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秋のさんりづか歌声サロン
童謡や歌謡曲を一緒に

日時＝9月20日㈮、10月4日㈮・25日㈮ 
午前10時〜11時30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
※参加費は無料です。申し込みは同セン

ター（☎40-4880、9月16日を除く月
曜日、9月17日㈫は休館）へ。

お知らせお知らせ

大栄B＆G海洋センタープール
まだまだ泳げる

利用期間＝9月29日㈰まで
利用時間＝午前9時〜正午、午後1時〜5

時（金・土曜日は午後6時〜9時も利用
可）

※くわしくは大栄B＆G海洋センター（☎ 
73-5110、9月16日・23日を除く月
曜日、9月17日㈫・24日㈫は休館）へ。

多重債務相談
借金で困っている人に

　千葉財務事務所では、電話による債務
相談を受け付けています。解決のための
助言を行い、必要に応じて専門家を紹介
します。秘密は厳守します。
受付日時＝月〜金曜日（祝日を除く） 午

前8時30分〜正午、午後1時〜4時30
分
相談料＝無料
※くわしくは千葉財務事務所多重債務相

談窓口（☎043-251-7830）へ。

NaritaCity Radio Flight
9月から新たに配信

　ラジオ成田（83.7MHz）で、9月から
市の広報番組「NaritaCity Radio Flig 
ht」が始まります。番組では市内のイベ
ントや魅力的なスポットなどを紹介して
いきます。通勤中などにぜひ聴いてみて
ください。
　ラジオ成田ホームページ（http://ww 
w.narita.fm）でも聴くことができます。
放送日時＝第1・2水曜日 午前7時〜7

時30分
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

催し物催し物

指定文化財展
下総歴史民俗資料館で

日時＝10月5日㈯〜11月24日㈰ 午前9
時〜午後4時30分（10月14日、11月
4日を除く月曜日、10月15日㈫、11
月5日㈫は休館）
会場＝下総歴史民俗資料館
内容＝県・市指定文化財の工芸、彫刻、

絵画、書跡、古文書などの初公開資料
含む文化財15点を展示
入場料＝無料
展示解説
日時＝10月20日㈰、11月10日㈰ 午後

2時から
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは生涯学習課（☎20-1583）へ。

印旛郡市理科作品展
小中学生の力作を

日時＝9月14日㈯ 午前9時〜午後4時
会場＝印旛教育会館（寺台）
内容＝科学論文、工作品、標本などの展示
※入場は無料です。くわしくは成田小学

校・伊橋さん（☎22-1334）へ。

なかよし動物フェスティバル
命の大切さを学ぶ

日時＝9月15日㈰ 午前10時〜午後3時
会場＝イオンモール成田
内容＝犬との触れ合い、獣医師体験など
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは県動物愛護センター（☎9 
3-5711）へ。

全日本選抜還暦軟式野球大会
はつらつとした熟練のプレーを

　60歳以上の人で構成された全国64
チームによるトーナメント戦です。
期日＝9月27日㈮〜10月1日㈫
会場＝ナスパ・スタジアム、中台運動公

園野球場、下総運動公園野球場など
入場料＝無料
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-158 

4）へ。

会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
◇9月8日㈰＝「人生フルーツ」
　2016年・日本
◆�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＝2日㈪、9日㈪、17日

㈫、24日㈫、27日㈮ （館内整理日）、30
日㈪

※ 16日（月・祝）、23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）。

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7月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 53.6 62.9
長沼 55.4 66.1
北羽鳥 55.5 66.8
北羽鳥
北部 54.8 64.5

新川 55.0 65.3
猿山 47.6 57.6
滑川 55.8 66.9
西大須賀 60.4 73.2
四谷 58.4 69.7
高倉 63.4 77.4
内宿 52.4 62.7
磯部 56.2 67.2
水掛 54.5 64.7
幡谷 55.5 65.9
成毛 54.7 64.7
荒海 60.5 72.3
飯岡 57.9 69.1
大生 58.5 69.9
土室（県） 66.8 81.4
土室（NAA） 54.2 64.7
荒海橋本 61.1 73.0

測定局 � Lden WECPNL
大室 56.3 66.9
大室（NAA） 56.0 67.8
野毛平
工業団地 58.0 69.2

東和泉 56.9 67.6
芦田 60.9 73.6
赤荻 58.2 69.1
野毛平 58.8 70.9
下金山 50.2 62.4
押畑 48.4 58.9
新田（NAA） 52.9 67.4
新田 55.5 69.2
堀之内 55.5 67.5
馬場 53.0 64.9
遠山小 57.0 70.0
本三里塚 57.4 71.5
三里塚小 59.4 72.6
御料牧場
記念館 54.6 67.4

