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岡田ひとみミニチュアフード展
粘土で作った精巧な作品を

　NHK Eテレの番組「ニャンちゅう！宇
宙！放送チュー！」で、おねんどお姉さ
んとして出演する岡田ひとみさんが作っ
た粘土のミニチュアフードを展示しま
す。また、岡田さんと一緒にミニチュア
フードを作る教室も開催します。
展覧会
日時＝3月14日㈭〜30日㈯ 午前10時

〜午後6時（30日は午後1時まで）
会場＝スカイタウンギャラリー
入場料＝500円（小中学生は300円。未

就学児、障害者手帳を持つ人とその介
護者1人は無料）
親子ねんど教室
日時＝3月28日㈭ 午前11時から、午後

2時から
会場＝スカイタウンホール
対象＝3歳〜小学生と保護者
定員＝各30組（先着順。保護者1人につ

き子ども2人まで）
参加費（1人当たり）＝500円（材料費）
申込方法＝2月13日㈬から文化芸術セ

ンター（☎20-1133）へ
※展覧会の鑑賞を希望する人は当日直接

会場へ。くわしくは同センター（2月11
日を除く月曜日、2月12日㈫は休館）へ。

下総サークル発表会
作品の展示や歌の披露など

日時
◦展示の部…2月10日㈰〜16日㈯ 午前

9時〜午後9時
◦発表・体験の部…2月16日㈯ 午前10

時〜午後4時（発表の部は午後3時30
分まで）
会場＝下総公民館
内容
◦展示の部…書道、俳句、写真、押し花、

パッチワーク
◦発表の部…詩舞詩吟、コーラス、民謡、

カラオケ、朗読、フラダンス、フォー
クダンス、太極拳

◦体験の部…将棋、マージャン
※展示の部の時間は変更になる場合があ

ります。くわしくは下総公民館（☎96-
0090、月曜日・祝日、2月12日㈫は
休館）へ。

※�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
◇2月16日㈯＝「ザ・ビートルズ　EIGHT 

DAYS A WEEK The Touring Years」
　2016年・イギリス・字幕
◆�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＝4日㈪、12日㈫、18

日㈪〜28日㈭（システム更新）
※ 11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）。

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。

フラダンスを披露

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＝市川海老蔵さんや大相撲力士
（白鵬・御嶽海・隠岐の海・遠藤）、
NHK大河ドラマ「いだてん〜東京オ
リムピック噺

ばなし
」の出演者（阿部サダヲ

さん、満島真之介さん、シャーロッ
ト・ケイト・フォックスさん、古舘
寛治さん、宮崎美子さん）などによる
特別追

つ い な
儺豆まき式（各回の出演者に

ついては成田山ホームページ（http 
s://www.naritasan.or.jp/gyoji_s 
p/setsubun-e.html）で確認してくだ
さい）
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、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
勝福寺節分会
時間＝午後5時
内容＝護摩、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

平成30年12月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 55.4 65.9
長沼 58.3 68.8
北羽鳥 57.2 68.2
北羽鳥
北部 57.4 66.9

新川 57.6 67.8
猿山 50.5 59.9
滑川 55.6 65.7
西大須賀 58.0 69.9
四谷 57.9 68.3
高倉 60.4 73.7
内宿 55.0 64.5
磯部 58.8 69.9
水掛 57.8 67.9
幡谷 57.9 67.9
成毛 58.0 67.8
荒海 61.6 72.8
飯岡 60.5 71.9
大生 61.0 72.0
土室（県） 62.9 77.0
土室（NAA） 56.7 66.6

測定局 � Lden WECPNL
荒海橋本 62.0 73.0
大室 59.1 68.6
大室（NAA） 59.0 69.7
野毛平
工業団地 61.2 72.2

芦田 62.4 74.8
赤荻 61.0 71.5
野毛平 61.2 72.6
下金山 53.6 65.6
押畑 52.7 62.8
新田（NAA） 58.2 71.7
新田 59.6 72.5
堀之内 60.1 71.2
馬場 56.4 67.7
遠山小 59.5 71.6
本三里塚 58.4 72.2
三里塚小 59.2 71.4
御料牧場
記念館 56.5 68.4

本城 57.2 68.9
南三里塚 58.1 71.2
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「赤ちゃんがきた！」講座
親子の絆づくりプログラム

日時＝3月5日㈫・12日㈫・19日㈫・26
日㈫（全4回） 午前10時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝親子の触れ合いを通して、子育て

に必要な知識を学ぶ
対象＝市内在住で、平成30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kozunaka 
yoshi@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。

