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ホールの開放
成田国際高校で

期間＝4〜9月の木・土・日曜日
時間＝午後2時〜6時（木曜日は午後6時

30分〜8時30分）
対象＝芸術文化の振興を目的とした社会

教育団体
使用料＝無料
申込方法＝3月8日㈭までの午前9時〜

午後4時（土・日曜日を除く）に、成田
国際高校にある申請書に必要事項を書
いて同校へ

※冷暖房は使用できません。くわしくは
同校（☎27-2610）へ。

し催 物

びりとブッチィー
道化師のコメディーショー

　国内外でも人気の道化師「びりとブッ
チィー」による、子どもから大人まで一
緒に笑って楽しめるドタバタコメディー
をお楽しみください。
日時＝3月24日㈯ 午後2時から
会場＝スカイタウンホール
定員＝250人（先着順）
入場料（全席指定）＝1,500円（小学生以

下は500円。3歳未満でも座席を使用
する場合は有料）
入場券販売開始日＝3月3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

※くわしくは文化芸術センター（☎20-1 
133、月曜日は休館）へ。

ロビーコンサート
美しい音色を

日時＝3月18日㈰ 午後0時30分〜1時
30分
会場＝国際文化会館大ホールロビー
内容＝NPOアミーチあんだんてによる

二
に

胡
こ

、和太鼓、尺八、箏
こと

の演奏
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは同館（☎23-1331、月曜
日、祝日の翌日は休館）へ。

公津しだれ桜ふれあいまつり
春の訪れを喜んで

日時＝3月24日㈯・25日㈰ 午前10時
〜午後3時
会場＝公津公民館
内容
◦華道体験（3月24日㈯ 午前10時〜正

午）…参加費300円（材料費）。先着20
人。申し込みは3月22日㈭までに公
津公民館（☎26-9610）へ

◦茶道体験…参加費200円（材料費）。
参加を希望する人は当日直接会場へ

◦展示…陶芸（販売も）・書道・水墨画・
編み物・写真・古文書・山野草など

◦発表…カラオケ・ウクレレ・フラダン
ス・日本舞踊・エイサーなど

◦模擬店…焼きそば・パンの販売など
※両日とも公民館の駐車場は利用できま

せん。くわしくは公津公民館（☎26-
9610、月曜日・祝日は休館）へ。

なりたカルチャーフェスティバル
ヒップホップダンスなどを披露

日時＝3月18日㈰ 午後2時から
会場＝国際文化会館大ホール
内容＝ヒップホップダンスとゴスペルの

発表、オカリナ演奏
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは同館（☎23-1331、月曜日、
祝日の翌日は休館）へ。

ふれあいコンサート
成田小学校合唱部が出演

日時＝3月22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。

サークルによる発表

会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
◇3月4日㈰＝「怪盗グルーのミニオン危機

一発」
　2013年・アメリカ・アニメ・吹替
◇3月17日㈯＝「いつまた、君と〜何日君

再来〜」
　2017年・日本
◇3月23日㈮＝「スマ―フ スマーフェットと

秘密の大冒険」
　2017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30年1月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 52.5 63.2
長沼 56.3 67.2
北羽鳥 55.7 67.0
北羽鳥
北部 55.7 65.4

新川 56.4 67.0
猿山 49.5 59.8
滑川 55.5 66.7
西大須賀 58.9 71.8
四谷 57.7 69.0
高倉 61.3 75.7
内宿 53.7 64.0
磯部 57.1 68.4
水掛 56.2 66.9
幡谷 56.6 67.2
成毛 56.6 66.9
荒海 60.4 72.0
飯岡 58.9 70.7
大生 59.3 70.8
土室（県） 64.1 79.1
土室（NAA） 55.5 66.1

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 60.8 72.3
大室 57.6 68.3
大室（NAA） 57.8 69.2
野毛平
工業団地 59.9 71.3

芦田 61.2 73.8
赤荻 59.4 70.0
野毛平 59.8 71.2
下金山 52.3 64.5
押畑 51.4 61.9
新田（NAA） 58.2 71.6
新田 60.5 73.4
堀之内 58.4 70.2
馬場 54.5 66.1
遠山小 58.4 70.8
本三里塚 58.6 72.1
三里塚小 59.0 71.4
御料牧場
記念館 55.2 67.4

