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児童ホーム
入所申請書を配布

　4月から児童ホームに入所を希望する
児童を対象に、入所申請書を配布します。
対象＝市内在住で小学校に通っていて、

保護者が仕事や病気などにより保育で
きない家庭の児童
受付期間＝11月18日㈪〜28日㈭（都合

の悪い人は、事前に保育課（☎20-16 
07）に連絡してください）
受付場所＝保育課（市役所2階）
配布書類＝入所案内、入所申請書、就労

証明書など
配布場所＝保育課、各児童ホーム、市ホー

ムページ（https://www.city.narita.
chiba.jp/kosodate/page141500.
html）

※くわしくは保育課へ。

催し物催し物

ぐるなりスタンプラリー
参加店を巡って豪華賞品

期間＝10月6日㈰〜12月8日㈰
賞品＝国内航空券、食事券、映画観賞券

など
応募方法＝市内を中心に約900店ある

参加店を3店回り、スタンプを3つ集
める（500円でスタンプ1つ）

※くわしくは成田空港通り活性化協議会
事務局（ぴーぽっぷ成田店・☎20-2 
345 ホームページhttp://www.gur 
unari.com）へ。

銚洋祭
銚子特別支援学校で

日時＝10月26日㈯（荒天の場合は27日
㈰） 午前9時30分〜午後2時30分
会場＝銚子特別支援学校
内容＝生徒による劇の発表や太鼓の演

奏、作品展示、作業製品の販売など
※くわしくは同校（☎0479-22-0243）へ。

祇園祭写真コンテスト
入賞作品を展示します

日時＝10月18日㈮〜11月14日㈭（10月
21日㈪・28日㈪、11月5日㈫・11日
㈪は除く） 午前9時〜午後4時30分
会場＝成田観光館
※くわしくは観光プロモーション課（☎

20-1540）へ。

ボールゲームフェスティバル
さまざまな種目を体験

日時＝11月4日㈪ 午前10時〜正午（雨天
の場合は中止）
会場＝中台運動公園野球場
内容＝ティーボール、友遊ボール、キック

ベース、ストラックアウトを体験する
対象＝少年野球未経験の小学生と園児
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市少年野球連盟・小川さん
（☎080-6887-3862）または同連盟
ホームページ（http://narita-junior-
baseball-league.info）へ。

会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
◇10月6日㈰＝「オーケストラ！」
　2009年・フランス・吹替
◇10月12日㈯＝「ファンタジア」
　1940年・アメリカ・アニメ・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＝7日㈪、15日㈫、21

日㈪、28日㈪、31日㈭ （館内整理日）
※ 14日（月・祝）、22日（火・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8月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 48.1 59.2
長沼 51.2 62.0
北羽鳥 52.7 64.0
北羽鳥
北部 49.8 59.6

新川 51.3 62.5
猿山 43.0 54.6
滑川 56.2 68.3
西大須賀 61.6 74.8
四谷 58.9 70.6
高倉 64.6 78.9
内宿 49.0 60.9
磯部 51.8 63.2
水掛 49.4 60.0
幡谷 51.7 63.1
成毛 47.8 59.7
荒海 58.3 70.9
飯岡 53.2 65.0
大生 53.9 65.6
土室（県） 68.2 83.0
土室（NAA） 52.0 64.4
荒海橋本 58.8 71.3

測定局 � Lden WECPNL
大室 54.5 66.3
大室（NAA） 54.1 66.7
野毛平
工業団地 51.5 63.2

東和泉 51.0 63.0
芦田 57.7 70.4
赤荻 52.8 64.2
野毛平 53.4 65.3
下金山 44.1 56.5
押畑 41.8 52.9
新田（NAA） 54.9 69.6
新田 57.3 71.4
堀之内 50.7 62.9
馬場 46.7 58.9
遠山小 52.8 66.4
本三里塚 52.9 67.3
三里塚小 56.9 70.7
御料牧場
記念館 52.5 66.1

