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国際こども絵画交流展
世界各国の作品を

日時＝11月17日㈯〜12月2日㈰（月曜日
を除く） 午前9時〜午後5時
会場＝スカイタウンギャラリー
内容＝「祭-Festival-」をテーマにした世

界各国と市内の子どもたちの絵画作品
の展示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは文化国際課（☎20-1534）へ。

PRESENT 〜 for you＊for me
岩崎宏美コンサートツアー

日時＝2月16日㈯ 午後5時から
会場＝国際文化会館
入場料（全席指定）＝6,500円（友の会会

員は6,000円）
入場券販売場所＝国際文化会館、ボンベ

ルタ成田店4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、多古町コミュニティプラザ、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。

ふれあいコンサート
津軽三味線の演奏

日時＝11月22日㈭ 午後0時10分〜0時
50分
会場＝市役所1階ロビー
出演＝土

は
生
ぶ

みさおさん
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。

なかよし発表会
特別支援学級の生徒たちによる

日時＝12月7日㈮ 午前9時〜正午
会場＝国際文化会館
内容＝市内の小中学校の特別支援学級に

通う児童・生徒による劇やダンスなど
※くわしくは津富浦小学校・佐藤さん
（☎73-2277）へ。

水辺の風景画入賞作品展
小中学生の力作を

日時＝11月15日㈭〜20日㈫ 午前8時
30分〜午後5時15分（20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。

美郷台地区会館サークルまつり
活動の成果を披露

日時＝11月10日㈯・11日㈰ 午前10時
〜午後4時30分（11日は午後4時まで）
会場＝美郷台地区会館
内容＝手芸などの展示やフラダンスなど

の発表
※くわしくは同館（☎24-4352、月曜日・

祝日は休館）へ。

産業まつり
成田の農業や商工業を紹介

日時＝11月17日㈯・18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。

酒フェスティバル
成田空港開港40周年記念

　県内や就航都市などの地域の銘柄の日
本酒を1杯100円から試飲できます。ほ
かにも「うなりくんグラス」の限定販売な
どがあります。
日時＝11月23日（金・祝） 午前11時〜

午後3時30分（酒がなくなり次第終了。
荒天の場合は中止）
会場＝千葉銀行跡地（花崎町）
※くわしくは成田市観光案内所（☎24-31 

98）へ。

日本各地の銘柄の飲み比べも

平成30年9月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 53.9 64.7
長沼 56.8 67.6
北羽鳥 56.3 67.7
北羽鳥
北部 55.5 65.2

新川 55.8 66.1
猿山 48.1 57.6
滑川 55.6 66.4
西大須賀 60.1 72.6
四谷 58.3 69.5
高倉 63.1 77.0
内宿 53.6 63.1
磯部 57.3 68.5
水掛 55.1 65.0
幡谷 55.8 65.9
成毛 55.4 65.0
荒海 61.1 72.8
飯岡 58.8 70.0
大生 59.5 70.8
土室（県） 66.1 80.6
土室（NAA） 55.0 64.5

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 61.7 73.3
大室 57.3 66.7
大室（NAA） 56.9 67.3
野毛平
工業団地 58.9 70.1

芦田 61.6 74.4
赤荻 59.2 70.4
野毛平 59.7 71.6
下金山 51.8 64.3
押畑 49.6 60.4
新田（NAA） 53.1 66.5
新田 55.9 68.8
堀之内 56.8 68.4
馬場 54.8 66.9
遠山小 57.8 70.3
本三里塚 57.6 71.4
三里塚小 59.8 72.4
御料牧場
記念館 55.0 67.4

本城 55.0 66.8
南三里塚 58.6 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

会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
◇11月11日㈰＝「ゆずの葉ゆれて」
　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

図書館
今�月の図書館休館日＝5日㈪、12日㈪、19

日㈪、26日㈪、30日㈮（館内整理日）
※ 3日（土・祝）、23日（金・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）。4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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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
抽選日＝11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。くわしくはリサイク
ルプラザ（☎36-1000、祝日は除く）へ。

プロから伝授 マイ♥スイーツ
本格的なチョコレートケーキを

日時＝11月28日㈬ 午後1時〜4時
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝16歳以上の人
定員＝12人（先着順）
参加費＝1,500円（材料費など）
持ち物＝エプロン、三角巾、タオル
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27-

5252、第4月曜日は休館）へ。

太巻き寿司講習会
伝統料理に挑戦しよう

日時＝11月21日㈬ 午前10時〜午後2
時
会場＝中央公民館
対象＝市内在住・在勤の20歳以上の人
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円程度（材料費）
持ち物＝三角巾、エプロン、巻き簾

