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学校プール一般開放
夏休み期間中に

学校と開放期間
◦豊住小学校…7月20日㈯～26日㈮
◦向台・玉造小学校…7月20日㈯～8月

28日㈬
◦本城小学校…7月27日㈯～8月2日㈮
◦下総みどり学園…8月3日㈯～9日㈮
時間＝午前10時～正午、午後1時～3時
※利用料は無料です。未就学児は保護者

の同伴が必要です。くわしくはスポー
ツ振興課（☎20-1584）へ。

催し物催し物

中村由利子&Liberobaコンサート
国内外で活躍するピアニストによる

　作曲家・ピアニストの中村由利子さん
とチェリストの植草ひろみさんのユニッ
ト「リベロバ」による演奏です。
日時＝9月7日㈯ 午後3時30分から
会場＝スカイタウンホール
定員と入場料（全席指定）＝270人（先着

順）・4,000円（中学生以下は2,000円）
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

※未就学児は入場できません。くわしく
は同センター（☎20-1133、月曜日は
休館）へ。

イースタン・リーグ公式戦
千葉ロッテ対楽天イーグルス

日時＝8月3日㈯ 午後4時から
会場＝ナスパ・スタジアム
前売り券
◦特別内野席（椅子席）…1,500円（中学

生以下は1,000円）
◦内野芝生席…700円
◦外野芝生席…300円
前売り券販売場所＝スポーツ振興課（市

役所4階）、成田商工会議所、成田市
東商工会本所、千葉ロッテマリーンズ
成田後援会事務局（ホテル日航成田内）

※くわしくは同事務局（☎32-1144 ホー
ムページhttps://www.narita-mari 
nes.com）へ。

フレンドリータウンデイズ
鹿島アントラーズを応援しよう

　サッカー J1リーグの「鹿島アントラー
ズ対サガン鳥栖」戦に招待・優待します。
日時＝7月20日㈯ 午後6時30分から
会場＝カシマサッカースタジアム（茨城

県鹿嶋市）
対象＝市内在住・在勤・在学の人（無料招

待は、小学生～高校生・65歳以上の
人・鹿島アントラーズファンクラブ会
員。そのほかの人は1,000円での優待）
観戦方法＝申し込み専用ホームページ
（http://so-net.ne.jp/antlers/lp/
narita-ticket）または下の二次元バー
コードから申し込む
か、市内在住・在
勤・在学であること
を証明できる物（運
転免許証、保険証、
身分証明書、生徒手帳など）を持って、
試合当日に会場の「イベント窓口」でチ
ケットと交換する

※くわしくは鹿島アントラーズコールセ
ンター（☎0299-82-5555、午前10
時～午後4時まで）へ。

NARITA花火大会in印旛沼
1万2,000発を打ち上げ

　色とりどりの花火が音楽やメッセージ
に合わせて打ち上げられ、印旛沼湖畔の
夜空を鮮やかに染め上げます。
日時＝10月13日㈰ 午後6時30分から
（荒天の場合中止）
会場＝ニュータウンスポーツ広場
チケット販売開始日時＝8月1日㈭ 午前

10時
チケット販売場所＝NARITA花火大会

ホームページ（https://narita-hanab 
i.com）、チケットぴあ、CNプレイガイド
※くわしくはNARITA花火大会実行委
員会（☎89-7562）へ。

花火が夜空を埋め尽くす

会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
◇7月13日㈯＝「ラ・ラ・ランド」
　2016年・アメリカ・吹替
◇7月19日㈮＝「トイ・ストーリー」
　1995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。くわしくは市
立図書館（☎27-2533）へ。

映画会

図書館
今�月の図書館休館日＝1日㈪、8日㈪、16日

㈫、22日㈪、29日㈪、31日㈬ （館内整理日）
※ 15日（月・祝）は本館・公津の杜・三里塚コ

ミュニティセンターのみ開館します（午前9時
30分～午後5時）。7月1日㈪～9月30日㈪
は大栄公民館の電気設備の改修工事に伴
い、大栄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。

令和元年5月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 50.3 60.5
長沼 53.1 63.6
北羽鳥 53.4 64.1
北羽鳥
北部 52.5 62.2

新川 54.2 64.8
猿山 48.1 59.7
滑川 56.7 68.1
西大須賀 61.7 74.5
四谷 59.1 70.5
高倉 64.2 78.4
内宿 53.0 64.1
磯部 53.8 64.6
水掛 52.9 63.8
幡谷 54.7 65.9
成毛 52.7 63.0
荒海 59.2 71.2
飯岡 55.7 67.2
大生 56.2 67.4
土室（県） 67.7 82.4
土室（NAA） 54.5 65.7
荒海橋本 59.8 71.7