本城 54.4 66.8
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

児童
ホーム名 場所

中台 中台1-4（中台小校内）
三里塚 本三里塚153-1（三里塚小校庭）
玉造 玉造3-4（玉造小校庭）
平成 江弁須617-2（平成小校庭）
新山 加良部4-23（新山小校庭）
成田 幸町948-1（成田小校内）
本城 本城178-1（本城小校庭）
加良部 加良部6-8（加良部小校庭）
橋賀台 橋賀台3-4（橋賀台小校庭）
吾妻 吾妻2-6（吾妻小校庭）
川上 多良貝245-308（川上小隣接）
公津の杜 公津の杜3-2（公津の杜小校内）
美郷台 美郷台2-19-1（美郷台小校内）
久住 久住中央3-12-1（久住小校庭）
津富浦 津富浦1093（津富浦小校庭）
豊住 北羽鳥1985-2（豊住小校内）
神宮寺 玉造5-28（神宮寺小校庭）
向台 中台3-6（向台小校庭）
遠山 小菅1411（遠山小校内）
下総 名古屋1214（下総みどり学園内）
八生 松崎1468（八生小校内）
公津 台方851（公津小校内）

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。
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市内合同就職説明会
保育士のための

　市内の保育園・小規模保育事業所など
が集まり、就職を希望する人に求人内容
や職場の説明、面接などを行います。
日時＝10月23日㈬ 午後2時〜4時
会場＝市役所6階大会議室
対象＝保育士資格を持つ人（令和2年3月

末日までに取得見込みを含む）、就職
支援担当者、子育て支援員研修修了者
持ち物＝写真を貼った履歴書（面接を希

望する人）
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは保育課（☎20-1607）また
は市ホームページ（https://www.cit 
y.narita.chiba.jp/kosodate/page 
308700.html）へ。

初心者大歓迎！詩吟教室
健康と生きがいづくりに

日時＝11月10日㈰・16日㈯（全2回） 午
前10時〜正午
会場＝中央公民館
内容＝詩吟の基本的な吟じ方や呼吸法、

発声法について学ぶ
定員＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝10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・教室名を中央公民館（〒28 
6-0017 赤坂1-1-3 Eメールkomink 
an@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日・祝日、10月15日㈫は休館）へ。

ハロウィン in KOZU
仮装してまちへ出よう

日時＝10月27日㈰ 午後1時〜4時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝仮装してまち歩き、お菓子作り
対象＝小学生以上
定員と参加費＝12人（先着順）・無料
持ち物＝仮装の衣装、タオル
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27-

5252）へ。

さんりづかキッズ音楽隊
鍵盤ハーモニカで演奏

　鍵盤ハーモニカを練習して、12月15
㈰のコンサートで発表します。
日時＝11月10日㈰・17日㈰・23日（土・

祝）、12月1日㈰（全4回） 午前10時〜
11時30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝5歳〜小学生
定員と参加費＝10人（先着順）・無料
持ち物＝鍵盤ハーモニカ（貸し出しあり。

ただし吹き口代200円は自己負担）
※申し込みは三里塚コミュニティセン

ター（☎40-4880、10月14日を除く
月曜日、10月15日㈫は休館）へ。

愛犬との楽しい暮らし
知っておきたいマナー

　散歩のマナーやしつけ方、ドッグラン
の利用方法などを学びます。
日時＝10月27日㈰（雨天の場合は中止） 

午前10時〜11時30分
会場＝広沼街区公園内ドッグラン
講師＝石川宏子さん（NPO法人PAL）
対象＝市内在住・在勤の人
定数＝15匹（先着順。1人1匹まで）
参加費＝500円（保険料など）
※参加条件をスポーツ・みどり振興財団

ホームページ（http://www.park-na 
rita.jp）で確認してください。申し込
みは午前9時から市体育館（☎26-725 
1）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＝1人
業務内容＝データ入力、書類整理など
勤務期間＝11月1日〜3月31日
勤務日時＝週5日（土・日曜日、祝日、年

末年始は除く） 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＝10月11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。

ボランティア講演会
TOKYO2020に向けて

日時＝10月26日㈯ 午前10時から
会場＝もりんぴあこうづ
テーマ＝共生社会とスポーツボランティ

ア〜ロンドン2012大会で都市ボラン
ティアが残したレガシー
講師＝デイビッド・バウイさん（ロンド

ン五輪コベントリー市都市ボランティ
アディレクター）
定員と参加費＝200人（応募者多数は市

内在住の人を優先に抽選）・無料
申込方法＝10月15日㈫までに電話・F 

AX・Eメールのいずれかで、住所・
氏名・電話番号をスポーツ振興課・オ
リンピックパラリンピック推進室（☎
20-1584 FAX22-4494 Eメールol 
ypara@city.narita.chiba.jp）へ
※手話通訳・要約筆記があります。くわ
しくは同推進室へ。