す

申込方法＝11月12日㈪（必着）までに、
はがきまたはEメールで住所・氏名・
電話番号・行事名を書いて農政課（〒2 
86-8585 花崎町760 Eメールnose 
i@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1541）へ。

竹籠作り体験教室
小物入れなどに使える

日時＝11月25日㈰ 午後1時〜5時
会場＝玉造公民館
内容＝竹ひごを編んで籠を作る
対象＝16歳以上の人
定員＝10人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円（材料費）
申込方法＝11月15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・教室名を玉造公
民館（〒286-0011 玉造7-21 Eメール
kominkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎26-3644、月曜日・
祝日は休館）へ。

市民ペタンク大会
気軽に楽しめる

日時＝12月9日㈰ 午前8時30分から
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11月30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。

普通救命講習会
いざというときのために

日時＝12月23日（日・祝） 午前9時〜正
午
会場＝成田消防署
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
定員と参加費＝15人（先着順）・無料
※申し込みは12月16日㈰までに成田消

防署（☎20-1594）へ。

男女共同参画講演会
私たちが今、何をすべきか考える

日時＝12月8日㈯ 午前10時30分から
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝世界がもし100人の村だった

ら〜52人が女性、48人が男性です
講師＝池田香代子さん（ドイツ文学翻訳

家）
定員と参加費＝200人（市内在住・在勤・

在学の人を優先に先着順）・無料
申込方法＝12月3日㈪までに電話・FA 

X・Eメールのいずれかで、住所・氏名・
電話番号、市内在勤・在学かどうか、
託児（2歳〜未就学児）の利用の有無を
市民協働課（☎20-1507 FAX24-10 
86 Eメールkyodo@city.narita.chib 
a.jp）へ。託児の申し込みは11月28日
㈬までに同課へ

※くわしくは同課へ。

地球温暖化防止活動推進員
環境保全のために

　県では、温暖化対策を推進する活動な
どを行うボランティアを募集しています。
応募資格＝県内在住・在勤・在学の18

歳以上の人で、「環境カウンセラー」「う
ちエコ診断士」「地球温暖化防止コミュ
ニケーター」などの有資格者（資格がな
い場合は、申し込み後に県が指定する
研修を受講）
活動期間＝2019年4月〜2022年3月
受付期限＝11月20日㈫
※くわしくは県循環型社会推進課（☎04 

3-223-4645）へ。

お知らせお知らせ

ロードレース大会
小学生が力走

　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13日㈫ （雨天の場合は11月

14日㈬） 午前9時〜11時30分
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。

伝 板言

人形を使って心肺蘇生法を学ぶ

募　集募　集
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市民が作る手作りおひなさま展
あなたの力作を

　2月16日㈯〜3月10日㈰にスカイタウ
ンギャラリーで開催される作品展に出品
しませんか。
対象＝市内在住・在勤・在学の人、市内

で作品の制作活動をしている人
規格＝布製・陶製・粘土・絵画などの作

品。縦50cm×横60cm×高さ40cm
以内で、1人1点まで
応募方法＝12月15日㈯までに文化芸術

センターまたは同センターホームペー
ジ（http://www.narita-bungei-skyt 
own.jp）にある出品票に必要事項を書
いて、直接・FAX・Eメールのいずれか
で同センター事務室（スカイタウン成田
4階 FAX22-7311 Eメールinfo@nar 
ita-bungei-skytown.jp）へ。後日、指
定された日に作品を搬入

※くわしくは文化芸術センター（☎20-1 
133、月曜日は休館）へ。

図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

期日＝11月16日㈮
会場＝市立図書館1階おはなし室
参加費＝無料
持ち物＝薄手のハンカチ
0・1歳のおはなしかい
時間＝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）
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
時間＝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）
※「2・3歳のおはなしかい」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。

市内の保育所など
平成31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＝12月3日㈪〜1月11日㈮（土・

日曜日、祝日を除く） 午前9時〜午後
5時15分（1月11日は午前9時〜11時
30分、午後1時30分〜4時）
受付場所＝保育課（市役所2階）（1月11

日は市役所6階中会議室）

申込方法＝事前に保育課（☎20-160 
7）へ予約をして、申込書を提出（1月
11日は当日直接会場へ）
申込書配布開始日＝11月1日㈭
申込書配布場所＝保育課、各保育園・

