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成田駅前寄席
三遊亭金馬・三遊亭金朝が出演

日時＝3月11日㈰ 午後2時30分から
会場＝スカイタウンホール
出演＝三遊亭金馬さん、三遊亭金朝さん

ほか
対象＝小学生以上の人
定員＝250人（先着順）
入場料（全席指定）＝2,000円
入場券販売開始日＝2月7日㈬
入場券販売場所＝文化芸術センター事務

室（スカイタウン成田4階）、チケット
ぴあ
※くわしくは同センター（☎20-1133、
月曜日・2月13日㈫は休館）へ。

特別支援学校販売会
生徒の作品が並ぶ

富里特別支援学校販売会
日時と会場
◦中学部…2月20日㈫ 午前10時10分

〜午後3時・イオンモール成田
◦高等部…2月21日㈬ 午前10時〜午後

3時・ユアエルム成田
問い合わせ先＝富里特別支援学校・山﨑

さん（☎92-2100）
印旛特別支援学校販売会
日時＝2月23日㈮ 午前10時〜午後3時
会場＝ユアエルム成田
問い合わせ先＝印旛特別支援学校・関野

さん（☎98-2200）
※くわしくは各問い合わせ先へ。

成田の梅まつり
春の訪れを感じて

　2月17日㈯〜3月4日㈰の土・日曜日
の午前10時〜午後3時にイベントが行
われます。
会場＝成田山公園
内容＝投句コンテスト、甘酒の配布（無

料）、野だて（無料）、津軽三味線・箏
こと

などの演奏、氷の彫刻展（3月11日㈰）
入場料＝無料
※くわしくは成田市観光協会（☎22-21 

02）へ。

ふれあいコンサート
議場で響き渡る美しい音色

　千葉交響楽団による弦楽四重奏をお楽
しみください。
日時＝2月22日㈭ 午後0時10分〜0時

50分
会場＝市議会議場（市役所議会棟3階）
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。

景色を楽しみながら

会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
◇2月4日㈰＝「Dearダニー 君へのうた」
　2015年・アメリカ・吹替
◇2月17日㈯＝「SING/シング」
　2016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12月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 54.3 64.8
長沼 58.1 68.7
北羽鳥 57.3 68.4
北羽鳥
北部 57.4 67.0

新川 58.1 68.5
猿山 51.5 61.2
滑川 56.3 66.5
西大須賀 58.4 70.1
四谷 58.3 68.7
高倉 60.8 74.1
内宿 55.7 65.5
磯部 58.9 70.0
水掛 58.4 68.6
幡谷 58.5 68.5
成毛 58.8 68.7
荒海 61.8 73.0
飯岡 60.8 72.3
大生 61.1 72.3
土室（県） 63.1 77.2
土室（NAA） 57.6 67.7

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 62.0 72.9
大室 60.0 70.0
大室（NAA） 60.0 71.0
野毛平
工業団地 61.5 72.6

芦田 62.7 75.2
赤荻 61.1 71.6
野毛平 61.4 72.8
下金山 54.1 65.8
押畑 53.2 63.3
新田（NAA） 59.0 72.0
新田 61.1 73.3
堀之内 59.9 71.2
馬場 55.7 66.9
遠山小 59.2 71.3
本三里塚 58.0 71.8
三里塚小 58.7 71.2
御料牧場
記念館 55.6 68.0

本城 57.6 69.2
南三里塚 58.4 71.5

※�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

今�月の図書館休館日＝5日㈪、13日㈫、19
日㈪、26日㈪、28日㈬（館内整理日）

※ 12日㈪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

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。

期日＝2月3日㈯
成田山節分会
時間＝午前11時、午後1時30分、午

後4時
内容＝大相撲力士（御嶽海・隠岐の

海・遠藤）やNHK大河ドラマ「西郷
どん」の出演者（鈴木亮平さん・瑛
太さん・黒木華さん・北川景子さ
ん・桜庭ななみさん・沢村一樹さ
ん）による特別追

つい
儺
な

豆まき式（午後4
時の回には、大相撲力士・NHK大
河ドラマ出演者は参加しません）
宗吾霊堂節分会
時間＝午前11時、午後2時、午後4時

内容＝年男・年女による豆まき（午後
2時の回は年女のみ）、はしご乗り
など
龍正院節分会
時間＝午後1時
内容＝護摩たき、豆まき
大須賀大神節分祭
時間＝午後5時
内容＝年男や有志による豆まき
麻賀多神社節分会
時間＝午後6時
内容＝年男・年女や有志による豆まき
※くわしくは観光プロモーション課
（☎20-1540）へ。