測定局 � Lden WECPNL
大室 56.0 67.1
大室（NAA） 56.0 67.8
野毛平
工業団地 55.9 67.1

東和泉 54.9 65.5
芦田 59.2 71.7
赤荻 55.2 65.8
野毛平 56.2 68.1
下金山 45.6 57.8
押畑 45.6 55.8
新田（NAA） 54.7 68.1
新田 56.9 69.8
堀之内 53.7 65.7
馬場 50.3 61.3
遠山小 55.8 68.3
本三里塚 55.2 69.1
三里塚小 58.2 71.6
御料牧場
記念館 54.4 67.1

本城 56.7 68.7
南三里塚 60.5 73.8

※�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
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リサイクル製品の販売
自転車や家具などを

日時＝7月18日㈭～21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＝7月23日㈫（当選者にはがきで

通知）
※申し込みのなかった品物は23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。

市民テニス教室
レベルに合わせて

日時＝7月27日㈯ 午後5時～8時
会場＝中台運動公園テニスコート
内容＝初心者・中級者・女子に分かれて

の基本練習、ゲーム形式練習
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上の人、市テニス協会加盟クラブ員
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市テニス協会事務局・林さ
ん（☎090-4063-5859）へ。

印旛沼環境基金公開講座
歴史を振り返る

日時＝8月3日㈯ 午後2時～4時30分
会場＝ミレニアムセンター佐倉
内容＝印旛沼の文化を学ぶ
定員と参加費＝100人（先着順）・無料
申込方法＝7月8日㈪～8月1日㈭に電話

またはEメールで住所・氏名（ふりが
な）・電話番号を佐倉市役所生活環境
課（☎043-484-4278 Eメールseika 
tsukankyo@city.sakura.lg.jp）へ

※くわしくは同課へ。

保安講習
危険物取扱者のための

期日＝9月3日㈫
講習区分と時間
◦給油取扱所従事者…午前9時45分～

午後0時45分
◦給油取扱所、石油コンビナート以外の

従事者…午後1時40分～4時40分
会場＝志津コミュニティセンター（佐倉

市）
対象＝甲種・乙種・丙種いずれかの危険

物取扱者免状を持っていて、製造所な
どで危険物取扱作業に従事している人

（従事していない人は任意で受講可）
定員＝400人（先着順）
受講料＝4,700円（県収入証紙代）
申込方法＝7月22日㈪～26日㈮に直接、

予防課（市役所地下1階）へ
※くわしくは同課（☎20-1591）へ。

図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

会場＝市立図書館2階集会室
0・1歳のおはなしかい
日時＝7月12日㈮ 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）
持ち物＝薄手のハンカチ
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
日時＝7月12日㈮ 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）
持ち物＝薄手のハンカチ
なつやすみおはなしかい
期日＝7月23日㈫
時間と対象・内容
◦午前10時30分～11時…幼児（3歳以

上）と保護者・「ちびゴリラのちびちび」
「マーシャとくま」ほか
◦午前11時20分～正午…小学生（保護

者も可）・「ブレーメンの音楽隊」「にゅ
うどうぐも」ほか

※参加費は無料です。「2・3歳のおはなし
かい」「なつやすみおはなしかい」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。

ライフル射撃・ピストル射撃記録会
初心者体験会も

　エアーソフトガンによる射撃を見学し
ませんか。初心者体験会も開催します。
日時＝7月5日㈮ 午後6時～8時
会場＝加良部公民館
対象＝小学生以上
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市ライフル射撃協会・茅場
さん（☎090-3003-7864）へ。

図書館講座
鉄道旅で千葉を再発見

日時＝8月3日㈯ 午後1時30分～4時30
分
会場＝市立図書館2階集会室
内容＝時刻表の使い方を学び、県内を中

心に鉄道旅のプランを作成する
講師＝武田幸司さん（旅鉄プランナー）
定員＝24人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝7月3日㈬午前9時30分から

市立図書館（☎27-2000）、または同館
ホームページ（https://www.library.
city.narita.lg.jp）から申し込む

※くわしくは同館へ。

お知らせお知らせ

市契約の臨海宿泊施設
利用料を助成します

契約施設と問い合わせ先
◦休暇村館山（☎0470-29-0211）
◦蓮沼ガーデンハウスマリーノ（☎047 

5-86-2511）
◦鵜原民宿組合（☎0470-76-2077）
◦岩井民宿組合（☎0470-57-2088）
対象＝市に住民記録がある小学生以上
助成額＝小学生2,000円、中学生以上2, 

500円
利用方法＝宿泊施設に予約後、印鑑を

持ってスポーツ振興課（市役所4階）へ
申請し、発行された利用券を宿泊施設
に提出する

※助成は年度ごとに1人1回までです。
くわしくは同課（☎20-1584）へ。

伝 板言

募　集募　集
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社会を明るくする運動
犯罪のない世の中を目指して

