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お知らせお知らせ

街路樹の害虫
見つけたら連絡を

　害虫による街路樹の被害を最小限に抑
えるためには、害虫を早期に発見するこ
とが必要です。
　街路樹の葉に害虫や異変を発見した場
合は、道路管理課（☎20-1551）へ連絡
してください。
※くわしくは同課へ。

催し物催し物

教科書展示会
手に取ってご覧ください

　来年度に新たに発行される教科書の展
示会が開催されます。
日時＝6月14日㈮〜27日㈭ 午前9時〜

午後5時
会場＝中央公民館
内容＝小中学校用教科書、特別支援学校・

特別支援学級用一般図書見本の展示
※県内各地の県教科書センター・移動教

科書展示場でも展示します。くわしく
は県教育庁学習指導課（☎043-223-
4059）へ。

ファミリージャズコンサート
音楽家の夫婦による

　ニューヨークで活躍中のベーシストの
津川久里子さんとギタリストの阿部大輔
さんによるジャズライブと、音楽家の夫
婦ならではの子育てについての話をお楽
しみください。
日時＝8月18日㈰ 午後2時から
会場＝スカイタウンホール
定員＝270人（先着順）
入場料（全席指定）＝1,000円（中学生以

下500円。3歳未満は1人まで膝上鑑
賞無料）
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）
※くわしくは同センター（☎20-1133、

月曜日は休館）へ。

成田祇園祭関連イベント
展示と講演会を開催

成田祇園祭展
日時＝6月15日㈯〜7月7日㈰ 午前10時

〜午後6時（7月5日〜7日は午前9時か
ら）
会場＝スカイタウンギャラリー
内容＝歴代のポスターや写真、はんてん、

公募で集まった作品などの展示
入場料＝無料
成田祇園祭講演会
日時＝7月6日㈯ 午後4時から
会場＝スカイタウンホール
講師＝関根賢次さん（成田市副市長）
定員と参加費＝250人（先着順）・無料
申込方法＝電話またはEメールで氏名・

電話番号を文化芸術センター（☎20-1 
133 Eメールinfo@narita-bungei-s 
kytown.jp）へ

※くわしくは同センター（月曜日は休館）へ。

綾小路きみまろ爆笑スーパーライブ
毒舌漫談でおなじみの

日時＝8月25日㈰ 午後2時から
会場＝国際文化会館
対象＝18歳以上の人
入場料（全席指定）＝S席5,800円、A席

5,300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、カ
ンフェティチケットセンター、ショッ
パーチケットサービス、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。

発表展示会
文化団体連絡協議会

日時＝6月22日㈯・23日㈰ 午前10時〜
午後4時
会場＝大栄公民館
内容＝邦舞・民謡・箏

そう
曲などの発表、書

道・華道・絵画などの展示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは文化団体連絡協議会・新井
さん（☎26-4659）へ。

平成31年4月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 52.9 63.5
長沼 56.6 67.4
北羽鳥 56.1 67.2
北羽鳥
北部 55.9 65.8

新川 56.5 67.0
猿山 49.8 60.8
滑川 56.3 67.4
西大須賀 60.6 73.3
四谷 59.0 70.4
高倉 63.1 77.1
内宿 54.4 64.9
磯部 57.3 68.6
水掛 56.3 67.0
幡谷 56.9 67.7
成毛 56.6 66.9
荒海 61.0 72.6
飯岡 59.2 70.6
大生 59.5 70.9
土室（県） 66.2 80.9
土室（NAA） 56.0 66.8
荒海橋本 61.5 73.1

測定局 � Lden WECPNL
大室 57.7 68.5
大室（NAA） 57.7 69.2
野毛平
工業団地 59.7 71.1

東和泉 58.4 69.4
芦田 61.7 74.2
赤荻 59.2 70.0
野毛平 59.9 71.5
下金山 51.5 63.8
押畑 50.2 61.1
新田（NAA） 55.5 68.5
新田 58.2 70.3
堀之内 57.7 69.6
馬場 55.2 66.8
遠山小 58.5 71.1
本三里塚 57.7 71.7
三里塚小 59.2 72.1
御料牧場
記念館 55.5 68.2

