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栗山公園のミニSL
2月まで運休します

　12〜2月は、ミニSLを運休します。次
回の運行は、3月24日㈰午前10時〜午
後3時です。
※くわしくは公園緑地課（☎20-1562）へ。

4月入所の受け付け
市内の保育所など

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＝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（☎20-1607）

へ予約をして、申込書を提出（1月11日
は当日直接会場へ）
申込書配付場所＝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。

催し物催し物

成人式
人生の節目を祝う

日時＝1月13日㈰ 正午から（受け付けは
午前11時15分から）
会場＝成田国際空港第2旅客ターミナル

ビル前中央広場
対象＝平成10年4月2日〜11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。

青少年感動芸術劇場
ミュージカルを鑑賞しませんか

日時＝12月22日㈯ 午後3時から
会場＝国際文化会館
出演＝ミュージカルカンパニーイッツフォー

リーズ
入場料（全席自由）＝1,000円（小学生以

下は無料）
入場券販売場所＝国際文化会館、子ども

プラザ成田、ボンベルタ成田店4階
サービスカウンター、ヨネダカメラ店

※3歳未満は入場できません。くわしく
は子どもプラザ成田（☎29-1387）へ。

文化芸術センター企画展
書道や鉄道の写真など

会場＝スカイタウンギャラリー
入場料＝無料
写真でつづる千葉県と鉄道展
日時＝12月9日㈰〜16日㈰ 午前10時〜

午後5時（16日は午後4時まで）
内容＝鉄道の歴史を写真で振り返る
【展示解説】
日時＝12月9日㈰ 午前11時から、午後

1時30分から
新春書道・華道展
日時＝1月1日（火・祝）〜14日（月・祝）  

午前10時〜午後5時（14日は午後4時
まで）
内容＝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（☎20-11 
33、月曜日は休館）へ。

しまじろうコンサート
たんけん！うみのワンダーランド

日時＝2月24日㈰ 午後0時30分から、午
後3時30分から
会場＝国際文化会館
入場料（全席指定）＝3,120円（3歳未満は

膝上鑑賞は無料）
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。空港で記念撮影

平成30年10月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 55.8 66.4
長沼 58.6 69.3
北羽鳥 57.6 68.7
北羽鳥
北部 57.6 67.1

新川 57.7 67.8
猿山 50.7 60.0
滑川 56.3 66.4
西大須賀 59.1 70.6
四谷 58.5 68.9
高倉 61.5 74.4
内宿 55.5 65.1
磯部 59.1 70.0
水掛 57.9 67.8
幡谷 58.0 67.8
成毛 58.3 68.2
荒海 62.1 73.3
飯岡 60.8 72.0
大生 61.2 72.3
土室（県） 64.2 77.9
土室（NAA） 57.0 66.8

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 62.4 73.4
大室 58.7 68.5
大室（NAA） 58.4 69.2
野毛平
工業団地 61.0 71.8

芦田 62.9 75.5
赤荻 61.1 71.9
野毛平 61.6 73.2
下金山 53.8 65.6
押畑 52.5 62.8
新田（NAA） 54.6 67.5
新田 57.0 69.2
堀之内 59.2 70.8
馬場 56.9 68.5
遠山小 59.1 71.3
本三里塚 58.4 72.3
三里塚小 59.9 72.5
御料牧場
記念館 56.1 68.1

本城 56.9 68.4
南三里塚 57.7 71.1

※�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
◇12月8日㈯＝「幸福の黄色いハンカチ」
　1977年・日本
◇12月21日㈮＝「怪盗グル―のミニオン大

脱走」
　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

図書館
今�月の図書館休館日＝3日㈪、10日㈪、17

日㈪、25日㈫、29日㈯〜31日㈪（年末
休館）

※ 24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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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＝若干名
業務内容＝歯科健診・訪問歯科診療など

の補助、歯科保健指導など
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＝1,380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
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。

防犯まちづくり講演会
腹話術で楽しく学ぶ

日時＝1月26日㈯ 午前10時から
会場＝市役所6階大会議室
内容＝腹話術を使った防犯講演会、電話

de詐欺などの寸劇
講師＝ポンちゃん一座（腹話術師）、なり

たポリス一座（成田警察署）
定員と参加費＝200人（先着順）・無料
※申し込みは交通防犯課（☎20-1527）

へ。

HAPPYバレンタインin沖縄
素敵な出会いを

期日＝3月9日㈯・10日㈰（1泊2日）
内容＝沖縄観光、交流パーティーなどを

通して参加者同士の親睦を図る
対象＝20〜45歳の独身で、成田市・富

里市・香取市・山武市・栄町・神崎町・
芝山町・横芝光町・多古町に在住・在
勤の人（女性は移住希望も可）
定員＝男女各20人（先着順）
参加費＝男性4万4,800円、女性3万9, 