本城 55.6 67.8
南三里塚 59.5 72.9

※�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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中郷地区の自然と歴史散策
文化財や城跡を見学

日時＝10月20日㈰ 午前9時〜正午
集合場所＝中郷公民館
内容＝赤荻周辺にある自然や文化財、城

跡などを歩いて巡る
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝10月3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・行事名を中郷公民館（〒 
286-0832 赤荻1587-1 Eメールko 
minkan＠city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎22-4614、月曜日、
9月17日㈫・24日㈫は休館）へ。

パン作り教室
簡単な手順で焼きたてを

日時＝9月28日㈯・29日㈰（全2回） 午後
1時30分〜4時（29日は午前10時30
分〜午後1時）
会場＝遠山公民館
内容＝手軽にできる数種類のパンを種か

ら作り、焼いて試食する
対象＝市内在住・在勤・在学の小学4年

生以上
定員＝12人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円（材料費）
申込方法＝9月12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・教室名を遠山
公民館（〒286-0122 大清水48-7 E
メールkominkan@city.narita.chib 
a.jp）へ

※くわしくは同館（☎35-0600、月曜
日は休館）へ。

自動車点検教室
毎日の安全のために

日時＝10月5日㈯ 午前10時〜正午
会場＝中央公民館
内容＝日常の整備や点検方法の講習と、

タイヤ交換などの実技
対象＝自動車の運転免許を持っている人
定員＝50人（先着順）
参加費＝無料（昼食付き）
※軽作業ができる服装で来てください。

申し込みは月〜金曜日（祝日を除く）の
午前10時〜午後4時に千葉県自動車
整備振興会成田支部（☎22-3525）へ。

ゴルフ大会
シニアと女子の部

日時＝10月28日㈪ 午前8時から
会場＝大栄カントリー倶楽部（横山）
申込方法＝9月30日㈪までに参加費を

持って市アマチュアゴルフ協会事務局
（〒286-0021 土屋1373-1（株）日翔
内）へ
シニアゴルフ大会
対象＝市内在住で、昭和40年12月31

日（グランドシニアの部は昭和25年
12月31日）以前に生まれた男子アマ
チュア
参加費＝3,000円（プレー費は別途）
女子市民ゴルフ大会
対象＝市内在住・在勤の女子アマチュア
参加費＝2,000円（プレー費は別途）
※くわしくは市アマチュアゴルフ協会事

務局（☎22-1251、日曜日は除く）へ。

シニアテニス教室
健康な体づくりに

日時＝9月28日㈯ 午前9時15分から
会場＝中台運動公園テニスコート
内容＝プロコーチによるレッスン、ゲー

ム形式の練習
対象＝市内在住・在勤の60歳以上の男

性・55歳以上の女性、市テニス協会
加盟クラブ員
参加費＝無料
申込方法＝市テニス協会ホームページ
（https://www.narita-tennis.com）
から申し込む

※くわしくは同事務局・林さん（☎090-
4063-5859）へ。

自然観察会
秋の里山を歩いて

期日＝10月19日㈯（雨天決行）
集合時間＝午前9時30分（正午解散予定）
コース＝公津の杜公園、付近の里山
対象＝市内在住・在勤・在学の人（小学

生以下は保護者同伴）
定員＝30人（応募者多数は抽選）
申込方法＝9月30日㈪（必着）までに、は

がき・FAX・Eメールのいずれかで、参
加者全員の住所・氏名・年齢・性別・
電話番号を、なりた環境ネットワーク
事務局（〒286-8585 花崎町760 FA 
X22-4449 Eメールkankei@city.na 
rita.chiba.jp）へ

※参加費は無料です。くわしくは同事務
局（環境計画課・☎20-1533）へ。

健康を考えた料理講習会
アグリライフなりた会員と

日時＝9月26日㈭ 午前9時30分〜午後
2時
会場＝中央公民館
内容＝ゆかりと塩昆布のごはん、鶏肉の

レモン南蛮漬け、ナスのなめろう、ト
マトとネギのスープ、ヤマト芋のよう
かんを作る
対象＝市内在住・在勤の20歳以上の人
定員＝10人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,200円（材料費）
申込方法＝9月13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・講習名を書いて農政課（〒28 
6-8585 花崎町760 Eメールnosei@ 
city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1541）へ。

敬老の日のおくりもの
おじいちゃん・おばあちゃんへ

日時＝9月14日㈯ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
内容＝もなかやメッセージカードなどを

