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世界連邦宣言自治体全国協議会
講演会を開催

日時＝8月23日㈮ 午後3時30分〜4時30
分
会場＝スカイタウンホール
テーマ＝成田赤十字病院の国際活動
講師＝浅香朋美さん（成田赤十字病院　

国際診療科部長）
定員と参加費＝200人（先着順）・無料
※参加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。

リサイクルプラザ運営委員
ごみ減量にアイデアを

　リサイクル教室やフリーマーケットな
どの企画・運営に携わってみませんか。
応募資格＝市内在住の4月1日現在20歳

以上で、年間10日程度の活動ができ
る人
募集人員＝3人
任期＝3月31日まで
選考方法＝書類審査
活動場所＝リサイクルプラザ
応募方法＝8月31日㈯（必着）までに市

ホームページ（https://www.city.na 
rita.chiba.jp/boshu/page0128_0 
0002.html）にある応募用紙に必要事
項を書いて、直接または郵送でリサイ
クルプラザ（〒286-0823 小泉344-
1）へ

※くわしくはリサイクルプラザ（☎36-10 
00、祝日を除く）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
◦10月17日㈭…下総みどり学園
◦10月24日㈭…学校給食センター玉造

分所
時間＝午前11時30分から
定員＝各20人（応募者多数は抽選）
参加費＝270円（材料費）
申込方法＝8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」を書いて学校給食センター

（〒286-0011 玉造1-14 Eメールky 
ushoku@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同センター（☎27-9449）へ。

お知らせお知らせ

スポーツリーダーバンク
指導者は登録を

　市では、スポーツ・レクリエーション
活動の振興を図るため、指導者の登録・
紹介などを行う「スポーツリーダーバン
ク」を設置しています。
　登録者が、市が指定する講習会に参加
して資格を取得した場合に、参加費の一
部を助成します。
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 

84）へ。

催し物催し物

なりたすず虫まつり
無料で配布します

日時＝8月11日（日・祝）（荒天の場合は
12日㈪） 午後1時〜3時
会場＝浅間公園（美郷台）
持ち物＝飼育ケース
※くわしくは、なりたすず虫愛好会・山

田さん（☎22-9659）へ。

なりた想い出の写真館
遠い昔がよみがえる

日時＝8月14日㈬〜9月8日㈰ 午前10
時〜午後5時
会場＝スカイタウンギャラリー
入場料＝無料
※くわしくは文化芸術センター（☎20-11 

33、8月12日を除く月曜日、8月13
日㈫は休館）へ。

ふれあいコンサート
ハワイにいる気分に

日時＝8月15日㈭ 午後0時10分〜0時
50分
会場＝市役所1階ロビー
内容＝うすいなおこさんによるウクレレ

コンサート
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。

会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
◇8月11日（日・祝）＝「硫黄島からの手紙」
　2006年・アメリカ
◇8月17日㈯＝「ズートピア」
　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。くわしくは市
立図書館（☎27-2533）へ。

映画会

図書館
今�月の図書館休館日＝5日㈪、13日㈫、19

日㈪、26日㈪、30日㈮ （館内整理日）
※ 12日㈪は本館・公津の杜分館・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）。

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6月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 52.1 62.3
長沼 54.6 65.4
北羽鳥 54.9 66.0
北羽鳥
北部 54.0 64.0

新川 54.9 65.6
猿山 48.3 59.7
滑川 56.1 67.5
西大須賀 61.1 74.1
四谷 58.7 70.3
高倉 63.8 78.0
内宿 53.1 64.0
磯部 55.6 67.0
水掛 53.8 64.8
幡谷 55.1 66.2
成毛 54.0 64.6
荒海 60.3 72.4
飯岡 57.1 68.7
大生 57.7 69.3
土室（県） 67.2 81.9
土室（NAA） 54.6 65.7
荒海橋本 60.9 72.9

測定局 � Lden WECPNL
大室 56.2 67.5
大室（NAA） 56.2 68.5
野毛平
工業団地 57.5 69.0

東和泉 55.9 66.9
芦田 60.4 73.2
赤荻 57.6 68.6
野毛平 58.1 70.4
下金山 47.8 60.5
押畑 46.8 57.9
新田（NAA） 52.6 66.7
新田 55.3 68.8
堀之内 55.1 67.4
馬場 51.8 64.0
遠山小 56.7 70.0
本三里塚 57.1 71.2
三里塚小 59.1 72.5
御料牧場
記念館 54.3 67.3

