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浪江町物語コンサート
東日本大震災復興支援イベント

　クラシック演奏と共に、東日本大震災
の被災者の皆さんがそれぞれの思いを語
ります。
日時＝12月22日㈮ 午後6時30分から
会場＝スカイタウンホール
出演＝東

し ょ う じ
海林悦子さん（ハープ奏者）、佐

藤真由さん（フルート奏者）、被災者の
皆さんほか
定員＝250人（先着順）
入場料（全席自由）＝無料
入場整理券配布場所＝文化芸術センター

事務室（スカイタウン成田4階）
※くわしくはNPO住まい・まち研究会・

夏目さん（☎26-3098）へ。

なりた開運なごみ展
さまざまな古美術品などを紹介

日時＝12月12日㈫～1月14日㈰ 午前
10時～午後5時
会場＝スカイタウンギャラリー
内容＝開運にふさわしいさまざまな古美

術品の展示と成田山新勝寺や下総七福
神、パワースポットなどの紹介
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは文化芸術センター（☎20-
1133、月曜日は休館）へ。

成人式
人生の節目を祝う

日時＝1月7日㈰ 正午から（受け付けは
午前11時15分から）
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
※くわしくは生涯学習課（☎20-1583）

へ。

クリスマスミュージックフェスタ
優しい音色に包まれて

日時＝12月23日（土・祝） 午後2時～4
時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝殿内雄也さんによるピアノ演奏、

平成小学校合唱部の合唱
定員＝185人（先着順）
入場料（全席自由）＝1,000円
入場券販売場所＝もりんぴあこうづ
※くわしくは同館（☎27-5252、第4月曜

日は休館）へ。

ふれあいコンサート
映画音楽をジャズで

日時＝12月21日㈭ 午後0時10分～0時
50分
会場＝市役所1階ロビー
内容＝S

サ ナ
ana L

リ ベ ル
iberによるピアノとトラ

ンペットの演奏
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。

国際こども絵画交流展巡回展
作品を通して異文化を知ろう

　世界各国の子どもたちの自由な発想で
描かれた作品を鑑賞しませんか。
市役所1階ロビー
日時＝12月19日㈫～27日㈬ 午前8時

30分～午後5時15分（23日（土・祝）
を除く）
NAAアートギャラリー
日時＝1月10日㈬～30日㈫ 午前6時～

午後10時（30日は午後3時まで）
※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。

水辺の風景画入賞作品展
印旛沼の水環境保全に関するポスターと

　「印旛沼の水環境保全に関するポスター」
「水辺の風景画」各コンクールに入賞した
小中学生の作品が展示されます。
日時＝12月11日㈪～14日㈭ 午前8時30

分～午後5時15分（14日は午後3時ま
で）
会場＝市役所1階ロビー
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは環境計画課（☎20-1533）へ。たくさんの思い出を残そう

今�月の図書館休館日＝4日㈪、11日㈪、18
日㈪、25日㈪、27日㈬（館内整理日）、
29日㈮～31日㈰（年末休館）

※ 23日（土・祝）は本館・公津の杜分館・
三里塚コミュニティセンター図書室のみ
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
◇12月3日㈰＝「聖の青春」
　2016年・日本
◇12月9日㈯＝「英国王のスピーチ」
　2010年・イギリス、オーストラリア・吹替
◇12月22日㈮＝「トイ・ストーリー3」
　2010年・アメリカ・アニメ・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10月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 56.3 67.2
長沼 58.9 69.9
北羽鳥 58.4 69.8
北羽鳥
北部 58.0 67.9

新川 58.1 68.5
猿山 50.5 60.6
滑川 55.8 65.8
西大須賀 58.1 69.2
四谷 58.3 68.6
高倉 60.7 73.2
内宿 55.2 65.1
磯部 59.7 70.8
水掛 58.2 68.6
幡谷 58.4 68.6
成毛 58.8 69.1
荒海 62.8 74.0
飯岡 61.4 72.7
大生 61.8 73.2
土室（県） 63.1 76.1
土室（NAA） 56.8 67.2

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 63.4 74.5
大室 58.9 69.6
大室（NAA） 59.0 71.2
野毛平
工業団地 61.7 72.9