入れたギフトボックスを作る
対象＝小学生
定員＝25人（先着順）
参加費＝500円（和菓子代など）
※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。

伝 板言

募　集募　集

協力して生地を仕上げる
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秋季プロテニススクール
テクニックを身に付ける

日時＝9月23日（月・祝） 午前9時15分
〜午後3時30分
会場＝中台運動公園テニスコート
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
定員＝30人（先着順）
参加費＝1,000円（高校生以下は500円）
申込方法＝市テニス協会ホームページ
（https://www.narita-tennis.com）
から申し込む

※くわしくは同事務局・林さん（☎090-
4063-5859）へ。

図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

期日＝9月13日㈮
会場＝市立図書館2階集会室
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＝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。

図書館講座
認知症を予防しよう

日時＝10月6日㈰ 午後2時〜4時
会場＝もりんぴあこうづ
テーマ＝認知症予防は図書館で! 〜ライ

ブラリハビリで元気モリモリ
講師＝結城俊也さん（専門理学療法士）
定員＝80人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝9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.libra 
ry.city.narita.lg.jp）から申し込む

※くわしくは同館へ。

産業まつり収穫祭
市民農園でサツマイモ掘り

日時＝10月19日㈯（荒天の場合は20日
㈰） 午前10時〜午後2時
会場＝市民農園（十余三）
対象＝市内在住の人（18歳未満は保護者

同伴）
定員と参加費＝800人（応募者多数は初

めての人を優先に抽選）・無料
申込方法＝9月13日㈮（必着）までに市ホー

ムページ（https://www.city.narita. 
chiba.jp/business/page158800.
html）から申し込むか、はがきに代表
者の住所・氏名・年齢・電話番号、参
加者全員（1組4人まで）の氏名・年齢を
書いて農政課（〒286-8585 花崎町7 
60）へ

※複数の申し込みは無効となります。く
わしくは同課（☎20-1542）へ。

バレーボール大会
チームワークで勝利を

日時＝10月6日㈰ 午前9時30分から
会場＝市体育館
競技方法＝男女別6人制によるトーナメ

ント方式
対象＝高校生以上
参加費（1チーム当たり）＝3,000円（施

設使用料など。高校生は2,000円）
申込方法＝9月13日㈮までにEメールで代

表者の住所・氏名・電話番号、チーム
名・区分（一般・高校生）を市バレーボー
ル協会事務局（Eメールnarita.volley 
ball.association@gmail.com）へ

※くわしくは同事務局・安齋さん（☎09 
0-6140-0945）へ。

チョークアート教室
おしゃれな作品を

日時＝9月28日㈯ 午前10時〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝専用のチョークでボードに絵を描

き、指で混ぜ合わせて色を付ける
定員＝10人（先着順）
参加費＝1,000円（材料費）
※申し込みは9月23日（月・祝）までに同

センター（☎40-4880、9月16日・23
日を除く月曜日、9月17日㈫・24日㈫
は休館）へ。

陸・海・空の自衛官
平和を守る仕事

防衛大学校（推薦・総合選抜・一般）
応募資格＝高卒（見込みを含む）で21歳

未満の人（推薦は校長の推薦などが別
途必要）
受付期間＝9月5日㈭〜9日㈪（一般は9

月30日㈪まで）
防衛医科大学校医学科・看護学科
応募資格＝高卒（見込みを含む）で21歳

未満の人
受付期間＝9月5日㈭〜30日㈪
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

手作りクリスマス展
あなたの自信作を

　12月12日㈭〜25日㈬にスカイタウ
ンギャラリーで開催される作品展に出品
しませんか。
規格＝布製・陶製・粘土・絵画などのク

リスマスに関連した作品で、1人5点
まで
応募方法＝9月10日㈫〜11月30日㈯の

午前9時〜午後5時に文化芸術センター
または同センターホームページ（http: 
//www.narita-bungei-skytown.jp）
にある出品票に必要事項を書いて、直
接・FAX・Eメールのいずれかで同セ
ンター事務室（スカイタウン成田4階 F 
AX22-7311 Eメールinfo@narita-b 
ungei-skytown.jp）へ。後日、指定さ
れた日に作品を自己搬入する

※くわしくは文化芸術センター（☎20-
1133、月曜日は休館）へ。

期日＝9月1日㈰・7日㈯・8日㈰・
14日㈯〜16（月・祝）・21日㈯〜
23日（月・祝）・28日㈯・29日㈰
区域と時間（14日・15日を除く）
◦JR成田駅〜薬師堂…午前11時〜