歴史ウォーキング
ニュータウン地区の史跡を巡る

日時＝3月2日㈯・16日㈯（全2回） 午前
9時〜正午
集合場所＝玉造公民館（16日は中央公民

館）
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝2月15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komi 
nkan＠city.narita.chiba.jp）へ

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

0・1歳のおはなしかい
えほんとあそぼう

日時＝2月15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。

さんりづか名画座
名作を鑑賞しよう

日時＝2月15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＝旅立ちの島唄〜十五の春
定員と入場料＝50人（先着順）・無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

2月4日㈪・12日㈫は休館）へ。

催し物催し物

三遊亭円楽・林家たい平 二人会
成田寄席

日時＝3月30日㈯ 午後2時から
会場＝国際文化会館
入場料（全席指定）＝1階席3,800円、2

階席3,500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

※くわしくは国際文化会館（☎23-1331、
2月11日を除く月曜日、2月12日㈫は
休館）へ。

シルバー祭り
大会や特別講演など

　シルバー人材センターでは、シルバー
祭りを開催します。各種大会に参加する
60歳以上の人も募集しています。
日時と内容
◦2月23日㈯ 午前10時〜午後4時…入

会説明会、国際医療福祉大学による講
演会、国本はる乃さんによる浪曲、作
品展示

◦2月24日㈰ 午前10時〜午後4時…作
品展示、囲碁・将棋大会、ボウリング
大会

◦3月10日㈰ 午前9時〜午後3時…パー
クゴルフ大会
会場＝赤坂ふれあいセンター（ボウリン

グ大会はラクゾー成田店（ボンベルタ
成田店5階）、パークゴルフ大会は久
住パークゴルフ場）

※大会に参加を希望する人はシルバー人
材センター事務局（☎36-6161）へ。

特別支援学校販売会
生徒の作品が並ぶ

栄特別支援学校
日時と会場
◦高等部…2月19日㈫ 午前10時〜午後

3時・ユアエルム成田店
◦中学部…2月20日㈬ 午前10時30分

〜正午・ボンベルタ成田店
問い合わせ先＝栄特別支援学校（☎80-

2500）
富里特別支援学校
日時と会場
◦高等部…2月20日㈬ 午前10時〜午後

3時・ユアエルム成田店
◦中等部…2月21日㈭ 午前10時10分〜

午後2時30分・イオンモール成田サ
クラコート
問い合わせ先＝富里特別支援学校（☎9 

2-2100）
印旛特別支援学校
日時と会場
◦中学部…2月20日㈬ 午前10時30分

〜午後2時10分・イオンタウンユーカ
リが丘店（佐倉市）

◦高等部…2月22日㈮ 午前10時〜午後
2時30分・ユアエルム成田店
問い合わせ先＝印旛特別支援学校（☎9 

8-2200）
※くわしくは各問い合わせ先へ。

ふれあいコンサート
心の込もった歌声を

日時＝2月28日㈭ 午後0時10分〜0時50
分
会場＝市役所1階ロビー
内容＝加良部小学校合唱部による合唱
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。

ダンスフェスティバルinもりんぴあ
日頃の練習の成果を披露

　もりんぴあこうづで活動するサークル
がフラダンスなどを披露します。
日時＝2月24日㈰ 午後1時から
会場＝もりんぴあこうづ
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（☎27-5252）へ。

伝 板言

募　集募　集
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フォークダンス初心者講習会
簡単なステップで踊る

日時＝2月25日㈪、3月11日㈪ 午後1
時〜3時
会場＝赤坂ふれあいセンター
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは各講習日の3日前までに市

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＝3月10日㈰ 午前9時〜正午
会場＝大栄消防署下総分署
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3月3日㈰までに大栄消防

署下総分署（☎96-4023）へ。

笑医の集い
ほほ笑みの引き出し方を紹介

　笑うことは、健康に良い影響を与える
と言われています。
　笑いを医学に取り入れたストレス対処
法「笑

わ ら い
医」について、笑医プロデューサー

が寸劇を交えて紹介します。
日時＝2月27日㈬ 午後2時〜3時
会場＝豊住ふれあい健康館
定員と参加費＝40人（先着順）・無料
※申し込みは2月20日㈬までにスポー

ツ振興課（☎20-1584）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＝3月1日㈮ 午後2時〜4時
会場＝生涯大学校（囲護台）
講師＝小倉博さん（市文化財審議委員会

委員長）
定員と参加費＝30人（先着順）・無料
※申し込みは2月15日㈮までに市文化財

保護協会事務局（生涯学習課・☎20-
1583）へ。

科学遊び工作
水と油のオブジェを作ろう

日時＝2月24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＝400円（材料費）
※申し込みは2月2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。