本城 57.0 68.5
南三里塚 59.3 72.6

※�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㈪、12日㈪、19
日㈪、26日㈪、30日㈮（館内整理日）

※ 21日（水・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

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。
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明治大学・成田社会人大学
もっと知りたいをサポート

　平成30年度の受講生を募集します。
併せて、会場設営や受け付けなどを行う
運営ボランティアも募集します。定員は
各課程5人程度（応募者多数は抽選）で、
講座を受講する際に掛かる受講料が無料
になります。
会場＝市役所6階大会議室など
期日＝5月19日㈯・26日㈯、6月2日㈯・

16日㈯・30日㈯、7月7日㈯・21日
㈯・28日㈯、8月4日㈯・18日㈯、9
月1日㈯・8日㈯・15日㈯・22日㈯・
29日㈯、10月6日㈯・13日㈯・20日
㈯、11月17日㈯・23日（金・祝）のう
ち、各課程10日間
課程とテーマ・講師（各全10回）
◦国際社会課程・「国際協力について考

える〜歴史的展望と課題」…所康弘さ
んほか

◦教養文化課程・「2020年東京オリン
ピック〜その歴史、スポーツマネジメ
ント、おもてなし文化」…後藤光将さ
んほか

◦ライフマネジメント課程・「人生100
年時代の食とセルフメディケーション
〜食、予防医学、フィットネス」…上
原征彦さんほか
対象＝市内在住・在勤・在学の高校生以

上で、学習意欲のある人
定員＝国際社会課程・ライフマネジメン

ト課程各100人、教養文化課程40人
（応募者多数は初めて受講する人を優
先に抽選）
受講料＝各1万円（材料費などは実費）
申込方法＝3月16日㈮（必着）までに、は

がきに住所・氏名（フリガナ）・年齢・性
別・電話番号・勤務先または学校名（市
外の人のみ）・希望する課程名（1人1
課程）・運営ボランティア希望の場合
は「運営ボランティア希望」と書いて生
涯学習課「明大」係（〒286-8585 花
崎町760）へ

※日程は変更となる場合があります。く
わしくは同課（☎20-1583）へ。

親子たけのこ掘りと竹細工教室
自然の恵みがいっぱい

日時＝4月21日㈯ 午前9時〜正午
会場＝八生公民館
内容＝親子でタケノコ掘りと竹細工を楽

しむ
対象＝小学生と保護者
定員＝16組（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝3月23日㈮（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・保護者と子
どもの氏名（フリガナ）・性別・学校名・
学年・電話番号・教室名を八生公民館

（〒286-0846 松崎317 Eメールkom 
inkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-1533、月曜日・
祝日は休館）へ。

自衛隊幹部候補生（一般）
平和を仕事にする

応募資格＝20〜25歳の人（22歳未満の
人は大卒（平成31年3月末日までに卒
業見込みの人を含む））
申込期限＝5月1日㈫
1次試験日＝5月12日㈯・13日㈰のい

ずれか1日
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

リサイクル製品の販売
自転車や家具などを

日時＝3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＝3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、祝日は除く）へ。

文化団体連絡協議会
一緒に活動しませんか

　成田市文化団体連絡協議会（文団連）で
は、平成30年度の新規加盟団体を募集
します。加盟を希望する団体には書類を
送付します。
申込期限＝3月26日㈪
※申し込みは文化国際課（☎20-1534）へ。

お知らせ

子ども会連絡会
加入団体の活動を助成

　子ども会連絡会では、入会説明会を開
催します。加入団体は活動助成を受けら
れるほか、活動保険への加入や主催事業
への参加が可能です。
日時＝3月22日㈭ 午前10時〜正午
会場＝市役所6階大会議室
対象＝市内の子ども会の代表者、子ども