午後2時
◦薬師堂〜成田山門前（鍋店角）…

午前11時〜午後4時
※14日・15日の規制時間などは7

ページで確認してください。くわ
しくは成田市観光協会（☎22-21 
02）へ。

9月の交通規制
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なりたカルチャークラブ
新しいことに挑戦してみませんか

会場＝国際文化会館
はじめての英会話
日時＝10月1日㈫・8日㈫・15日㈫（全

3回） 午後4時〜5時30分
定員＝15人（先着順）
参加費＝3,000円（教材費など）
ラテ・アートに挑戦
日時＝10月7日㈪ 午前10時〜正午
定員＝16人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費など）
プロに学ぶコーヒーの味わい方
日時＝10月7日㈪ 午後1時〜3時
定員＝16人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費など）
韓国料理を作ろう
日時＝10月8日㈫ 午前10時30分〜午

後0時30分
定員＝12人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費など）
おもてなしの英語初級編
日時＝11月12日㈫・19日㈫・26日㈫
（全3回） 午後2時30分〜4時
定員＝15人（先着順）
参加費＝3,000円（教材費など）
やすらぎのオカリナ入門編
日時＝11月21日㈭・28日㈭、12月5日

㈭・12日㈭（全4回） 午後2時〜3時30
分
定員＝10人（先着順）
参加費＝4,300円（教材費など）
はじめての中国語会話
日時＝12月3日㈫・10日㈫・17日㈫（全

3回） 午後3時30分〜5時
定員＝15人（先着順）
参加費＝3,000円（教材費など）
※申し込みは午前10時から国際文化会

館（☎23-1331、9月16日・23日を除
く月曜日、9月17日㈫・24日㈫は休
館）へ。

なりたの五つ星給食レストラン
学校で提供されるメニューを

日時＝11月13日㈬ 午前11時30分から
会場＝公津の杜中学校
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝270円（材料費）
申込方法＝9月27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・「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kyushoku@city.
narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同センター（☎27-9449）へ。

子育て支援員研修
保育の仕事に携わる

　保育施設などで働くことを目指す人を
対象に講座を開催します。修了者には全
国の保育施設などで子育て支援員として
働くことができる修了証書を交付します。
科目と期日
◦共通科目…10月12日㈯・19日㈯・21

日㈪・28日㈪、11月11日㈪・16日㈯・
23日（土・祝）・25日㈪、1月27日㈪（全
9回。このほかに1日間の心肺蘇生法講
習あり）

◦選択科目…①②のいずれかを選択（両
方も可）

①保育従事者…12月2日㈪・16日㈪（こ
のほかに2日間の保育実習あり）

②ファミリー・サポート・センター協力
会員…11月30日㈯、12月14日㈯
時間＝午前9時20分〜午後0時40分
会場＝成田国際福祉専門学校（郷部）、市

内保育園
内容＝乳幼児の食事と栄養、子どもの発

達などを講義や実習を通して学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の20歳以

上で、共通科目と選択した科目の全日
程に参加できる人
定員＝30人（応募者多数は抽選）
参加費＝3,000円（テキスト代など）
申込方法＝9月17日㈫までに子育て支援

課（市役所2階）または市ホームページ
（https://www.city.narita.chiba.j 
p/kosodate/page139100.html）
にある申込用紙に必要事項を書いて同
課へ

※くわしくは同課（☎20-1538）へ。

非常勤職員
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＝5人程度
業務内容＝留守家庭児童（小学生）の育成

支援
勤務期間＝10月1日〜3月31日
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）
勤務場所＝市内児童ホーム
時給＝教員免許・保育士などの資格あり

1,220円、免許・資格なし1,180円
応募方法＝9月17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。

CTUデュアスロンinフレンドリー下総
ランとバイクで競う

日時＝11月23日（土・祝） 午前8時45分
から
会場＝下総運動公園サイクルロード
競技種目
◦小学生（低・中・高学年）…ラン1㎞・

バイク3㎞・ラン1㎞
◦中学生・一般（高校生以上）B…ラン1.5

㎞・バイク10.5㎞・ラン1.5㎞
◦一般（高校生以上）A…ラン3㎞・バイ

ク21㎞・ラン3㎞
定員＝小学生各学年30人、中学生・一

般A50人、一般B80人（先着順）
参加費＝小学生2,500円、中学生・一般

B3,500円、一般A4,500円（保険料な
ど）

※くわしくは大会事務局・加藤さん（☎0 
90-3213-6535 ホームページhttp:// 
www.ne.jp/asahi/shake/hand）へ。

募　集募　集

ランの次はバイク