事業所・認定こども園
※市外の保育所を希望する場合は保

育課（☎20-1607）へ連絡してくだ
さい。くわしくは同課へ。

読み聞かせを親子で楽しむ

＊1　対象は0〜2歳児
＊2　幼稚園部分は、各園に直接申し込み

公立保育園
名称 所在地 電話番号

中台 中台3-5 27-9023

中台第二 中台1-5 29-6676

吾妻　 吾妻2-7 27-5773

新山 加良部4-24 28-2527

玉造　 玉造3-3 26-8889

橋賀台 橋賀台2-23-1 28-0676

赤坂 赤坂2-1-1 20-6900

松崎 松崎2163-1 26-8282

赤荻 赤荻1042 24-0752

長沼 長沼495-3 37-0005

小御門 名古屋1144-1 96-2362

高岡 大和田156 96-0042

大栄 一坪田406-1 73-3000

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

キートスチャイ
ルドケア美郷台 郷部1414-2 33-7024

宗吾 宗吾2-276 26-2472

公津の杜 公津の杜2-24-1 29-6551

三里塚第一 三里塚191 35-0165

三里塚第二 三里塚263-15 35-0081

三里塚みらい 西三里塚248-9 36-5328

あい・あい保育
園本三里塚園 本三里塚4-18 37-5822

大室 大室766-2 36-0749

月かげ 西大須賀1872-4 96-0531

小規模保育事業所*¹
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

ひまわり保育園 囲護台3-6-10 22-3693

キッズルーム
ひまわり 囲護台3-6-4 22-3692

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

ハレルヤ保育園 大袋356-1 29-6200

ことり保育園
公津の杜園

公津の杜
3-33-10 37-3100

事業所内保育事業所*¹
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*¹
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）*²
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



伝 板
言 M e s s a g e B

o a r d

広報なりた 2018.11.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です29

4c

催 

し 

物

お
知
ら
せ

募
　
集

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22日㈮〜28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できる
◦全ての事前研修会に参加ができる
◦2019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）
の受け入れができる
定員＝10人（選考あり）
参加費＝11万円程度
申込方法＝11月26日㈪（必着）までに成

田市国際交流協会事務局（市役所4階
文化国際課内）または協会ホームペー
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（〒28 
6-8585 花崎町760）へ

※12月9日㈰に選考会を行い、決定者
には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。

房総寿司教室
見た目も鮮やか

日時＝11月20日㈫、12月11日㈫ 午前
10時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝巻きずし（盆栽のウメ、ツバキの

花）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
、持

ち帰り用容器、タオル
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27-

5252、第4月曜日は休館）へ。

まちの保健室in三里塚CC
看護師による健康講座

日時＝11月20日㈫ 午後2時30分〜3時
30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
テーマ＝始めよう！フットケア〜足に現

れる病気のサイン
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
※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5日㈬ 午後2時〜4時
会場＝八生公民館
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15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
八生公民館（〒286-0846 松崎317 
Eメールkominkan@city.narita.chib 
a.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-1533、月曜日・
祝日は休館）へ。

ヒンメリ作り
クリスマスの飾りとしても

日時＝11月24日㈯ 午前10時〜正午
会場＝市体育館
内容＝フィンランド伝統の装飾品である

ヒンメリを杉材を使って作る
定員＝20人（先着順）
参加費＝2,500円（材料費）
申込方法＝11月20日㈫午後5時までに

参加費を持って市体育館へ
※くわしくは同館（☎26-7251）へ。

脳トレあそびと立体パズルづくり
みんなで頭の体操

日時＝11月10日㈯ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
対象と定員＝小学生・20人（先着順）
参加費＝200円（材料費）
※申し込みは11月4日㈰午前10時から子

ども館（☎20-6300、月曜日・祝日は
休館）へ。

秋の歴史講演会
江戸時代の成田山を知る

日時＝12月2日㈰ 午後2時から
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝江戸時代の成田山の開帳
講師＝小倉博さん（市文化財審議委員会

委員長）
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。

ユニセフ・ラブウォークIN房総のむら
参加費は全額募金

日時＝11月23日（金・祝）（雨天決行） 午
前9時30分〜午後0時45分
会場＝房総のむら（栄町）
コースと定員（先着順）＝1km・10人、5 

km・190人
参加費＝中学生以上500円、4歳〜小学

生200円
申込方法＝11月21日㈬までに電話または

FAXで代表者の住所・氏名・電話番号、
参加人数を千葉県ユニセフ協会（☎04 
3-226-3171 FAX043-226-3172）
へ。同協会ホームページ（http://ww 
w.unicef-chiba.jp）からも申し込めます

※くわしくは同協会へ。

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7日㈮ 午後2時〜4時
会場＝生涯大学校
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16日㈮までに市文化

財保護協会事務局（生涯学習課・☎20- 
1583）へ。

募　集募　集

ヒンメリの作品例