会活動に興味のある人
※申し込みは子ども会連絡会事務局（生

涯学習課・☎20-1583）へ。

雇用促進奨励金
障がい者などを雇った事業主に

対象＝市内に事業所があり、次のいずれ
かに当てはまる市内在住者を常用労働
者として雇用した事業主（①〜④は公
共職業安定所の紹介で雇用した場合に
限る）

①55〜64歳の人
②障がい者
③20歳未満の子や障がいのある子を扶

養する母子家庭の母と父子家庭の父
④精神・身体の障がいにより長期にわ

たって労働能力を失っている配偶者を
扶養する人

⑤自己の事業所（定年を60歳以上に定め
ている事業所に限る）に10年以上勤務
した定年退職者
奨励金の額（1人当たり）＝月額1万7,0 

00円（重度の障がい者は2万2,000円）
助成期間＝雇用した翌月から12カ月（重

度の障がい者は18カ月）
申請期間＝3月13日㈫まで
※くわしくは商工課（☎20-1622）へ。

募 集
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普通救命講習会
心肺蘇生法を学ぼう

日時＝4月29日（日・祝） 午前9時〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上の人
定員＝15人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは三里塚消防署（☎35-100 

7）へ。

非常勤職員
介護保険課で

応募資格＝基本的なパソコン操作ができ、
普通自動車運転免許を持っている人
募集人員＝2人
業務内容＝要介護認定調査
勤務期間＝4月1日〜3月31日
勤務日時＝週5日（土・日曜日、祝日を

除く）、午前9時〜午後5時
勤務場所＝介護保険課（市役所議会棟1

階）
時給＝1,320円
応募方法＝3月9日㈮（必着）までに、写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
介護保険課（市役所議会棟1階 〒28 
6-8585 花崎町760）へ
面接日＝3月16日㈮
※くわしくは同課（☎20-1545）へ。

日本語ボランティアスタッフ養成講座
あなたの力を役立てませんか

日時＝4月12日・19日・26日、5月24
日・31日・6月7日の木曜日（全6回） 
午後2時〜4時（このほか、期間中に現
場実習を行います）
会場＝中央公民館
内容＝外国人に初級程度の日本語を教え

るのに必要な知識を習得する
対象＝事前に「外国人のための日本語教

室」を見学でき、講座終了後に同教室
で活動できる人
見学希望クラスと時間
◦火曜クラス…午前10時〜正午
◦水曜クラス…午後7時〜9時
◦金曜クラス…午前10時〜正午
◦土曜クラス…午後6時30分〜8時30分
定員＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
持ち物＝指定する日本語学習教材
申込方法＝3月23日㈮（必着）までに、

はがきまたはEメールで住所・氏名（フ
リガナ）・電話番号・見学希望クラス
を中央公民館「日本語ボランティア養
成講座」係（〒286-0017 赤坂1-1-3 
Eメールkominkan@city.narita.chi 
ba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日・祝日は休館）へ。

合同企業説明会in NARITA
地元で就職を考えている人へ

日時＝3月29日㈭ 午後1時〜4時
会場＝メルキュールホテル成田
内容＝市内の企業による合同説明会
対象＝就職活動中の30歳未満の人
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは合同企業説明会in NARI 
TA事務局（☎03-5913-6085 ホーム
ペ ー ジhttp://partner.lec-jp.com/ 
ti/wakate-narita/）へ。

イースターエッグハント
子ども館で

　卵の殻に色を塗ったり、絵を描いたり
して飾り付けたイースターエッグを作り
ます。また、子ども館内に隠されたイー
スターエッグを探す遊びも行います。
日時＝3月11日㈰ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
対象＝小学生〜高校生
定員＝20人（先着順）
参加費＝100円（材料費）
持ち物＝飾りたいシール、タオル、作品

を持ち帰る袋
※申し込みは3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。

保育課の非常勤職員 勤務期間＝4月1日〜3月31日
応�募方法＝3月9日㈮（当日消印有効）までに封筒に職種を書き、履歴書に写真を貼っ

て直接または郵送で保育課（市役所2階 〒286-8585 花崎町760）へ
※くわしくは同課（☎20-1607）へ。後日面接日を通知します。

＊1玉造保育園は改修工事のため、9月下旬までは赤坂保育園での勤務
＊2勤務日数は応相談

職種（募集人員）
勤務場所 応募資格 業務内容 勤務条件

事務補助員
（1人）
保育課

基本的なパソコン操作ができ、業務に意欲
的に取り組める人

データ入力、書類
整理など

◦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
看護師
（3人程度）
玉造保育園*¹ほか
大栄幼稚園