本城 55.9 68.2
南三里塚 60.0 73.5

※�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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ボウリング初心者教室
楽しく上達

日時＝9月2日・9日・30日、10月7日・
21日・28日の月曜日（全6回） 午後2時
30分〜4時
会場＝ラクゾー成田店（ボンベルタ成田

店5階）
内容＝インストラクターのレッスンと1

ゲーム投球
定員と参加費（1回当たり）＝20人（先着

順）・600円（ゲーム代。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8月28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。

非常勤職員
農業委員会事務局で

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝4人
業務内容＝書類の整理、データ入力など
勤務期間＝10月1日〜12月26日
勤務日時＝週2・3日程度（土・日曜日、

祝日を除く） 午前8時30分〜午後5時
勤務場所＝農業委員会事務局（市役所4

階）
時給＝950円
応募方法＝8月16日㈮（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
農業委員会事務局（〒285-8585 花崎
町760）へ。8月26日㈪に面接を行い
ます

※くわしくは同事務局（☎20-1573）へ。

陸・海・空の自衛官
平和を守ろう

応募資格
◦自衛官候補生…18〜32歳の人
◦航空学生…高卒（見込みを含む）で、21

歳未満の人（海上自衛官は23歳未満の
人）
◦一般曹候補生…18〜32歳の人
受付期限＝9月6日㈮
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

里山講演会
桜について学ぼう

日時＝8月25日㈰ 午後1時30分〜3時
30分
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝サクラの分類とクマノザクラの

発見
講師＝勝木俊雄さん（国立森林総合研究

所多摩森林科学園チーム長）
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは成田・里山を育てる会・相
原さん（☎35-1550）へ。

成田オープンソフトテニス大会
息の合ったプレーで

日時＝8月25日㈰（予備日31日㈯） 午前
8時30分から
会場＝中台運動公園テニスコート
種目＝ダブルス男子1〜4部、ダブルス

女子1・2部、ミックスダブルス1部
参加費（1ペア当たり）＝3,000円（高校

生以下は1,000円）
申込方法＝8月19日㈪までにEメールで

氏名・年齢・性別・電話番号を市ソフ
トテニス連盟事務局（Eメールnrtsta@ 
gmail.com）へ

※くわしくは同事務局・麻生さん（☎09 
0-4223-5530）へ。

リサイクル製品の販売
自転車や家具などを

日時＝8月15日㈭〜18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＝8月20日㈫（当選者にはがきで

通知）
※申し込みのなかった品物は20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。

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＝9月6日㈮ 午後2時〜4時
会場＝市役所6階中会議室
講師＝小倉博さん（市文化財保護協会会

長）
定員と参加費＝30人（先着順）・無料
※申し込みは8月16日㈮までに市文化

財保護協会事務局（生涯学習課・☎20-
1583）へ。

バウンドテニス体験教室
室内で気軽に楽しめる

日時＝9月6日㈮・13日㈮ 午前9時20分
〜正午
会場＝市体育館
対象＝16歳以上の人
定員＝各20人（先着順）
参加費（1回当たり）＝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。

萬葉集と令和
新元号の出典をより深く学ぶ

日時＝9月22日㈰ 午後1時30分〜4時
会場＝中央公民館
内容＝万葉集の代表的な歌を読解しなが

ら、新元号との関係や奥深さ、面白さ
を学ぶ
講師＝岩田芳子さん（日本女子大学文学

部助教）
定員＝80人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝8月29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）・電話番号を中央公民館（〒2 
86-0017 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、8月12日㈪・13日㈫は休館）へ。

〜善意ありがとう〜
　株式会社ナリコーから市内の小
学生に傘の寄贈を受けました。善
意ありがとうございました。

伝 板言

募　集募　集
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放課後子ども教室
運営を支えよう

　放課後子ども教室では、小学校の教室
などを利用して、子どもたちとスポーツ
やレクリエーションなどさまざまな活動
を行っています。
　子どもたちを見守り、スタッフを取り
まとめるコーディネーターとして活動し
てみませんか。
応募資格＝市内在住・在勤・在学の18

歳以上の人
募集人員＝若干名
活動日時＝月曜日（月2回） 午後2時〜5時
活動場所＝下総みどり学園
応募方法＝8月30日㈮までに電話また

はEメールで住所・氏名・年齢・電話
番号・職業・「放課後子ども教室コー
ディネーター応募」を生涯学習課（☎2 
0-1583 Eメールshogaku@city.nar 
ita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