芦田 63.6 76.4
赤荻 61.9 73.0
野毛平 62.4 74.4
下金山 54.8 67.1
押畑 53.1 63.8
新田（NAA） 52.0 65.5
新田 55.1 68.1
堀之内 59.4 71.0
馬場 57.1 69.1
遠山小 60.3 73.1
本三里塚 60.6 74.6
三里塚小 62.0 74.8
御料牧場
記念館 57.5 69.9

本城 58.3 70.1
南三里塚 58.3 71.4

※�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

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、28
日㈭は午後5時まで開館しています。
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エコ・マイバッグづくり教室
傘でオリジナルの

日時＝12月9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。

お知らせ

市内の保育所など
2・3・4月入所の受け付け

対象＝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（都合の悪い人は、事前に保
育課に連絡してください）
受付場所＝市役所6階大会議室（14日は

保健福祉館）
申込書配布場所＝保育課（市役所2階）、

各保育所など
※市外の保育所などを希望する人は保育

課（☎20-1607）へ連絡してください。
くわしくは同課へ。

バナー広告
市ホームページでPRを

　市では、バナー広告を募集しています。
市ホームページであなたの会社をPRし
てみませんか。
掲載する場所＝市ホームページのトップ

ページ
掲載料（1枠当たり）＝月額3万円
規格＝縦60ピクセル×横150ピクセル

で20キロバイト以内
※くわしくは市ホームページ（http://w 

ww.city.narita.chiba.jp）または広
報課（☎20-1503）へ。

児童ホーム
入所申請書類を配布

　4月から児童ホームに入所を希望する
児童を対象に、入所申請書の配布を行い
ます。
対象＝市内在住で小学校に通っていて、

保護者が仕事や病気などにより保育で
きない家庭の児童
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）、各児童

ホーム、市ホームページ（http://ww 
w.city.narita.chiba.jp/kosodate/
page141500.html）
受付日時＝1月29日㈪～2月2日㈮ 午前

8時30分～午後5時15分（都合の悪い
人は、事前に保育課（☎20-1607）に
連絡してください）
受付場所＝市役所2階201会議室

※くわしくは保育課へ。

栗山公園のミニSL
2月まで運休

　12～2月は、ミニSLが運休します。
次回の運行は、3月25日㈰午前10時～
午後3時です。
※くわしくは公園緑地課（☎20-1562）へ。

門松カード
新年を祝って配布します

　市では、自治会などを
通じて各戸に門松カード
を配布しています。自治
会がない地区の人や、破
損・紛失した人は次の施
設でも受け取ることがで
きます。
配布日時＝12月15日㈮

～28日㈭ 午前9時～
午後5時（各施設の休館
日を除く）
配布場所＝公園緑地課（市役所5階）、下

総・大栄支所、各公民館、美郷台地区
会館、三里塚コミュニティセンター、
もりんぴあこうづ、赤坂ふれあいセン
ター、市ホームページ（http://www. 
city.narita.chiba.jp/environmen 
t/page188700.html）

※くわしくは同課（☎20-1562）へ。

し催 物

文化芸術センター企画展
バルーンアートや書道など

時間＝午前10時～午後5時
会場＝スカイタウンギャラリ－
入場料＝無料
バルーンアート・ミュージアム
期間＝12月19日㈫～24日㈰
内容＝クリスマスの世界を表現したバ

ルーンアートの展示
新春書道・華道展
期間＝1月1日（月・祝）～14日㈰
内容＝新春にふさわしい書道作品・生け

花・盆栽の展示
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは文化芸術センター（☎20-
1133、月曜日は休館）へ。