800円（交通費、宿泊費など）
申込方法＝12月3日㈪から電話またはE

メールで住所・氏名・年齢・電話番号
を多古町企画空港政策課交流イベント
事務局（☎0479-76-5409 Eメールku 
ukou@town.tako.lg.jp）へ

※くわしくは同事務局へ。

0・1歳のおはなしかい
えほんとあそぼう

日時＝12月14日㈮ 午前11時〜11時30
分
会場＝市立図書館1階おはなし室
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）
参加費＝無料
持ち物＝薄手のハンカチ
※申し込みは午前9時30分から市立図書

館（☎27-2000）へ。

豊住ふれあい大人陶芸教室
湯飲みと茶碗を作ろう

日時＝1月20日・27日、2月3日・17日・
24日の日曜日（全5回） 午前9時30分
〜正午
会場＝豊住ふれあい健康館
対象＝16歳以上の人
定員＝15人（先着順）
参加費＝1,500円（材料費・保険料など）
持ち物＝エプロン、タオル
※申し込みは1月11日㈮までにスポー

ツ振興課（☎20-1584）へ。

書き初め大会
一筆に集中して

日時＝1月26日㈯ 午前9時30分〜午後
0時30分
会場＝市体育館
対象＝小学生〜高校生
定員と参加費＝200人（先着順）・無料
持ち物＝書道用具
申込方法＝1月10日㈭までに市体育館ま

たは市スポーツ・みどり振興財団ホーム
ページ（http://www.park-narita.jp）
にある申込書を直接・FAX・ Eメールの
いずれかで市体育館（FAX26-7258 E
メールfujisaki@park-narita.jp）へ

※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

お知らせお知らせ

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、入所申請書類の配布を行
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
受付期間＝1月28日㈪〜2月6日㈬（都合

の悪い人は、事前に保育課（☎20-160 
7）に連絡してください）
受付場所＝市役所2階202会議室
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）

※くわしくは保育課へ。

伝 板言

募　集募　集

児童
ホーム名 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（橋賀台小校庭）
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）

慎重に筆を運ぶ
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こども生け花体験教室
正月に飾る作品を

日時＝12月27日㈭ 午前10時〜正午
会場＝八生公民館
内容＝正月用の花を生けて、華道の初歩

を学ぶ
対象＝市内在住の小中学生
定員＝25人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,300円（材料費）
申込方法＝12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）・電話番号・学校名・学年・教室
名を八生公民館（〒286-0804 松崎31 
7 Eメールkominkan@city.narita.c 
hiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-1533、月曜日・
祝日、12月25日㈫は休館）へ。

成田国際福祉専門学校開放講座
初級簿記を基礎から学ぶ

日時＝1月12日・19日・26日、2月2日・
9日・16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。保険料は別

途）
※申し込みは12月17日㈪までに生涯学

習課（☎20-1583）へ。

霊きゅう車の運転手
八富成田斎場で

応募資格＝普通自動車免許を持つ人
募集人員＝1人
業務内容＝霊きゅう車の運転など
勤務期間＝4月1日〜3月31日
勤務日時＝月15日程度、午前7時〜午後

5時の間で市が指定する8時間30分
勤務場所＝八

やつ
富
とみ

成田斎場（吉倉）
時給＝1,220円
応募方法＝12月17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（市役所2階 〒286-8585花
崎町760）へ

※くわしくは同課（☎20-1531）へ。

育休代替任期付職員
一般行政職・保育士・看護師など

募集人員
◦保育士…8人程度
◦保健師…若干名
◦看護師…若干名
◦一般行政職…8人程度
任期＝おおむね6カ月〜3年
受験資格
◦保育士…保育士の資格（本市に係る国

家戦略特別区域限定保育士の資格を含
む）を持つ人（平成31年3月末日まで
に取得見込みの人も含む）
◦保健師…保健師の資格を持つ人（平成

31年3月末日までに取得見込みの人
も含む）
◦看護師…看護師の資格を持つ人（平成

31年3月末日までに取得見込みの人
も含む）
◦一般行政職…平成13年4月1日までに
生まれた人
試験案内・申込書の配布場所＝12月3

日㈪から人事課（市役所3階）、市ホー
ムページ（http://www.city.narita.
chiba.jp/boshu/index0644.html）
申込方法＝12月3日㈪〜14日㈮（当日消

印有効）に申込書と受験票を直接また
は郵送で人事課（〒286-8585 花崎町
760）へ
試験日＝1月9日㈬・10日㈭
会場＝市役所議会棟3階執行部控室
※くわしくは人事課（☎20-1505）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21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＝15人（先着順）
参加費＝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。

お正月飾りづくり
イノシシの置物を

日時＝12月9日㈰ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
内容＝来年の干

え
支
と

であるイノシシの置物
を作る
対象＝小学生
定員＝20人（先着順）
参加費＝300円（材料費）
持ち物＝作品を持ち帰る袋
※申し込みは午前10時から子ども館（☎

20-6300、月曜日・祝日は休館）へ。

普通救命講習会
いざというときのために

日時＝1月27日㈰ 午前9時〜正午
会場＝三里塚消防署
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＝15人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは1月20日㈰までに三里塚消