本城 57.1 69.3
南三里塚 59.9 73.2

※�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WECPNL：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
◇ 6月15日㈯＝「レミーのおいしいレストラ

ン」
　2007年・アメリカ・アニメ・吹替
◇6月30日㈰＝「笑う故郷」
　 2016年・アルゼンチン、スペイン・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。くわしくは市
立図書館（☎27-2533）へ。

映画会

図書館
今�月の図書館休館日＝3日㈪、10日㈪、17

日㈪、24日㈪、28日㈮（館内整理日）

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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赤ちゃんがきた!講座
親子の絆づくりプログラム

日時＝6月4日㈫・11日㈫・18日㈫・25
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31年1〜3月生

まれの第1子と母親
定員＝16組（先着順）
参加費＝1,080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。

さんりづか名画座
名作を上映

日時＝6月14日㈮ 午後1時〜2時45分
会場＝三里塚コミュニティセンター
上映作品＝父と暮せば
定員＝30人（先着順）
入場料＝無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日は休館）へ。

ナイターシニアリーグ
サッカーで体を動かそう

日時＝9月21日、10月5日、11月2日・
9日、12月14日の土曜日 午後5時〜
7時
会場＝中台運動公園球技場
内容＝男女混合8人制でリーグ戦を行う
対象
◦男性…令和2年3月31日時点で55歳

以上の人
◦女性…どなたでも
参加費（1回当たり）＝男性500円（グラ

ウンド使用料）、女性は無料
※申し込みは各開催日の前日までに市

サッカー協会・濱田さん（☎090-859 
9-6918）へ。

なり☆すくワークショップ
編集会議なども体験

　子育てに関するイベントなどを取材し
子育て中のママパパに向けて情報を発信
する「なり☆すく」。その編集員が毎月
行っている編集会議やワークショップを
一緒に体験してみませんか。
日時＝6月20日㈭ 午前10時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝市内在住・在勤の18歳以上の人
定員＝10人（先着順）
申込方法＝6月13日㈭までに電話・FA 

X・Eメールのいずれかで住所・氏名（フ
リガナ）・電話番号を子育て支援課（☎
20-1538 FAX24-1086 Eメールko 
domo@city.narita.chiba.jp）へ

※託児を受け付けます。くわしくは同課
へ。

リサイクル製品の販売
使える物を有効活用

日時＝6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＝6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。

軽スポーツ交流会
気軽に楽しもう

日時＝6月22日㈯ 午後1時〜3時30分
会場＝市体育館
種目＝うなバレー、バドポン、ボッチャ、

ユニカールなど
参加費＝200円（保険料など）
※申し込みは6月14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。

ラベンダースティック作り
香りを楽しむ

日時＝6月21日㈮ 午前10時〜11時
会場＝市体育館
定員＝15人（先着順）
参加費＝500円（材料費）
※申し込みは午前9時から市体育館（☎

26-7251）へ。

虫よけスプレーをつくろう
夏に向けて

日時＝6月15日㈯ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
対象＝小中学生
定員＝20人（先着順）
参加費＝250円（材料費）
持ち物＝保冷剤（凍っていない物）
※申し込みは午前10時から子ども館（☎

20-6300、月曜日・祝日・第3日曜
日は休館）へ。

普通救命講習会
心肺蘇生法を学ぼう

期日と会場・申込先
①7月14日㈰…成田消防署（☎20-1594）
②8月11日（日・祝）…大栄消防署下総

分署（☎96-4023）
③8月21日㈬…三里塚消防署（☎35-10 

07）
④8月25日㈰…赤坂消防署公津分署（☎

29-6627）
時間＝午前9時〜正午
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＝各15人（先着順）
参加費＝無料
※②〜④は7月1日㈪から申し込みを受