募 集

成田市ホームページで�「広報なりた」の

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。

PDF版・電子ブック版

名称 場所
中台 中台1-4（中台小校内）
三里塚 本三里塚153-1（三里塚小校庭）
玉造 玉造3-4（玉造小校庭）
平成 江弁須617-2（平成小校庭）
新山 加良部4-23（新山小校庭）
成田 幸町948-1（成田小校内）
本城 本城178-1（本城小校庭）
加良部 加良部6-8（加良部小校庭）
橋賀台 橋賀台3-4（橋賀台小校内）
吾妻 吾妻2-6（吾妻小校庭）
川上 多良貝245-308（川上小隣接）
公津の杜 公津の杜3-2（公津の杜小校内）
美郷台 美郷台2-19-1（美郷台小校内）
久住 久住中央3-12-1（久住小校庭）
津富浦 津富浦1093（津富浦小校庭）
豊住 北羽鳥1985-2（豊住小校内）
神宮寺 玉造5-28（神宮寺小校庭）
向台 中台3-6（向台小校庭）
遠山 小菅1411（遠山小校内）
下総 名古屋1214（下総みどり学園内）
八生 松崎1468（八生小校内）
公津 台方851（公津小校内）
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臨時職員
シルバー人材センターで

応募資格＝普通自動車運転免許を持ち、
基本的なパソコン操作と接客ができる
人
募集人員＝1人
業務内容＝受け付け、データ入力、現場

確認など
勤務期間＝4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8時30分～午後5時15分
勤務場所＝シルバー人材センター
時給＝930円
応募方法＝1月31日㈬（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
シルバー人材センター事務局（〒286- 
0819 久住中央1-12-3）へ。後日、面
接日を通知します

※勤務実績により正社員に採用される可
能性があります。くわしくは同事務局

（☎36-6161、土・日曜日・祝日を除く）
へ。

リサイクル製品の販売
自転車や家具などを

日時＝12月14日㈭～17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＝12月19日㈫（当選者にはがき

で通知）
※申し込みのなかった品物は19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。

ジュニアボウリング教室
スキルアップのために

日時＝12月9日㈯・23日（土・祝） 午後
1時～2時30分
会場＝ラクゾー成田店（ボンベルタ成田

店5階）
内容＝インストラクターのレッスンと1

ゲームの投球練習
対象と定員＝小学生・各20人（先着順）
参加費（1回当たり）＝600円（貸靴代は

別途）
持ち物＝運動できる服装、靴下、タオル
※申し込みは12月6日㈬までに市ボウ

リング協会（ラクゾ―成田店・間嶋さ
ん、斉藤さん☎33-6752）へ。

専門学校開放講座
基礎から学ぶ初級簿記

日時＝1月13日・20日・27日、2月3日・
10日・17日の土曜日（全6回） 午前9
時20分～午後4時
会場＝成田国際福祉専門学校（郷部）
内容＝簿記の基礎を学び、演習問題など

を解く
対象＝20歳以上の人
定員＝40人（市内在住・在勤を優先に先

着順）
参加費＝1,000円（教材費）。別途保険

料が必要
※申し込みは12月18日㈪までに生涯学

習課（☎20-1583）へ。

掘り出し物を見つけよう

　市では、熱意と誠意を持って市民
のために働ける職員を次の通り募集し
ます。
試験案内・申込書の配布＝12月1日

㈮から人事課（市役所3階）、市ホー
ムページ（http://www.city.narit 
a.chiba.jp/boshu/index0644.
html）
申込方法＝各申込期限（当日消印有

効）までに申込書と受験票を直接
または郵送で人事課（〒286-858 
5 花崎町760）へ
申込期限
◦一般行政職初級（障がい者）・一般

行政職…12月22日㈮
◦そのほかの職種…1月12日㈮
一般行政職初級（障がい者）
募集人員＝若干名
受験資格
◦昭和57年4月2日～平成12年4月1

日生まれで、身体障害者手帳の交
付を受け、その障がいの程度が1～
6級で、通勤・職務の遂行に介助者
を必要とせず、活字印刷文による
出題に対応できる人
試験日と会場＝1月11日㈭・市役所