秋季ユニカール教室
床の上で楽しむカーリング

日時＝8月30日㈮、9月6日㈮・20日㈮・
27日㈮ 午後6時30分〜8時30分
会場＝市体育館
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは各開催日の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。

応募書類・面接基本セミナー
ジョブカフェちばによる

　就職活動のための応募書類の書き方や
面接のポイントなどを学びます。また、
セミナー終了後には個別相談も行います。
日時＝9月30日㈪ 午後1時〜3時30分
会場＝市役所6階中会議室
対象＝就職を希望している15〜44歳の

人
定員と参加費＝20人（個別相談は6人。先

着順）・無料
申込方法＝電話またはEメールで住所・

氏名・年齢・電話番号・個別相談希望
の有無を商工課（☎20-1622 Eメール
shoko@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

救命講習会
心肺蘇生法を学ぼう

内容＝心肺蘇生法・AEDの操作方法な
どを学ぶ
対象と参加費＝市内在住・在勤・在学の

中学生以上・無料
普通救命講習会
期日と会場・申込先
①9月1日㈰…市役所6階中会議室・成

田消防署（☎20-1594）
②9月18日㈬…大栄消防署（☎73-4141）
③9月22日㈰…三里塚消防署（☎35-10 

07）
④10月20日㈰…赤坂消防署（☎26-32 

10）
時間＝午前9時〜正午
定員＝各15人（先着順）
上級救命講習会
日時＝9月14日㈯ 午前9時〜午後5時
会場＝市役所6階大会議室
定員＝60人（先着順）
申込先＝警防課（☎20-1592）
※④は9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。

もりんぴあ夏休みイベント
思い出づくりに

会場＝もりんぴあこうづ
対象＝小学生
わくわくキッチンスタジオ
日時＝8月20日㈫ 午前10時30分〜正午、

午後1時30分〜3時
内容＝ホットケーキミックスでお菓子を

作る
定員と参加費＝各12人（先着順）・無料
持ち物＝エプロン、三角巾、筆記用具、

タオル、飲み物
工作教室
日時＝8月22日㈭ 午前10時30分〜正

午、午後1時30分〜3時
内容＝オリジナルのランタンを作る
定員＝各16人（先着順）
参加費＝300円（材料費など）
持ち物＝エプロンまたは汚れてもよい服

装、クレヨン、筆記用具、タオル、飲
み物

※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27-
5252、第4月曜日は休館）へ。

瓦
が

當
と う

を描く
中国古代建築の文様を模写

日時＝9月11日㈬・18日㈬・25日㈬（全
3回） 午前10時〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝墨と筆の使い方を学び、中国古代

建築の軒
のき

丸
まる

瓦
がわら

の文様を模写する
定員＝10人（先着順）
参加費＝1,500円（教材費）
※申し込みは9月3日㈫までに同センター
（☎40-4880、8月12日を除く月曜日、
8月13日㈫は休館）へ。

環境審議会委員
あなたの意見を

応募資格＝11月1日時点で20〜74歳の
市内在住の人（ほかの審議会などの委
員、議員、国・地方公共団体の常勤職
員は除く）
募集人員＝5人
活動内容＝環境の保全や廃棄物の減量、

資源化などに関する事項の審議
任期＝令和元年11月1日〜3年10月31

日
開催回数＝年4回程度（平日）
選考方法＝書類審査
応募方法＝9月11日㈬（当日消印有効）ま

でに直接または郵送で環境計画課（市役
所5階）または市ホームページ（https://
www.city.narita.chiba.jp/boshu/
page0126_00007.html）にある申込
書と環境の保全や廃棄物の減量、資源
化などに関する作文（800字程度）を書
いて同課（〒286-8585 花崎町760）へ
※くわしくは同課（☎20-1533）へ。

男の料理教室
基礎から学べる

日時＝8月29日㈭、9月6日㈮・27日㈮
（全3回） 午前10時〜午後1時30分
会場＝保健福祉館
内容＝手軽にできるバランスの取れた料

理を作る
対象＝市内在住で料理初心者の男性
定員＝12人（初めての人を優先に先着順）
参加費＝1,500円（材料費）
持ち物＝エプロン、三角巾
※申し込みは8月16日㈮までに健康増