成田市大会
日時＝7月20日㈯ 午後2時～4時
会場＝国際文化会館
テーマ＝夢と絆
講師＝蓮池薫さん（新潟産業大学経済学

部准教授）
参加費＝無料
作文募集
内容＝犯罪や非行のない社会を築くため

に思うことなどについて、家庭・学校
生活の中で体験したことを題材に「社
会を明るくする運動」に関するもの

（400字詰め原稿用紙3～5枚程度）
対象＝市内在住・在学の小中学生
応募方法＝9月6日㈮までに社会福祉課
（市役所議会棟1階）へ

※大会への参加を希望する人は当日直接
会場へ。くわしくは同課（☎20-1536）
へ。

豊住ふれあい親子陶芸教室
マグカップやアジサイの葉皿などを

日時＝8月4日㈰・18日㈰・25日㈰（全3
回） 午前9時30分～正午
会場＝豊住ふれあい健康館
対象＝小学生以上の子どもと保護者
定員＝30人（先着順）
参加費（1人当たり）＝500円（材料費など）
持ち物＝タオル、エプロン
※申し込みは7月26日㈮までにスポー

ツ振興課（☎20-1584）へ。

県立学校開放講座
書道の基本を学ぶ

日時＝8月3日㈯・24日㈯、9月7日㈯・
14日㈯、10月5日㈯・26日㈯、11
月9日㈯・24日㈰、12月7日㈯・21
日㈯（全10回） 午前10時～正午
会場＝成田国際高校
対象＝20歳以上の人
定員＝25人（応募者多数は抽選）
参加費＝2,000円（材料費などは別途）
申込方法＝7月10日㈬（必着）までに、往

復はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号・書歴を書いて成田国際高校開放講
座係（〒286-0036 加良部3-16）へ

※くわしくは同校（☎27-2610）へ。

歌舞伎講座衣裳編
着付けの様子を交えて解説

　衣装が決まるまでの流れや、細部のこ
だわりなどについて解説します。
日時＝8月3日㈯ 午後2時～3時
会場＝スカイタウンホール
講師＝髙橋孝子さん（松竹衣裳株式会社）
定員＝200人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝7月9日㈫から電話またはE

メールで住所・氏名・電話番号を観光
プロモーション課（☎20-1540 Eメー
ルkanpro@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

ヒンメリ風鈴作り教室
夏を涼しく

日時＝8月4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

ヒンメリで風鈴を作る
定員＝18人（先着順）
参加費＝2,500円（材料費）
申込方法＝7月31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。

杜のなつやすみおはなしかい
もりんぴあこうづで

日時＝7月26日㈮ 午前10時30分～11
時10分
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝絵本の読み聞かせ、語り
対象＝4歳～小学生（保護者も可）
※参加費は無料です。参加を希望する人

は当日直接会場へ。くわしくは市立図
書館公津の杜分館（☎27-7100）へ。

非常勤職員
統計調査事務の補助

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝2人
業務内容＝データ入力、書類審査など
勤務期間＝9月1日～3月31日
勤務日時＝50日程度（土・日曜日、祝日

を除く） 午前9時～午後5時
時給＝950円
応募方法＝7月19日㈮（必着）までに、写真

を貼った履歴書を直接または郵送で行
政管理課（市役所4階 〒286-8585 花
崎町760）へ
面接日＝7月30日㈫
※くわしくは同課（☎20-1501）へ。

採用予定人員
◦一般行政職初級…3人程度（うち障

がい者若干名）
◦一般行政職上級（社会福祉主事）…

若干名
◦消防職…3人程度
◦消防職（救急救命士）…若干名
受験資格
◦一般行政職初級…平成10年4月2

日～14年4月1日生まれの人
◦一般行政職初級（障がい者）…昭和

59年4月2日～平成14年4月1日生
まれで、障害者手帳の交付を受けて
いる人

◦一般行政職上級（社会福祉主事）…
昭和59年4月2日以降に生まれ、社
会福祉主事任用資格（社会福祉士・
精神保健福祉士資格を含む）を持つ
人（令和2年3月末日までに取得見込
みの人を含む）

◦消防職…平成3年4月2日～14年4
月1日生まれの人

◦消防職（救急救命士）…平成3年4月
2日～12年4月1日生まれで、救急
救命士の資格を持つ人（令和2年3
月末日までに取得見込みの人を含
む）
試験案内・申込書の配布場所＝人事

課（市役所3階）、市ホームページ
（https://www.city.narita.chiba.
jp/boshu/index0644.html）
配布開始日＝7月5日㈮
申込方法＝7月29日㈪～8月13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＝9月22日㈰
会場＝佐倉中学校
※くわしくは人事課（☎20-1505）また

は市ホームページへ。

令和2年4月採用の市職員募集新しい力を求
めます
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高等学校等開放講座
さまざまなメニューを用意