お知らせお知らせ

成人式
開催日時が決定

日時＝1月12日㈰ 正午から
会場＝成田空港第2旅客ターミナルビル

前中央広場
対象＝平成11年4月2日〜12年4月1日

に生まれた市内在住の人
市外在住の人へ
　本人が市外に住所を移している場合で
も出席できます。出席を希望する人は
11月15日㈮までに生涯学習課（☎20-15 
83）へ連絡してください。
※くわしくは同課へ。

2020年版県民手帳
10月から販売

価格＝500円（税込み）
販売店＝未来屋書店（成田店・ボンベル

タ成田）、ブックエース成田赤坂店、
くまざわ書店公津店、ケーヨーデイ
ツー成田店、セブン-イレブン（一部の
店舗）

※取り扱う時期は各店舗で異なります。
くわしくは行政管理課（☎20-1501）へ。

伝 板言

募　集募　集



M e s s a g e B
o a r d

広報なりた 2019.10.1 24

2c4c

催 

し 

物

お
知
ら
せ

募
　
集

ライフル射撃・ピストル射撃記録会
初心者体験も

　ソフトエアー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＝10月4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。

歌って健康！歌声サロン
懐かしの曲や童謡をみんなで

日時＝10月30日㈬ 午後2時〜4時
会場＝もりんぴあこうづ
定員＝180人（先着順）
入場料（全席自由）＝700円
入場券販売場所＝もりんぴあこうづ
※くわしくは同館（☎27-5252、第4月

曜日は休館）へ。

高等工科学校生徒
陸上自衛官を養成

応募資格＝中卒（見込みを含む）で17歳
未満の男子（推薦は校長の推薦が必要）
申込期間＝11月1日㈮〜1月6日㈪（推

薦は11月29日㈮まで）
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

しもふさ七福神ふれあいウォーク
文化財や自然に触れながら

日時＝11月3日（日・祝） 午前8時〜午後
2時（小雨決行。受け付けは午前9時ま
で）
集合場所＝成田市東商工会下総支所（高

岡）
内容＝七福神が祭られている下総地区の

6寺院と成田ゆめ牧場を歩いて巡る
参加費＝1,000円（保険料など）
※申し込みは10月25日㈮までに成田市

東商工会下総支所（☎96-2839）へ。

0・1歳のおはなしかい
えほんとあそぼう

日時＝10月18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。

グランドピアノの一般開放
市役所ロビーで演奏を

日時＝11月7日㈭・11日㈪・20日㈬・
29日㈮、12月2日㈪・13日㈮・17
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＝各1組（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは文化国際課（☎20-1534）へ。

※ 問い合わせや参加申し込みは、市スポーツ協会事務局（☎33-3811）へ。次の種目は各競技団体事務局へ。ボウリング＝市ボウリング協会・
間嶋さん、齊藤さん（ラクゾー成田店・☎33-6752）／テニス＝市テニス協会ホームページ（https://www.narita-tennis.com）／バスケッ
トボール＝市バスケットボール協会ホームページ（http://basketnrt.web.fc2.com）

2019文化祭大会
種目 日時 会場 対象 参加費 競技種目・方法 申込締切

陸上競技 10月19日㈯
午前9時45分開始

中台運動公園
陸上競技場

市内在住・在勤・在
学の中学生以上

中学生300円
一般500円

中学男子：100m・200m・
800m・1500m・3000m
中学女子：100m・200m・
800m・1500m
一般男子：100m・1500m・
5000m
一般女子：100m・1500m