議会棟3階執行部控室
任期付職員・育休代替任期付職員
募集人員
◦一般行政職…10人程度（育休代替

のみ）
◦看護師…若干名
◦保健師…若干名
◦保育士…10人程度（任期付若干名、

育休代替8人程度）
任期＝平成30年4月1日～33年3月

31日（育休代替はおおむね6カ月～
3年）
受験資格
◦一般行政職…平成12年4月1日ま

でに生まれた人
◦看護師…平成6年4月1日までに生

まれた看護師の資格を持つ人で、3
年以上臨床経験を有する人

◦保健師…平成9年4月1日までに生
まれた人で、保健師の資格を持つ
人（平成30年3月末日までに取得見
込みの人も含む）

◦保育士…平成10年4月1日までに
生まれた人で、保育士（本市に係る
国家戦略特別区域限定保育士を含
む）の登録を受けている人（平成30
年3月末日までに登録見込みの人
も含む）
試験日と会場
◦一般行政職…1月11日㈭・市役所

議会棟3階執行部控室
◦そのほかの職種…2月7日㈬・市役

所議会棟3階第三委員会室
※くわしくは人事課（☎20-1505）へ。

平成30年4月採用の職員を募集
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伝 板言

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
参加費＝無料
0・1歳のおはなしかい
日時＝12月15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
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）
※「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。

グランドピアノの一般開放
市役所ロビーで演奏を

　市役所1階ロビーにあるグランドピア
ノ（カワイCA-40）を一般開放します。
日時＝1月12日㈮・17日㈬・22日㈪・

30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
定員と参加費＝各1組（先着順）・無料
※申し込みは文化国際課（☎20-1534）へ。

お正月飾りを作ろう
新年に向けて

日時＝12月10日㈰ 午前10時～正午
会場＝子ども館
内容＝鉢植えの花を乗せた宝船を作る
対象＝小学生～高校生
定員＝20人（先着順）
参加費＝400円（材料費）
持ち物＝作品を持ち帰るための袋
※申し込みは12月2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。

非常勤歯科衛生士
健康増進課で

応募資格＝歯科衛生士の資格を持つ人
募集人員＝15人程度
業務内容＝歯科健診・訪問歯科診療など

の補助
勤務期間＝4月1日～3月31日
勤務場所＝保健福祉館ほか
時給＝1,370円
応募方法＝12月15日㈮（当日消印有効）

までに写真を貼った履歴書を直接また
は郵送で健康増進課（〒286-0017 赤
坂1-3-1）へ。後日、面接日を通知し
ます

※くわしくは同課（☎27-1111）へ。

非常勤職員
環境衛生課で

　環境衛生課で非常勤職員として働ける
人を募集します。
応募資格＝初歩的なパソコン操作（エク

セル・ワード）ができる人
募集人員＝1人
業務内容＝書類の整理、データ入力、受

け付け業務など
勤務期間＝4月1日～3月31日
勤務日時＝月14日以内（土・日曜日、祝

日、年末年始を除く） 午前9時～午後
4時
勤務場所＝環境衛生課（市役所2階）
時給＝940円
応募方法＝12月14日㈭（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
環 境 衛 生 課（〒286-8585 花 崎 町
760）へ。後日、面接日を通知します

※くわしくは環境衛生課（☎20-1531）へ。

普通救命講習会
いざというときのために

日時＝1月28日㈰ 午前9時～正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝心肺蘇生法・AEDの操作方法な

ど
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上の人
定員と参加費＝無料・15人（先着順）
※申し込みは1月21日㈰までに三里塚消

防署（☎35-1007）へ。

陶芸教室
茶碗や皿を作ろう

日時＝1月10日㈬・17日㈬、2月14日
㈬（全3回） 午後3時～5時
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝16歳以上の人
定員＝10人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費など）
持ち物＝エプロン、雑巾
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27- 

5252、第4月曜日は休館）へ。

杜のクリスマスおはなしかい
絵本と工作の楽しい時間

日時＝12月22日㈮ 午後2時～3時30分
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝絵本の読み聞かせ、語り、クリス

マスオーナメント作り
対象＝市内在住の小学生
定員と参加費＝15人（先着順）・無料
※申し込みは午前9時30分から市立図
書館公津の杜分館（☎27-7100）へ。

パパママのリフレッシュサロン
正月用箸袋作り

　和紙を使って獅子舞の箸袋とぽち袋を
作りながら、子育てについて気軽に話し
ませんか。
日時＝12月14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＝10人（先着順）
参加費＝250円（材料費）
持ち物＝作品を持ち帰るための袋
※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。

絵本の世界に浸る

募 集