け付けます。申し込みは各開催日の1
週間前までに各申込先へ。

伝 板言

募　集募　集

心肺蘇生法を実践
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トライアスロン教室
基礎を学ぼう

日時＝7月15日（月・祝） 午前9時から
会場＝下総運動公園内特設コース
内容＝トライアスロン競技のバイクやラ

ンの基礎技術を学ぶ
対象＝市内在住の小学生
定員＝50人（先着順）
参加費＝2,000円（保険料など）
申込方法＝7月7日㈰までに、がんばり

千葉スポーツホームページ（http://g 
anbari.org/modules/eguide/eve 
nt.php?eid＝12）から申し込む

※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。

七夕ワークショップ
みんなで協力して

　もりんぴあこうづに飾る天の川をみん
なで作ります。
日時＝6月15日㈯ 午後1時30分〜4時30

分
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝さまざまな素材を使い、七夕の短

冊や星などを作って飾る
対象＝小学生以上
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27-

5252、第4月曜日は休館）へ。

創業セミナー
成功するための事業の始め方

日時＝7月28日㈰ 午後1時30分〜4時40
分（個別相談は午後3時40分から）
会場＝市役所6階中会議室
内容＝ビジネスのアイデアや成功するた

めのポイントなど、創業するために必
要な知識を初歩から学ぶ
講師＝高

たか
木
き

悠
ゆう

さん（中小企業診断士）
対象＝創業を考えている人や関心のある

人、創業して間もない人
定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝電話またはFAXで住所・氏名・

電話番号・個別相談の希望の有無を商
工課（☎20-1622 FAX24-2185）へ

※くわしくは同課へ。

育休代替任期付職員
一般行政職・技術職建築・保育士

募集人員
◦一般行政職…5人程度
◦技術職建築…1人
◦保育士…5人程度
任期＝6カ月〜2年半程度
受験資格
◦一般行政職、技術職建築…平成13年

4月1日までに生まれた人
◦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
試験日＝7月9日㈫または10日㈬
会場＝市役所議会棟3階第三委員会室
試験案内・申込書の配布場所＝6月3日

㈪から人事課（市役所3階）、市ホーム
ページ（https://www.city.narita.ch 
iba.jp/boshu/index0644.html）
申込方法＝6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

※くわしくは人事課（☎20-1505）へ。

0・1歳のおはなしかい
えほんとあそぼう

日時＝6月21日㈮ 午前11時〜11時30分
会場＝市立図書館2階集会室
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。

プール監視員
大栄B＆G海洋センターで

応募資格＝高校生以上で体力に自信のあ
る人
募集人員＝20人
勤務内容＝プールの監視、清掃
勤務日時＝9月29日㈰までのプール開催

日、午前9時〜午後5時（金・土曜日は
午後9時まで）のシフト制
勤務場所＝大栄B＆G海洋センター
時給＝950円（高校生は900円）
※申し込みは同センター（☎73-5110、

月曜日・祝日の翌日は休館）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＝7月4日㈭・9日㈫・26日㈮・31
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。

非常勤職員
夏休みに児童ホームで

応募資格＝18歳以上で業務に意欲的に
取り組める人（高校生を除く）
募集人員＝100人程度
業務内容＝留守家庭児童（小学生）の育成

支援など
勤務期間＝7月20日㈯〜8月31日㈯（日

曜日・祝日を除く）
勤務時間＝午前7時30分〜午後7時のシ

フト制
勤務場所＝市内の児童ホーム
時給＝1,180円
応募方法＝6月28日㈮（必着）までに写真

を貼った履歴書を直接または郵送で保
育課（市役所2階 〒286-8585 花崎町
760）へ。後日、面接日を通知します

※くわしくは同課（☎20-1607）へ。

非常勤保育士・看護師
保育園で

職種＝①保育士②看護師
応募資格＝業務に意欲的に取り組める人
（学生不可。①保育士の資格を持つ人②
看護師または准看護師の資格を持つ人）
募集人員＝①30人程度②若干名
業務内容＝①乳幼児の保育②園児の健康

管理、乳幼児保育の補助
勤務期間＝7月1日〜3月31日
勤務日時＝月10〜20日程度（日曜日・祝

日を除く） 午前8時30分〜午後5時（時
間外勤務あり。短時間勤務も可）
勤務場所＝市立保育園
時給＝①1,310円②1,410円
応募方法＝6月14日㈮（当日消印有効）

までに写真を貼った履歴書を直接また
は郵送で保育課（市役所2階 〒286-8 
585 花崎町760）へ。後日、面接日を
通知します

※くわしくは同課（☎20-1607）へ。
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折り鶴平和プロジェクト
思いよ届け