10月10日㈭

剣道 11月2日㈯
午前9時開始

中郷ふるさと
交流館体育館 小中学生

1チーム（男性
チーム2,000
円、女性チーム
1,200円）、個人
300円

団体戦・個人戦 10月8日㈫

ソフトテニス 11月4日㈪
午前9時開会式

中台運動公園
テニスコート

市内在住・在勤・在
学の高校生以上

高校生1,000円
一般3,000円

個人戦/一般の部（男女）
成年（40歳以上）の部（男女）
シニア男子（55歳以上）の部
ミックス（45歳以上）の部

10月28日㈪

弓道 11月4日㈪
午前9時30分開会式 市体育館 市内在住・在勤・在

学の高校生以上
高校生無料
一般1,000円 近的（12射） 当日直接会場へ

ボウリング 11月9日㈯
午後2時開会式

ラクゾー成田
店 小学生以上

高校生以下
1,500円
一般2,500円

個人戦3ゲーム（シニア・中学
生以下にハンデあり）

男女各30人
（先着順）

テニス
11月24日㈰、12月
1日㈰

（予備日12月8日㈰）
午前8時開始予定

中台運動公園
テニスコート

男女各3人以上で10
人までのチーム

1チーム6,000円
（市テニス協会加
盟クラブチーム
4,000円、高校
生以下2,000円）

ダブルス団体戦（男子1組・女
子1組・混合1組） 11月2日㈯

バスケット
ボール

11月30日㈯、12月
1日㈰
午前9時開始（審判講
習会と抽選会は11月
24日㈰ 午後3時）

市体育館
市内在住・在勤の高
校生以上のチーム

（要メンバー登録）
1チーム5,000円 30チームによるトーナメント

方式
10月31日㈭
応募者多数は
抽選
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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＝10月17日㈭〜20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＝10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。

救命講習会
いざというときのために

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
参加費＝無料
普通救命講習会
日時＝11月24日㈰、12月22日㈰ 午前

9時〜正午
会場＝成田消防署
定員＝各15人（先着順）
申込先＝同署（☎20-1594）
上級救命講習会
日時＝12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）
※上級救命講習会は11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。

地球温暖化防止活動推進員
環境保全のために

　県では、温暖化対策を推進する活動な
どを行うボランティアを募集しています。
応募資格＝県内在住・在勤・在学の18

歳以上で、推進員の活動経験がある人
または「環境カウンセラー」「うちエコ
診断士」「地球温暖化防止コミュニケー
ター」などの資格がある人（資格がない
場合は、申し込み後に県が指定する研
修を受講）
任期＝令和2年4月〜4年3月
応募方法＝10月31日㈭（必着）までに県

ホームページ（https://www.pref.c 
hiba.lg.jp/shigen/suishinin/r1bo 
shuu.html）にある申込書を郵送また
はFAXで県地球温暖化防止活動推進
センター（〒260-0024 千葉市中央区
中央港1-11-1 FAX043-247-4152）
へ

※くわしくは県循環型社会推進課（☎04 
3-223-4139）へ。

パークゴルフ初心者研修会
始めてみよう

日時＝11月5日㈫（雨天決行） 午前9時
から
会場＝十余三パークゴルフ場
対象＝未経験者
定員＝30人（先着順）
参加費＝1,000円（昼食代など）
申込方法＝10月31日㈭までに参加費を

持って十余三パークゴルフ場または久
住パークゴルフ場へ

※くわしくは市レクリエーション協会事
務局（スポーツ振興課・☎20-1584）
へ。

いきいき美容教室
自分らしいメイクを学ぶ

日時＝10月29日㈫ 午前10時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝美容部員から肌の手入れや化粧の

仕方を学ぶ
対象＝60歳以上の人
定員＝20人（先着順）
参加費＝500円（教材費）
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27-

5252、第4月曜日は休館）へ。

世界の料理を楽しむ会
異国の食文化を知る

日時＝11月10日㈰ 午前10時から
会場＝中央公民館
内容＝中国吉林省出身の講師と本格的な

中国料理を作る
定員＝25人（先着順）
参加費＝1,000円（材料費など。国際交

流協会会員は700円）
持ち物＝エプロン、三角巾
※申し込みは成田市国際交流協会事務局
（☎23-3231）へ。

なりたの五つ星給食レストラン
学校と同じメニューを味わう

日時＝12月11日㈬ 午前11時30分から
会場＝公津の杜小学校
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝270円（材料費）
申込方法＝10月25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.na 
rita.chiba.jp）へ

※くわしくは同センター（☎27-9449）へ。

市民ペタンク大会
初めての人も歓迎

日時＝11月9日㈯ 午前8時30分から
会場＝大谷津運動公園多目的広場
競技方法＝ダブルス（1人での参加も可）
参加費（1人当たり）＝500円（保険料な

ど）
持ち物＝運動靴、タオル、昼食、ボール
（貸し出しあり）

※初心者教室も開催されます。申し込み
は11月1日㈮までに市レクリエーショ
ン協会事務局（スポーツ振興課・☎2 
0-1584）へ。
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