茶道体験してみませんか
日本文化を知る

　お茶のたて方や茶道の作法などを学ん
でみませんか。
日時＝3月3日㈰ 午後1時30分〜3時30

分
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝小学生以上の子どもと保護者（子

どもだけでの参加も可）
定員＝15組（先着順）
参加費（1組当たり）＝200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。

非常勤職員の募集
勤務期間＝4月1日〜3月31日
応募方法＝封筒に職種を書き、写真を貼った履歴書を直接（土・日曜日、祝日を除く）または郵送で各応募先へ

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・問い合わせ先など

イベント補助員
（3人）
観光プロモー
ション課

接客とパソコン操
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＝1,050円

◦2月15日㈮（当日消印有効）まで
◦観光プロモーション課（市役所4階 

〒286-8585 花崎町760）・☎20-
1540

　後日、面接日を通知します
事務員
（1人）
成田富里いずみ
清掃工場

接客とパソコン操
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（土・日曜日、祝
日を除く） 午前8時〜午後4時30分

◦時給＝950円

◦2月15日㈮（必着）まで
◦成田富里いずみ清掃工場（〒286-0 

823 小泉344-1）・☎36-1689
　後日、面接日を通知します

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
施設などで支援経
験がある人

障がい者の就労支援な
ど

◦勤務日時＝週4日（土・日曜日、祝
日を除く） 午前8時30分〜午後5時

◦時給＝1,250円

◦2月20日㈬（必着）まで
◦障がい者福祉課（市役所議会棟1階 

〒286-8585 花崎町760）・☎20-
1539

　後日、面接日を通知します

事務員
（2人）
市民税課

接客とパソコン操
作ができる人

書類整理、データ入力、
窓口業務、電話応対な
ど

◦勤務日時＝週2・3日（土・日曜日、祝
日を除く） 午前9時〜午後5時

◦時給＝950円

◦2月22日㈮（必着）まで
◦市民税課（市役所2階 〒286-8585 

花崎町760）・☎20-1513
　面接は3月18日㈪または19日㈫

児童ホーム支援
員
（140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時のシフト制（土
曜日、小学校の長期休業期間は午前
7時30分から）

◦時給＝教員免許・保育士資格あり
1,220円、資格なし1,180円

◦2月22日㈮（必着）まで
◦保育課（市役所2階 〒286-8585 花

崎町760）・☎20-1607
　後日、面接日を通知します
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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＝2月14日㈭〜17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＝2月19日㈫（当選者にはがきで

通知）
※申し込みのなかった品物は19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。

バウンドテニス合同練習会
体験教室も開催

日時＝2月20日㈬、3月6日㈬ 午前9時
30分〜正午
会場＝市体育館
参加費＝100円（保険料）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、飲

み物、ラケット（貸し出しあり）
※申し込みは各開催日の2日前までに市

レクリエーション協会事務局（スポー
ツ振興課・☎20-1584）へ。

うなバレー大会
柔らかいボールで楽しめる

日時＝3月23日㈯ 午前9時〜午後1時
会場＝市体育館
チーム編成＝5〜8人（男女混合）
参加費（1人当たり）＝100円（保険料）
※申し込みは3月6日㈬までに市スポー

ツ推進委員連絡協議会事務局（スポー
ツ振興課・☎20-1584）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25日㈯…成田空港コース（7・10・

20・30km）、芝山里山コース（10・30 
km）

◦5月26日㈰…成田里山コース（7・10・
20・30km）、芝山早苗歌コース（10・
20km）
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.n 
et/77411）からも5月8日㈬まで申し
込めます
運営ボランティアを募集
期日＝5月25日㈯・26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（10120-7 
11-951）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。

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2日㈯ 午前7時集合（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＝600円（テキスト代）
申込方法＝2月15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（〒286-8 
585 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。

成田フレンドリー駅伝
5人でたすきをつなぐ

日時＝3月3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23日㈯までに、がんばり

千葉スポーツ情報館ホームページ（htt 
p://ganbari.org/modules/eguide/
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。

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1日㈮・6日㈬・12日㈫・25
日㈪、4月3日㈬・11日㈭・16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。

わかちあいプログラム
自分に合った子育てを学ぶ

日時＝3月4日㈪・11日㈪・18日㈪（全
3回） 午前10時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝グループで話し合って自分に合っ

た子育ての仕方を学ぶ
対象と定員＝市内在住で就学前までの子

を持つ母親・12人（先着順）
参加費＝500円（資料代。託児代は別途）
申込方法＝電話またはEメールで住所・

氏名・年齢・電話番号を公津の杜なか
よしひろば（☎27-7300 Eメールkoz 
unakayoshi@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。

募　集募　集

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。


