
ダーを作りながら、子育てについて気軽
に話しませんか。
日時＝11月30日㈭ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
対象＝小学生〜高校生の子を持つ保護者
定員＝20人（先着順）
参加費＝400円（材料費）
持ち物＝個別に包装されたお菓子25個
※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。

はじめてのテディベア
30㎝大のぬいぐるみ作りに挑戦

日時＝11月14日・28日、12月12日・
26日、1月9日、2月13日・27日、3
月13日の火曜日（全8回） 午前10時〜
正午
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝モヘヤを使ったテディベアを手作

りする
対象＝16歳以上の人
定員＝8人（先着順）
参加費＝8,000円（材料費）
持ち物＝材料を持ち帰る袋、糸切りばさ

み
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27- 

5252、第4月曜日は休館）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＝12月1日㈮・6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。

使用できるグランドピアノ

＊1���玉造保育園は平成30年9月まで改修工
事のため赤坂保育園での保育となります

＊2���改修工事中の公立保育園の園児のほか、
0〜2歳児が対象

＊3��対象は0〜2歳児
＊4��幼稚園部分は、各園に直接申し込み

市内の保育所など
平成30年4月入所の申し込みを受け付け

入所基準＝市に住民記録があり、保
護者が仕事や病気などにより、保
育できない家庭の乳幼児
受付日時＝1月10日㈬・11日㈭・

14日㈰ 午前9時〜11時30分、午
後1時30分〜4時
受付場所＝市役所6階大会議室（14

日は保健福祉館）

申込書配布開始日＝11月1日㈬
申込書配布場所＝保育課（市役所2階）、

各保育園・保育事業所・認定こども
園

※市外の保育所を希望する場合は11
月15日㈬までに保育課（☎20-160 
7）へ連絡してください。くわしくは
同課へ。

公立保育園
名称 所在地 電話番号

長沼 長沼495-3 37-0005
松崎 松崎2163-1 26-8282
橋賀台 橋賀台2-23-1 28-0676
赤荻 赤荻1042 24-0752
中台 中台3-5 27-9023
吾妻 吾妻2-7 27-5773
新山 加良部4-24 28-2527
玉造*¹ 玉造3-3 26-8889
中台第二 中台1-5 29-6676
高岡 大和田156 96-0042
小御門 名古屋1144-1 96-2362
大栄 一坪田406-1 73-3000
赤坂*² 赤坂2-1-1 20-6900

私立保育園
名称 所在地 電話番号

成田 寺台560 22-0856
つのぶえ 上町711-4 22-0867
大室 大室766-2 36-0749
宗吾 宗吾2-276 26-2472
公津の杜 公津の杜2-24-1 29-6551
キートスチャイ
ルドケア美郷台 郷部1414-2 33-7024

三里塚第一 三里塚191 35-0165
三里塚第二 三里塚263-15 35-0081
あい・あい保育
園本三里塚園 本三里塚4-18 37-5822

三里塚みらい 西三里塚248-9 36-5328
月かげ 西大須賀1872-4 96-0531

小規模保育事業所*³
名称 所在地 電話番号

こひつじくらぶ 並木町175-34 22-9339
わくわく保育園
並木町園

並木町
145-124 37-7065

キッズルーム
ひまわり 囲護台3-6-4 22-3692

ひまわり保育園 囲護台3-6-10 22-3693

ことり保育園
スカイタウン園

花崎町828-11
スカイタウン
成田203

37-7943

わくわく保育園
成田園

不動ヶ岡
2118-5 37-7775

ことり保育園
公津の杜園

公津の杜
3-33-10 37-3100

ハレルヤ保育園 大袋356-1 29-6200

事業所内保育事業所*³
名称 所在地 電話番号

なかよし保育園 押畑896-4 2階 33-6711

家庭的保育事業所*³
名称 所在地 電話番号

なりた おうち
ほいく わたぼ
うし

加良部4-9-1 26-7725

認定こども園（保育所部分）*⁴
名称 所在地 電話番号

成田国際こど
も園 大袋379 85-6593

ハレルヤこど
も園 並木町141-3 85-4170

市内の保育園の外観
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救命講習会
いざというときのために

対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以
上
参加費＝無料
上級救命講習会
日時＝12月9日㈯ 午前9時〜午後5時
会場＝市役所6階大会議室
内容＝心肺蘇生法・AEDの操作方法・