看護師資格を持ち、臨床経験がある人 園児の医療的ケア
◦勤務日時*²＝月〜金曜日（祝日を除く。場合によ

り土曜日の勤務あり）、午前8時30分〜午後5時
（時間外勤務あり）

◦時給＝1,530円

幼稚園教諭（副担任）
（1人）
大栄幼稚園

幼稚園教諭免許を持ち、業務に意欲的に取
り組める人（学生不可。ただし、平成29年
度末までに卒業見込みの場合は応募可）

クラス担任の補助、
バス添乗

◦勤務日時＝月〜金曜日（祝日を除く。幼稚園の長
期休業期間は週1日程度）、午前7時45分〜午後
4時15分（時間外勤務あり）

◦時給＝1,300円

養護補助員
（1人）
大栄幼稚園

幼稚園教諭免許・保育士資格・介護福祉士
資格のいずれかを持ち、業務に意欲的に取
り組める人

日常的に支援を必要
とする幼児の介助

◦勤務日時＊2＝月〜金曜日（祝日、幼稚園の長期休
業期間を除く）、午前8時30分〜午後3時30分（時
間外勤務あり）

◦時給＝1,210円
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市ソフトボール協会
チームで登録

チーム区分＝男、女、シニア
対象＝市内在住・在勤・在学の大学生以

上（シニアは60歳以上）の人が参加す
るチーム（企業チームを含む）
会費（1チーム当たり）＝年額5,000円
※くわしくは市ソフトボール協会・坪田

さん（☎26-0889）へ。

女子ソフトボール選手
東部五市体育大会

　5月20日㈰に匝瑳市で行われる東部
五市体育大会のソフトボール競技に、市
の代表として出場する女性選手を募集し
ます。
対象＝市内在住・在勤・在学の18歳以

上の経験者（高校生は除く）
※申し込みは4月8日㈰までに市ソフトボー

ル協会・坪田さん（☎26-0889）へ。

スポーツ少年団への加入
運動好きの小学生集まれ

募集種目＝野球、ミニバスケットボール、
卓球、ラグビー、剣道、サッカー、バ
レーボール（女子のみ）、空手、ハンド
ボール
対象＝小学生以上（未就学児は相談して

ください）
※くわしくは市スポーツ少年団事務局
（スポーツ振興課・☎20-1584）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＝4月16日㈪・24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。

図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

会場＝市立図書館1階おはなし室（はる
やすみおはなしかいは2階集会室）
0・1歳のおはなしかい
日時＝3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
2・3歳のおはなしかい
日時＝3月16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）
はるやすみおはなしかい
期日＝3月27日㈫
時間と対象・内容
◦午前10時30分〜11時…幼児（3歳以

上）と保護者・「おいしいおかゆ」「ぐる
んぱのようちえん」ほか

◦午前11時20分〜正午…小学生（保護
者も可）・ 「ねずみのすもう」「長ぐつを
はいたねこ」ほか

※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」「はる
やすみおはなしかい」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。

生涯大学院
60歳からの新しい出会い

会場＝生涯大学校（囲護台）ほか
学習内容
◦教養講座（年25回程度・午前10時〜

正午）…成田の歴史、健康・軽スポー
ツ、俳句、社会保険制度など

◦専門講座（年15回程度・午後1時30分
〜3時30分）…書道・陶芸・園芸・油
絵・体操・音楽から1つを選択
そのほかの活動＝学園祭、グラウンド・

ゴルフ、広報誌の編集、作品展など
対象＝市内在住の60歳以上（4月1日現

在）で、3年間通学できる人
定員＝100人（応募者多数は抽選）
授業料＝無料（教材費・保険料などは実

費）
申込方法＝3月16日㈮（必着）までに、は

がきに住所・氏名（フリガナ）・性別・生
年月日・電話番号を書いて生涯学習課

「生涯大」係（〒286-8585 花崎町76 
0）へ

※くわしくは同課（☎20-1583）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＝3月18日㈰ 午前10時から
会場＝中央公民館
内容＝ギリシャ出身の講師と一緒に家庭

料理を作る
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事務局（☎

23-3231）へ。

募 集

共に活動しよう

期日＝3月3日㈯・4日㈰・10日㈯・
11日㈰・17日㈯・18日㈰・21
日（水・祝）・24日㈯・25日㈰・
31日㈯
区間と時間
◦JR成田駅〜薬師堂…午前11時

〜午後2時
◦薬師堂〜成田山門前（鍋店角）…

午前11時〜午後4時
※くわしくは成田市観光協会（☎

22-2102）へ。

表参道の交通規制