市内各地の節分行事
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成田フレンドリー駅伝
たすきをつないで

日時＝3月4日㈰ 午前9時45分から
会場＝中台運動公園特設コース
内容＝制限時間1時間30分以内に、1

チーム5人で1人2km、合計10kmを
走る
定員＝20チーム（先着順）
参加費（1チーム当たり）＝2,500円（保

険料など）
申込方法＝2月24日㈯までに、がんば

り千葉スポーツ情報館ホームページ
（http://ganbari.org/modules/eg 
uide/event.php?eid＝10）から申し
込む

※たすきは各チームで用意してください。
くわしくは成田トライアスリートクラ
ブ事務局・園川さん（☎090-1105-9 
773）へ。

県公立小中学校講師
教員として働きませんか

募集職種＝臨時的任用講師、養護教諭な
ど
応募資格＝65歳以下で教員免許状を持

つ人
※くわしくは県教育庁北総教育事務所管

理課（☎043-483-1148）へ。

民族楽器体験教室
南米発祥の縦笛ケーナを作ろう

日時＝3月4日㈰ 午後1時〜5時
会場＝玉造公民館
対象＝16歳以上の人
定員＝10人（市内在住の人を優先に先着

順）
参加費＝1,000円（材料費）
申込方法＝2月16日㈮（必着）までに電

話・はがき・Eメールのいずれかで住
所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・
教室名を玉造公民館（☎26-3644 〒 
286-0011 玉造7-21 Eメールkom 
inkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（月曜日・2月13日㈫
は休館）へ。

春からの楽しいお弁当づくり
飾り切りに挑戦

日時＝3月6日㈫ 午前10時〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝ウィンナーやハムなどの飾り切り

を学ぶ
定員と参加費＝24人（先着順）・無料
持ち物＝エプロン、持ち帰り用容器
※申し込みは2月20日㈫午後1時までに

同センター（☎40-4880、月曜日、2
月13日㈫は休館）へ。

「赤ちゃんがきた！」講座
子育てに必要な知識を学ぶ

日時＝2月23日㈮、3月2日㈮・9日㈮・
16日㈮（全4回） 午前10時〜正午
会場＝保健福祉館
対象＝市内在住で、平成29年10〜12

月生まれの第1子と母親
定員＝16組（先着順）
参加費＝860円（テキスト代）
申込方法＝電話またはEメールで住所・

親子の氏名（フリガナ）・子どもの生年
月日・電話番号を公津の杜なかよしひ
ろば（☎27-7300 Eメールkozunak 
ayoshi@yahoo.co.jp）へ

※くわしくは公津の杜なかよしひろば（第4
月曜日は休館）へ。

図書館のおはなしかい
えほんとあそぼう

会場＝市立図書館1階おはなし室
参加費＝無料
0・1歳のおはなしかい
日時＝2月16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。

し催 物

市民ミュージカル
半年におよぶ稽古の成果を

　演目は、「古事記」などでヤマトタケル
の妻として登場する弟

おとたちばなひめ
橘姫の物語です。

日時＝2月18日㈰ 午後4時から
会場＝国際文化会館大ホール
入場料（全席自由）＝1,000円
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、
ヨネダカメラ店

※くわしくは国際文化会館（☎23-1331、
月曜日、2月13日㈫は休館）へ。

もりんぴあこうづで発表会
ミュージカルとダンスを

会場＝もりんぴあこうづ
入場料（全席自由）＝無料
子どもミュージカル
日時＝2月18日㈰ 午後2時から
演目＝twinkle☆stars
ダンスフェスティバルinもりんぴあ
日時＝2月25日㈰ 午後1時から
内容＝ダンスサークルなどの発表
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは、もりんぴあこうづ（☎27-
5252、第4月曜日は休館）へ。

明るい選挙啓発書き初め展
小中学生の優秀作品がずらり

会場と期日
◦大栄公民館…2月6日㈫まで（5日㈪を

除く）
◦中央公民館…2月7日㈬〜14日㈬（12

日㈪・13日㈫を除く）
◦市役所1階ロビー…2月15日㈭〜21

日㈬（17日㈯を除く）
◦ユアエルム成田店…2月23日㈮〜26

日㈪
◦下総公民館…3月7日㈬〜13日㈫（12
日㈪を除く）
時間＝午前9時〜午後5時（ユアエルム成

田店は午前10時〜午後8時）
※ユアエルム成田店を除いて最終日は正

午までです。くわしくは選挙管理委員会
事務局（☎22-1111 内線3152）へ。

募 集
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予備自衛官補など
平和を守る仕事に

予備自衛官補
応募資格＝18〜33歳の人
受付期限＝4月6日㈮
試験期日＝4月14日㈯〜18日㈬のうち

1日
医科・歯科幹部
応募資格＝医師・歯科医師の免許を持つ

人
受付期限＝4月20日㈮
試験期日＝5月11日㈮
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

子ども館グランプリ
手作りのスーパーカーで競争

日時＝2月10日㈯ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
内容＝ペットボトルを使って、車のおも