対象＝市内在住・在勤・在学の20歳以
上の人
申込方法＝電話またはFAXで住所・氏名
（ふりがな）・年齢・電話番号を生涯学
習課（☎20-1583 FAX24-4326）へ
成田国際福祉専門学校
【家庭でできる介護と高齢者の食事の作
り方】
期日＝8月26日㈪～29日㈭、9月2日㈪
（全5回） 
時間＝午前10時～正午（27日・29日は
午前9時30分～正午、28日・9月2日
は午前10時～午後3時）
内容＝体位変換・衣類着脱などの実習や

調理実習など
定員＝20人（先着順）
参加費＝1,000円（材料費）
成田高校
日時＝9月14日・21日、10月5日・12日・

19日の土曜日（全5回） 午後1時～4時
【漢詩鑑賞と思想研究】
内容＝詩経の漢詩を読み解く
定員と参加費＝50人（先着順）・無料
【初心者パソコン講座】
内容＝キーボードやワード・エクセルの

基本操作を学び、文書を作成する
定員＝20人（先着順）
参加費＝1,000円（教材費）
成田北高校
【写真を油絵にしよう】
日時＝9月26日、10月3日・24日・31日、

11月7日・14日・21日・28日の木曜
日（全8回） 午後6時30分～8時30分
内容＝持参した写真をモチーフにして油

絵を描く
定員＝20人（先着順）
参加費＝7,500円（教材費）
※全講座で別途保険料がかかります。く

わしくは生涯学習課へ。

ユニカール大会
成田エアポートカップ

日時＝8月4日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
競技方法＝3人編成のチームでの団体戦
参加費（1人当たり）＝1,500円（昼食・飲

み物代など）
申込方法＝7月16日㈫までに電話また

はFAXで代表者の住所・氏名・電話
番号、参加者全員の氏名、チーム名を
市ユニカール協会事務局・鈴木さん

（☎・FAX22-6920）へ
※くわしくは同事務局・鈴木さんへ。

なりたの五つ星給食レストラン
理解を深めるきっかけに

期日と会場
◦9月12日㈭…本城小学校学校給食共

同調理場
◦9月13日㈮…大栄支所
時間＝午前11時30分から
定員＝各20人（応募多数は抽選）
参加費＝270円（材料費）
応募方法＝7月26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・希望する会場・「給食レスト
ラン希望」を学校給食センター（〒286- 
0011 玉造1-14 Eメールkyushoku 
@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同センター（☎27-9449）へ。

小学生硬式テニススクール
みんなでトライ

日時＝8月3日㈯・10日㈯（全2回） 午前
10時～11時45分
会場＝中台運動公園テニスコート
内容＝年齢・経験別による指導
対象＝市内在住の小学生、家族が市内在

勤または市テニス協会加盟クラブ員の
小学生
定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝テニスラケット（大人用も可）、

運動靴、飲み物
申込方法＝7月13日㈯から市テニス協

会ホームページ（https://www.nar 
ita-tennis.com）から申し込む

※くわしくは市テニス協会事務局・林さ
ん（☎090-4063-5859）へ。

非常勤職員
保育課で

応募資格＝パソコン操作（エクセル・ワー
ド）ができる人
募集人員＝2人
業務内容＝データ入力、書類整理など
勤務期間＝8月1日～3月31日
勤務日時＝月10日程度（土・日曜日、祝

日、年末年始を除く） 午前9時～午後
5時
勤務場所＝保育課（市役所2階）
時給＝950円
応募方法＝7月16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（〒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。

甲種防火管理新規講習
安心・安全な事業所を目指して

日時＝8月21日㈬・22日㈭（全2回） 午前
9時15分～午後3時30分
会場＝国際文化会館
対象＝市内在住・在勤の人
定員＝120人（先着順）
受講料＝3,650円（テキスト代など）
申込方法＝7月18日㈭・19日㈮午前9

時から申請書類（写真1枚を添付）と受
講料を予防課（市役所地下1階）へ
申請書配布場所＝予防課、各消防署、市

ホームページ（https://www.city.na 
rita.chiba.jp/anshin/page218000.
html）

※くわしくは同課（☎20-1591）へ。

科学あそび講座
DNAを学ぼう

日時＝7月25日㈭ 午前10時～正午、午
後2時～4時
会場＝市立図書館2階集会室
内容＝野菜からDNAを取り出す、ビー

ズで二重らせんのストラップを作る
講師＝坂口美佳子さん（科学読物研究会）
対象＝小学2～6年生
定員と参加費＝各36人（先着順）・無料
持ち物＝鉛筆・はさみ・汚れてもよいタ

オル
※申し込みは7月2日㈫午前9時30分か

ら市立図書館（☎27-2000）へ。

募　集募　集