さまざまな応急手当てなどを学ぶ
定員＝60人（先着順）
申込先＝警防課（☎20-1592）
普通救命講習会
日時＝12月24日㈰ 午前9時〜正午
会場＝市役所6階中会議室
内容＝心肺蘇生法・AEDの操作方法な

どを学ぶ
定員＝15人（先着順）
申込先＝成田消防署（☎20-1594）
※くわしくは各申込先へ。

古文書から成田の歴史を学ぶかい
初めての人も歓迎

日時＝12月1日㈮ 午後2時〜4時
会場＝市役所6階中会議室
講師＝小倉博さん（市文化財審議委員会

委員長）
定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは11月17日㈮までに市文化財

保護協会事務局（生涯学習課・☎20- 
1583）へ。

初めてのプリザーブドフラワー教室
花の鮮やかさをリースに込めて

日時＝11月27日㈪ 午前10時から、午
前11時から
会場＝市体育館第1会議室
定員＝各6人（先着順）
参加費（1回当たり）＝3,000円（材料費

など）
持ち物＝ピンセット、筆記用具
※申し込みは午前9時から市体育館（☎

26-7251）へ。

秋の歴史講演会
龍神信仰と香取・鹿島神宮

日時＝12月3日㈰ 午後2時から
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝香取・鹿島神宮と八龍神の信仰
講師＝木村修さん（市文化財審議委員会

委員）
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは生涯学習課（☎20-1583）へ。

あつまれ！放課後脳トレクラブ
頭の体操に

日時＝11月15日㈬・22日㈬・29日㈬
（全3回） 午後5時〜5時50分
会場＝子ども館
内容＝脳トレパズル作り、脳トレクイズ
対象＝全回参加できる小学生で、帰宅時

に保護者が迎えに来られる人
定員と参加費＝16人（先着順）・無料
※申し込みは11月5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。

こども絵手紙教室
自分だけのオリジナル作品を

日時＝11月25日㈯ 午前9時30分〜11
時30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝絵手紙の手法を用いてカレンダー

を作る
対象＝小学生
定員と参加費＝20人（先着順）・無料
持ち物＝絵に描きたい物（果物や野菜、

置物など）
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日は休館）へ。

クリスマス飾り作り教室
部屋に華やかな装飾を

日時＝12月6日㈬ 午後2時〜4時
会場＝公津公民館
対象＝18歳以上の人
定員＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,800円（材料費）
持ち物＝切り花用はさみ、ペンチ
申込方法＝11月14日㈫（必着）までに、

はがきまたはEメールで住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号・教室名を
公津公民館（〒286-0004 宗吾1-83 
9-1 Eメールkominkan@city.narita. 
chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎26-9610、月曜
日・祝日は休館）へ。

図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

会場＝市立図書館2階集会室
0・1歳のおはなしかい
日時＝11月10日㈮ 午前11時〜11時30

分
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＝薄手のハンカチ
申込方法＝午前9時30分から市立図書

館（☎27-2000）へ
2・3歳のおはなしかい
日時＝11月10日㈮ 午前10時15分〜10

時45分
対象＝2・3歳児と保護者
定員＝15組（先着順）
持ち物＝薄手のハンカチ
土曜日のおはなしかい
日時＝土曜日 午前11時〜11時30分
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。「2・3歳のおはなし

かい」「土曜日のおはなしかい」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（☎27-2000）へ。

心肺蘇生法を学ぶ

募 集

緑道は歩行者と自転車の専用道路です。
バイクの乗り入れは禁止されています。
絶対にやめましょう。

緑道はバイク禁止