ちゃを作り、レースをする
対象＝小中学生
定員＝20人（先着順）
参加費＝100円（材料費）
持ち物＝角型ペットボトル容器（500 

ml）、作品を持ち帰るための袋
※申し込みは2月3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。

歴史ウォーキング
ニュータウン地区の史跡を巡って

日時＝3月3日㈯・10日㈯（全2回） 午前
9時〜正午
集合場所＝中央公民館
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝2月16日㈮（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・氏名・年
齢・電話番号・行事名を中央公民館

（〒286-0017 赤坂1-1-3 Eメールk 
ominkan＠city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日・2月12日㈪・13日㈫は休館）へ。

非常勤職員を募集
職種（募集人員）
勤務場所 応募資格 業務内容 勤務条件 応募期間

応募・問い合わせ先

事務員
（2人）
資産税課

基本的なパソ
コン操作がで
きる人

償却資産申告書
の内容確認、書
類の整理、デー
タ入力など

◦勤務日時＝週2日程度（土・日曜日、
祝日を除く）、午前9時〜午後5時

◦時給＝940円

◦2月13日㈫（必着）まで
◦資産税課（市役所2階 〒286-8585 花崎

町760）・☎20-1514

介護支援専門員
（1人）
高齢者福祉課

介護支援専門
員の資格を持
つ人

介護保険事業所
の指定・指導な
ど

◦勤務日時＝週3日程度（土・日曜日、
祝日を除く）、午前9時〜午後4時

◦時給＝1,390円

◦2月15日㈭（必着）まで
◦高齢者福祉課（市役所議会棟1階 〒286-

8585 花崎町760）・☎20-1537

事務員
（1人）
リサイクルプラザ

接客と基本的
なパソコン操
作ができる人

電話受け付け、
窓口業務、デー
タ入力など

◦勤務日時＝月10日程度（土・日曜日、
祝日を除く）、午前9時〜午後5時

◦時給＝940円

◦2月15日㈭（必着）まで
◦リサイクルプラザ（〒286-0823 小泉

344-1）・☎36-1000

事務員
（1人）
成田富里いずみ清掃
工場

接客と基本的
なパソコン操
作ができる人

電話受け付け、
窓口業務、デー
タ入力など

◦勤務日時＝月12日程度（土・日曜日、
祝日を除く）、午前8時30分〜午後4
時30分

◦時給＝940円

◦2月15日㈭（必着）まで
◦成田富里いずみ清掃工場（〒286-0823 

小泉344-1）・☎36-1689

施設管理人
（1人）
勤労会館（不動ヶ岡）

健康で接客が
できる人

受け付け、館内
整理などの管理
業務

◦勤務日時＝週3日程度（土・日曜日、
祝日を除く）、午前8時30分〜午後5
時15分（時間外勤務あり）

◦時給＝930円

◦2月16日㈮（必着）まで
◦商工課（市役所4階 〒286-8585 花崎町

760）・☎20-1622

イベント補助員
（若干名）
観光プロモーション
課

接客と基本的
なパソコン操
作ができ、体
力に自信があ
る人

着ぐるみの着用、
観光イベントの
補助、データ整
理など

◦勤務日時＝週5日程度（土・日曜日、
祝日を含む）、午前8時30分〜午後5
時（時間外勤務あり）

◦時給＝1,040円

◦2月16日㈮（当日消印有効）まで
◦観光プロモーション課（市役所4階 〒28 

6-8585 花崎町760）・☎20-1540

指導員
（1人）
チャレンジドオフィ
スなりた

障がい者就労
支援施設など
で支援の経験
がある人

障がい者の就労
支援など

◦勤務日時＝週4日程度（土・日曜日、
祝日を除く）、午前8時30分〜午後4
時30分

◦時給＝1,240円

◦2月20日㈫（必着）まで
◦障がい者福祉課（市役所議会棟1階 〒28 

6-8585 花崎町760）・☎20-1539

児童ホーム支援員
（15人程度）
市内児童ホーム

18歳以上で業
務に意欲的に
取り組める人

留 守 家 庭 児 童
（小学生）の育成
支援

◦勤務日時＝月〜土曜日（祝日を除く）、
午後1時30分〜7時のシフト勤務（土
曜日、小学校の長期休業期間は午前
7時30分から）

◦時給＝教諭免許・保育士資格あり 
1,210円、免許・資格なし 1,170円

◦2月23日㈮（必着）まで
◦保育課（市役所2階 〒286-8585 花崎町

760）・☎20-1607

勤務期間＝4月1日〜3月31日
応�募方法＝封筒に職種を書き、履歴書に写真を貼って直接（土・日曜日、祝日を除く）

または郵送で各応募先へ。後日、面接日を通知します
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普通救命講習会
心肺蘇生法を学ぼう