進課（☎27-1111）へ。
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バルーンアート教室
世界チャンピオンによる

日時＝8月29日㈭ 午後1時〜1時45分、
午後2時〜2時45分
会場＝三里塚コミュニティセンター
講師＝バルーンアーティスト大吾さん
対象＝4歳〜小学生と保護者
定員と参加費＝各10組（先着順）・無料
※申し込みは8月25日㈰までに同センター
（☎40-4880、8月12日を除く月曜日、
8月13日㈫は休館）へ。

B＆Gカヌー体験会
プールで気軽に

日時＝9月7日㈯ 午後1時〜4時30分
会場＝大谷津運動公園プール
対象＝小学4〜6年生
定員と参加費＝20人（先着順）・無料
申込方法＝市スポーツ・みどり振興財団

ホームページ（http://www.park-na 
rita.jp）にある申込書・同意書に必要
事項を書いて直接、市体育館へ

※くわしくは同館（☎26-7251）へ。

ベビーマッサージ教室
助産師から学ぶ

日時＝9月4日㈬・18日㈬、10月2日㈬
（全3回） 午前10時〜11時
会場＝中郷公民館
内容＝ベビーマッサージや災害時におけ

るミルクなどの備えについて学ぶ
対象＝生後3〜8カ月の赤ちゃんと母親
定員＝10組（応募者多数は抽選）
申込方法＝8月15日㈭までに電話また

はEメールで住所・親子の氏名（ふり
がな）・電話番号・子どもの生年月日・
託児（未就学児）利用の有無・教室名を
中郷公民館（☎22-4614 Eメールko 
minkan@city.narita.chiba.jp）へ

※参加費は無料です。くわしくは同館（月
曜日、8月13日㈫は休館）へ。

成田商工会議所創業スクール
起業を考えている人へ

会場＝成田商工会議所（花崎町）
内容＝創業に必要な知識を習得する
対象＝創業に関心のある人
創業スクール無料体験講座
日時＝8月24日㈯ 午前9時30分〜11時

30分
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
創業スクール
日時＝9月21日・28日、10月5日・12

日・26日の土曜日（全5回） 午前9時
30分〜午後4時30分（11月9日㈯は
予約制の個別相談）
定員＝20人（個別相談は16人。先着順）
参加費＝1万800円（受講料・教材費な

ど）
申込方法＝直接・FAX・Eメールのいず

れかで、住所・氏名・生年月日・電話
番号を成田商工会議所（FAX22-2107 
Eメールinfo@naritacci.or.jp）へ

※くわしくは同会議所（☎22-2101）へ。

小学生相撲大会
目指せ横綱

日時＝9月23日（月・祝） 午前8時から
会場＝市相撲場
競技方法
◦個人戦…小学1〜6年生の部
◦団体戦…小学2〜6年生各1人ずつの5

人編成
対象＝市内在住・在学の小学生
参加費＝無料
※申し込みは9月11日㈬までにスポー

ツ振興課（☎20-1584）へ。

市民テニス教室
レベル別に分かれて

日時＝8月24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、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。

再就職支援セミナー・出張相談
女性のための

会場＝市役所6階中会議室
対象＝就職を希望する女性
再就職支援セミナー
日時＝9月11日㈬ 午前10時〜正午
内容＝女性を取り巻く環境、自己分析と

適職の理解などを学ぶ
定員＝30人（先着順）
出張相談
日時＝9月11日㈬ 午後1時30分〜4時（1

人当たり30分程度）
定員＝4人（セミナー参加者で先着順）
※参加費は無料です。託児を希望する人

は8月30日㈮までに申し出てください。
くわしくは商工課（☎20-1622）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＝9月5日㈭・10日㈫・20日㈮、10
月1日㈫・17日㈭・25日㈮・28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。

ドローン体験会
飛ばしてみよう

日時＝8月28日㈬ 午後1時から
会場＝市体育館
内容＝屋内用ドローンの体験会
対象＝小学4年生以上
定員＝15人（先着順）
参加費＝500円（機材費など）
持ち物＝上履き
※申し込みは8月2日㈮午前9時から市体

育館（☎26-7251）へ。

うなバレー大会
柔らかいボールで楽しめる

日時＝9月28日㈯ 午前9時〜午後4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（保険料など）
※1人でも参加できます。申し込みは9月

11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。
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