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〜善意ありがとう〜
　空港情報通信株式会社から中学
校に、かとり農業協同組合から下
総・大栄地区の小学校に、教育教
材の寄贈を受けました。善意あり
がとうございました。

催し物催し物

選挙啓発書き初め展
優秀作品がずらり

会場と日時
◦下総公民館…1月18日㈮〜23日㈬（21

日㈪を除く） 午前9時〜午後5時（18日
は正午から）

◦大栄公民館…1月25日㈮〜30日㈬（28
日㈪を除く） 午前9時〜午後5時

◦ユアエルム成田店…2月1日㈮〜3日㈰ 
午前10時〜午後8時

◦市役所1階ロビー…2月5日㈫〜7日㈭ 
午前9時〜午後5時

◦成田山書道美術館…2月9日㈯〜11日
（月・祝） 午前9時〜午後4時

※成田山書道美術館では、選挙啓発書き
初め展を見に来たと受け付けで伝えれ
ば、入場が無料になります。くわしく
は選挙管理委員会事務局（☎22-1111
内線3152）へ。

たいらじょうの人形劇
一人で何十もの役を演じる

　たいらじょうさんによる一人芝居と人
形劇を組み合わせた演劇「お花のハナッ
クの物語」をお楽しみください。
日時＝3月9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）＝2,000円（中学生以

下は1,000円。3歳未満の膝上鑑賞は
無料）
入場券販売開始日＝1月12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（☎20-11 
33、月曜日は休館）へ。

市川海老蔵歌舞伎公演
迫力ある舞台を

日時＝4月25日㈭ 午後2時から
会場＝国際文化会館
演目＝「嫐

うわなり
」ほか

入場料（全席指定）＝S
席9,000円、A席
6,500円
入場券販売開始日＝1

月19日㈯
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、
文化芸術センター事務室（スカイタウ
ン成田4階）

※入場券はチケットぴあ、ローソンチケッ
ト、イープラス、CNプレイガイド、Ze 
n-Aでも販売します。販売開始日など
の詳細は決まり次第、市ホームページ
でお知らせします。くわしくは観光プロ
モーション課（☎20-1540）へ。

消費生活展
暮らしに有用な情報が満載

　「みんなで考えよう！豊かなくらしの
築き方」をテーマに電気、ガス、環境な
どについて、暮らしに役立つ情報やヒン
トを紹介します。
日時＝1月19日㈯・20日㈰ 午前10時〜

午後4時
会場＝ユアエルム成田店1階センタープ

ラザ
内容
◦クイズに答えて巡るスタンプラリー（景

品あり）
◦電気・ガス・環境などに関する製品の

紹介や、パネル・ポスターの展示
◦廃油から作った石けん、再生紙で作っ

たトイレットペーパー、手作りエコ作品、
うなりくん風船、各種啓発グッズなど
の配布

※くわしくは商工課（☎20-1622）へ。

伝 板言

平成30年11月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 56.0 66.6
長沼 58.9 69.4
北羽鳥 57.9 68.9
北羽鳥
北部 57.9 67.4

新川 57.8 68.0
猿山 50.2 59.4
滑川 55.7 65.5
西大須賀 58.5 70.1
四谷 58.1 68.5
高倉 60.8 73.8
内宿 54.5 63.9
磯部 59.1 70.1
水掛 57.7 67.8
幡谷 57.7 67.7
成毛 57.9 67.8
荒海 62.3 73.4
飯岡 60.9 72.1
大生 61.2 72.4
土室（県） 63.4 77.1
土室（NAA） 56.0 65.8

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 62.6 73.5
大室 58.0 67.5
大室（NAA） 57.7 68.4
野毛平
工業団地 61.1 72.0

芦田 63.1 75.6
赤荻 61.1 72.0
野毛平 61.6 73.3
下金山 53.7 65.7
押畑 52.8 63.2
新田（NAA） 54.9 68.1
新田 57.0 69.4
堀之内 60.0 71.4
馬場 56.7 68.4
遠山小 59.6 72.0
本三里塚 59.5 73.1
三里塚小 60.9 72.9
御料牧場
記念館 57.5 69.2

本城 57.8 69.1
南三里塚 59.3 72.3

※�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
◇1月20日㈰＝「オリエント急行殺人事件」
　2017年・アメリカ・吹替
◇1月26日㈯＝「トムとジェリー すくえ！魔法

の国オズ」
　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

図書館
今�月の図書館休館日＝1日（火・祝）〜4日㈮
（年始休館）、7日㈪、15日㈫、21日㈪、
28日㈪、31日㈭ （館内整理日）

※ 14日（月・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）。16
日㈬は、遠山公民館の改修工事のため、
遠山公民館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。

段ボールの人形を使った演劇
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図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

期日＝1月18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＝1月5日㈯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」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。

児童ホーム
入所申請書を配布

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（https://ww 
w.city.narita.chiba.jp/kosodate/
page141500.html）

※くわしくは保育課へ。

男の料理教室
基礎から学べる

日時＝1月27日㈰、2月24日㈰、3月24
日㈰ 午前10時〜午後1時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝手軽にできるバランスの取れた料

理（和食、洋食、中華料理）を作る
対象＝16歳以上の男性
定員＝各9人（先着順）
参加費＝1,000円（材料費）
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27-

5252、第4月曜日は休館）へ。

児童ふれあい交流事業
藤田浩子さんのおはなしの世界

日時＝1月20日㈰ 午後2時〜3時30分
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝おはなしおばさんとして知られる