日時＝3月25日㈰ 午前9時〜正午
会場＝大栄消防署
内容＝心肺蘇生法・AEDの操作方法な

どを学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上の人
定員と参加費＝15人（先着順）・無料
※申し込みは3月18日㈰までに大栄消

防署（☎73-4141）へ。

リサイクル製品の販売
きれいに修理してまだ使える

日時＝2月15日㈭〜18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＝運転免許証などの本人確認が

できる物を持って、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＝2月20日㈫（当選者にはがきで

通知）
※申し込みのなかった品物は20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、2月11日（日・祝）・
12日㈪は除く）へ。

成田エアポートツーデーマーチ
ウォーキングで地域の魅力を再発見

期日とコース
◦5月19日㈯…成田山開基1080年記念

コース（12㎞）、成田空港コース（7・
10・20・30㎞）、芝山里山コース（10・
30㎞）
◦5月20日㈰…成田田園コース（7・10・

20・30㎞）、芝山早苗歌コース（10・
20㎞）
参加費＝小学生以下無料、中学生200

円、高校生500円、一般1,500円（成
田市・芝山町・酒々井町在住の人は1, 
000円）
申込方法＝4月20日㈮までに観光プロ

モーション課（市役所4階）、成田観光
館、成田市観光案内所、各公民館など
にある申込用紙に必要事項を書いて郵
便局で参加費を振り込む（手数料は実
費）。成田エアポートツーデーマーチ
公式ホームページ（http://spoen.ne 
t/72773）からも4月30日㈪まで申し
込めます
運営ボランティアを募集
期日＝5月19日㈯・20日㈰（1日でも可）
内容＝参加者の誘導・安全確保
対象＝中学卒業以上の人
※くわしくは成田エアポートツーデー

マーチエントリー事務局（10120-
711-951）または同公式ホームペー
ジへ。ボランティアについては同事務
局ボランティア係（スポーツ振興課・
☎20-1584）へ。

食と命の教室
有機農業や農村生活を体験

　1年を通じて田植え、野菜の栽培、稲
わら納豆作りなどを学びます。
日時＝2月17日㈯ 午前10時〜午後5時
（全10回。11月まで毎月1回開催）
会場＝おかげさま農場の畑（伊能）
参加費＝年間3万8,000円（1回ごとの参

加は4,500円。昼食代は別途1人500
円）
申込方法＝2月14日㈬までに、みんな

の農村ネットワークホームページ（htt 
p://www.minson.jp/）から申し込む

※くわしくは同事務局・片岡さん（☎09 
0-1461-3881）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＝3月15日㈭・19日㈪・27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。

ジュニアリーダー養成研修会
自然体験を通して

日時＝3月3日㈯ 午前7時15分集合（午
後5時解散予定）
集合場所＝市役所
内容＝沖ノ島（館山市）で自然体験をする
対象＝市内在住・在学の小学4〜6年生
定員＝60人（応募者多数は抽選）
参加費＝800円程度（テキスト代など）
申込方法＝2月16日㈮（必着）までに往復

はがきに氏名（1枚1人まで）、学校名、
学年、性別、保護者の住所・氏名・電
話番号を書いて生涯学習課（〒286-85 
85 花崎町760）へ

※天候などにより行き先が変更になる場
合があります。くわしくは同課（☎20-
1583）へ。

さんりづか名画座
童謡詩人の生涯を上映

日時＝2月16日㈮ 午後1時〜3時
会場＝三里塚コミュニティセンター
上映作品＝みすゞ
定員＝50人（先着順）
※入場は無料です。申し込みは同セン

ター（☎40-4880、月曜日・2月13日
㈫は休館）へ。

布草履つくり
リサイクルプラザで

日時＝2月20日㈫ 午後1時〜4時
会場＝リサイクルプラザ2階学習室
定員＝10人（初めての人を優先に先着順）
持ち物＝木綿の布切れ50本（1本当たり

5㎝×80㎝）、裁縫道具、はさみ、座
布団

※参加費は無料です。申し込みはリサイク
ルプラザ（☎36-1000、2月11日（日・
祝）・12日㈪は除く）へ。
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