　市では被爆地の広島・長崎へ送る千羽
鶴を募集します。折り紙は11.8㎝四方
の物で、鶴は首を折らず、羽を広げない
で、千羽鶴に束ねた物を受け付けます。
1羽ずつの折り鶴も預かります。
募集期間＝6月14日㈮〜7月5日㈮
受付場所＝市役所1階総合案内所、中央

公民館、下総・大栄公民館、保健福祉
館、三里塚コミュニティセンター、も
りんぴあこうづ、赤坂ふれあいセン
ター、文化芸術センター

※くわしくは文化国際課（☎20-1534）へ。

体力・運動能力測定会
成人・高齢者を対象に

日時＝7月13日㈯ 午前9時30分〜正午
（受け付けは午前11時まで）
会場＝市体育館
種目
◦共通…握力測定、上体起こし、長座体

前屈
◦20〜64歳…反復横跳び、20mシャ

トルラン、立ち幅跳び
◦65歳以上…10m障害物歩行、開眼片

足立ち、6分間歩行
対象＝20歳以上の人
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは7月5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。

市民文化祭
芸術の秋に向けて

展示の会場と催し物・期日
スカイタウンギャラリー
◦陶芸展…10月12日㈯〜17日㈭
◦市民美術展…10月12日㈯〜20日㈰
◦いけばな展…10月26日㈯・27日㈰
◦書道協会展…10月26日㈯〜11月4日

㈪
◦文芸・手工芸・写真・市民書道展…10

月31日㈭〜11月4日㈪
中央公民館
◦山野草展…10月12日㈯・13日㈰
発表の会場と催し物・期日
スカイタウンホール
◦邦楽のつどい…10月14日（月・祝）
◦古典の日記念朗読コンサート…10月

19日㈯
◦軽音楽のつどい…10月20日㈰
◦成田市演劇祭…11月4日㈪
国際文化会館
◦歌謡の祭典…10月14日（月・祝）
◦吟道の祭典…10月26日㈯
◦ダンス・バレエの祭典…11月2日㈯
◦舞踊の祭典…11月3日（日・祝）
大栄公民館
◦民謡の祭典…10月20日㈰
大会の会場と催し物・期日
スカイタウンホール
◦健康マージャン大会…10月13日㈰
中央公民館
◦将棋大会…10月13日㈰
◦囲碁大会…10月20日㈰
成田公民館
◦短歌大会…10月12日㈯
対象＝市内在住・在勤・在学の人
申込方法＝6月28日㈮（必着）までに、は

がき・FAX・Eメールのいずれかで参
加者（団体の場合は代表者）の住所・氏
名・年齢・電話番号・参加希望の催し
物を書いて文化国際課（〒286-8585 
花崎町760 FAX22-4494 Eメールb 
unkoku@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1534）へ。

トライアスロン大会
成田キッズ

日時＝7月28日㈰ 午前9時から
会場＝加良部台公園・新山小学校内特設

会場
競技種目
◦小学1・2年生…スイム25m・バイク

1km・ラン1km
◦小学3・4年生…スイム50m・バイク

2km・ラン1km
◦小学5・6年生…スイム100m・バイ

ク2km・ラン1km
◦中学生…スイム300m・ラン2km
◦高校生以上…スイム600m・ラン3k 

m
定員＝小学生各40人・中学生20人・高

校生以上60人（先着順）
参加費＝小中学生3,000円、高校生以

上4,000円
※申し込みは7月12日㈮までに大会事

務局（☎090-3213-6535 ホームペー
ジhttps://www.ne.jp/asahi/sha 
ke/hand）へ。

どならない子育て練習法（入門編）
褒めて伸ばすを実践

　子どもを褒めることを通してコミュニ
ケーション方法を学びます。
日時＝7月18日㈭ 午前10時〜正午
会場＝保健福祉館
対象＝市内在住で平成22年4月2日〜

27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7月11日㈭まで
に子育て支援課（☎20-1538）へ。

はじめての陶芸体験
自分だけの作品を

日時＝7月10日㈬・17日㈬、8月7日㈬・
23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＝手びねりで皿や茶わんなどを作る
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7月4日㈭までに同センター
（☎40-4880、月曜日は休館）へ。

募　集募　集

運動能力を測定

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。