藤田浩子さんによるおはなし会
定員＝100人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝なりた子

育て応援サイト（h 
ttps://narita-ko 
sodate.jp/new 
s/20181127000 
75）または右の二次元バーコードから
申し込む

※くわしくは昔あそび事務局・片岡さん
（☎090-4534-2181）へ。

はじめての陶芸
皿や茶わんを作ろう

日時＝1月22日㈫・30日㈬、2月13日㈬・
19日㈫（全4回） 午前9時30分〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝手びねりでオリジナルの皿や茶わ

んを作る
定員＝10人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費）
持ち物＝エプロン
※申し込みは1月17日㈭までに同センター
（☎40-4880、1月14日を除く月曜日、
1月15日㈫は休館）へ。

作って飛ばそう紙ヒコーキ
天まで届け

日時＝2月9日㈯ 午後1時30分〜3時
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝小学生以上
定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同館（☎27-5252、第4月

曜日は休館）へ。

巨大すごろくをつくろう
部屋一面に広がる

日時＝1月27日㈰ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
対象＝小学生〜高校生
定員＝16人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝タオル、飲み物
※申し込みは1月5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。

ナイトヨガ入門教室
女性のための

日時＝2月1日㈮・8日㈮・15日㈮（全3回） 
午後7時〜8時30分
会場＝中央公民館
内容＝ヨガの基礎や呼吸法を学ぶ
対象＝市内在住・在勤の18歳以上の女性
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、タオル、ヨ

ガマットまたはバスタオル、飲み物
申込方法＝1月21日㈪までに電話またはE

メールで住所・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号・教室名を中央公民館（☎27-
5911 Eメールkominkan@city.nari 
ta.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（第1月曜日・祝日、1
月15日㈫は休館）へ。

お知らせお知らせ

乗り入れブロック
道路に置かないで

　駐車場と道路の段差を解消するために
乗り入れブロックや鉄板が置かれている
場所が多くあります。乗り入れブロック
などを置くと、歩行者がつまずいたり、
自転車が転倒事故を起こしたりして大変
危険です。また、雨水の流れを止めてし
まうため、道路冠水の原因にもなりかね
ません。
　段差を解消するには、歩道の切り下げ
工事を行ってください。また、工事を行
うには申請が必要です。
※くわしくは道路管理課（☎20-1551）へ。遠くに飛ばせるかな
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介護事務講習会
あなたの就職を応援します

日時＝2月13日㈬〜3月20日㈬の月・水・
金曜日（3月1日㈮を除く）（全15回） 午前
10時〜午後4時
会場＝勤労会館（不動ヶ岡）
内容＝介護事務管理士の資格取得を目指

す
対象＝市に住民記録があり、現在求職中

で、介護事務管理士の資格を取得し、
就職・転職しようとする人
定員＝20人（応募者多数は選考）
受講料＝1万1,200円（教材費。交通費・

検定代など自己負担あり）
申込方法＝1月31日㈭（必着）までに商

工課（市役所4階）または市ホームペー
ジ（https://www.city.narita.chiba.
jp/kurashi/page0137_00001.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
※くわしくは同課（☎20-1622）へ。

リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

日時＝1月17日㈭〜20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＝1月22日㈫（当選者にはがきで

通知）
※申し込みのなかった品物は22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。

歴史講座
県文書館の職員が解説

日時＝2月2日㈯ 午前10時〜正午
会場＝大栄公民館
内容＝江戸時代の新田開発と村落につい

て学ぶ
対象＝県内在住・在勤の人
定員＝40人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝1月24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・講
座名を大栄公民館（☎73-7071 〒28 
7-0234 松子393 Eメールkominka 
n@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（月曜日・祝日、1月15
日㈫は休館）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＝1月11日㈮まで（土・日曜日を

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
日は当日直接受付場所へ）
申込書配付場所＝保育課、各保育園・各

事業所・各認定こども園
※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。

どならない子育て練習法（入門編）
褒めるコミュニケーションを実践

日時＝2月5日㈫ 午前10時〜正午
会場＝保健福祉館
対象＝市内在住で平成21年4月2日〜26

年4月1日生まれの子どもの保護者
定員＝20人（先着順）
参加費＝1,080円（テキスト代）
※乳幼児の託児を5人（先着順）まで受け

付けます。申し込みは1月29日㈫ま
でに子育て支援課（☎20-1538）へ。

健康のためのバレエストレッチ教室
体幹を鍛えて美しい姿勢に

日時＝2月8日・15日・22日、3月1日・8
日の金曜日（全5回） 午後7時〜8時30
分
会場＝玉造公民館
内容＝バレエの動きを基にしたストレッ

チを行う
対象＝市内在住・在勤の18歳以上の女性
定員＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、タオル、厚

手の靴下、飲み物
申込方法＝1月17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、1月15日㈫は休館）へ。

味噌づくり講習会
仕込みの工程を体験しよう

期日＝2月15日㈮
時間＝午前9時〜11時30分（午前の部） 

午後1時〜3時30分（午後の部）
会場＝農産物加工施設（一坪田）
内容＝みそ5kgを仕込む
対象＝市内在住で20歳以上の人
定員＝各12人（応募者多数は抽選）
参加費＝2,500円（材料費）
持ち物＝漬物用ポリ容器など、みそを持

ち帰るための容器
申込方法＝1月18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・午前または午後の希望を農政
課（〒286-8585 花崎町760 Eメール
nosei@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1542）へ。

募　集募　集

大豆やこうじを混ぜ合わせる