防署（☎35-1007）へ。

ジュニアボウリング体験教室
目指せストライク

日時＝12月22日㈯ 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＝インストラクターからルール・マ

ナーの講義や投球指導を受ける
対象＝小学生（保護者同伴）
定員＝15人（先着順）
参加費＝600円（貸靴代は別途）
持ち物＝運動のできる服装、靴下、タオ

ル
※申し込みは12月19日㈬までに市ボウ

リング協会事務局・間嶋さん、齊藤さ
ん（ラクゾー成田店・☎33-6752）へ。

投球フォームを意識して

スマートフォンで読む「広報なりた」

専用アプリを無料でダウンロードできます。
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スタインウェイを弾いてみよう
大ホールでグランドピアノを

　世界的に有名なピアノであるスタイン
ウェイを大ホールで弾いてみませんか。
日時＝1月26日㈯・27日㈰ 午前9時〜

午後5時
会場＝国際文化会館
演奏時間（1人当たり）＝60分
定員＝各8人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円（施設利用料など）
申込方法＝1月11日㈮（必着）までに往復

はがき（1人1枚まで）に住所・氏名・電
話番号・希望日（午前・午後のいずれか
も）を書いて国際文化会館「スタインウェ
イを弾いてみよう」係（〒286-0021 土
屋303）へ

※くわしくは同館（☎23-1331、12月24
日を除く月曜日、12月25日㈫は休館）
へ。

潜在看護師復職支援講習会
再就職を考える人に

日時＝2月5日㈫・12日㈫・19日㈫・26
日㈫（全4回） 午前10時〜午後3時
会場＝国際医療福祉大学成田キャンパス
内容＝最新の医療看護の動向を知り、再

就職するために必要な知識・技術を習
得する
対象＝市に住民記録がある人で、看護師

資格を持ち看護師として市内で復職し
たい人
定員＝15人（応募者多数は選考）
受講料＝無料
申込方法＝1月18日㈮までに商工課（市役

所4階）または市ホームページ（http://w 
ww.city.narita.chiba.jp/kurashi/
page153200.html）にある申込書を
直接または郵送で同課（〒286-8585 花
崎町760）へ

※託児サービスがあります。くわしくは
同課（☎20-1622）へ。

正月用生け花教室
部屋を華やかに飾る

日時＝12月27日㈭ 午後1時30分〜3時
30分
会場＝大栄公民館
内容＝正月用に手軽に飾ることができる

花を生ける
対象＝20歳以上の人
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝2,000円（材料費）
持ち物＝はさみ、剣山、花器
申込方法＝12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）・電話番号・教室名を大栄公民館

（〒287-0234 松子393 Eメールkom 
inkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎73-7071、月曜日・
祝日、12月25日㈫は休館）へ。

明るい選挙啓発書き初め展
冬休みにやってみよう

課題
◦小学1年生…「とも」
◦小学2年生…「くらし」
◦小学3年生…「いのとし」
◦小学4年生…「生きがい」
◦小学5年生…「大きな心」
◦小学6年生…「一票の力」
◦中学1年生…「未来の花」
◦中学2年生…「新たな時代」
◦中学3年生…「理想の未来」
応募方法＝書き初め用紙（縦83cm×横

21.5cm）に、課題と氏名を書き各学
校へ

※優秀作品は公民館・市役所ロビー・ユ
アエルム成田店・成田山書道美術館で
展示されます。くわしくは選挙管理委
員会事務局（☎22-1111 内線3152）
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＝1月10日㈭・16日㈬・25日㈮・
28日㈪、2月1日㈮・12日㈫・18日㈪・
22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。

陸・海・空の自衛官候補生
平和を守る仕事

応募資格＝18〜32歳の人
受付期間＝2月25日㈪まで
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎ 

22-6275）へ。

甲種防火管理再講習
万が一の備えに

日時＝2月8日㈮ 午後1時〜4時5分
会場＝国際文化会館
定員＝120人（先着順）
受講料＝6,500円（テキスト代を含む）
申込方法＝1月21日㈪〜23日㈬に、日

本防火・防災協会ホームページ（http: 
//www.n-bouka.or.jp）、市予防課

（市役所地下1階）、各消防署にある申込
書を直接またはFAXで県消防設備協
会（千葉市中央区道場南1-9-15 FAX 
043-223-6610）へ
※くわしくは予防課（☎20-1591）へ。

リサイクル製品の販売
自転車や家具を

日時＝12月13日㈭〜16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＝12月18日㈫（当選者にはがきで

通知）
※申し込みのなかった品物は18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。

募　集募　集

掘り出し物を見つけよう


