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産業まつり
成田の農業や商工業を紹介

日時＝11月16日㈯・17日㈰ 午前9時3 
0分～午後4時
会場＝国際文化会館
主な催し
◦16日・17日…マジシャン・ピースさんに

よるマジックパフォーマンス、コン
ピューター抽選会、観光・商工業PRコー
ナー、農産物展示、各種即売会など

◦16日のみ…キャラクタークイズ大会、
優秀米の配布、子ども映画会

◦17日のみ…マグロ解体実演販売、う
なりくん10周年特別ステージ、チャリ
ティー家庭用包丁研ぎ（先着200丁。1
家族2丁まで）、農産物販売、高所作業
車体験会など
臨時駐車場の利用を
　会場の駐車場は大変混雑します。車で
来場する場合は臨時駐車場を利用してく
ださい。会場と臨時駐車場間では無料の
シャトルバス（1時間に2本程度）のほか
コミュニティバスも運行しています。
※催し物は変更になる場合があります。

イベントの詳細や時間は市ホームペー
ジ（https://www.city.narita.chiba.
jp/business/page156700.html）で
確認してください。くわしくは商工課

（☎20-1622）へ。

ふれあいコンサート
優雅な昼のひとときを

日時＝11月21日㈭ 午後0時10分～0時
50分
会場＝市役所1階ロビー
内容＝吉田奈生&松田春菜ピアノデュオ

による連弾
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。

骨髄バンクチャリティ
コンサートと落語会

日時＝11月30日㈯ 午後2時～4時45分
会場＝スカイタウンホール
内容＝ピアノ三重奏や落語、骨髄移植患

者と提供者のミニトーク
定員＝300人（先着順）
入場料（全席自由）＝2,500円（学生は1,0 

00円。小学生以下は無料）
申込方法＝FAXまたはEメールで住所・

氏名・電話番号・参加人数を千葉骨髄
バンク推進連絡会（FAX043-497-50 
83 Eメール8ns3um@bma.biglobe.
ne.jp）へ

※くわしくは同連絡会（☎043-497-50 
83 ホームページhttps://www.mar 
row.or.jp/chiba）へ。

青少年劇場
影絵ミュージカル・オズの魔法使い

日時＝12月8日㈰ 午後2時30分から
会場＝国際文化会館
出演＝劇団かかし座
入場料（全席自由）＝1,000円（小学生以

下は無料）
入場券販売場所＝国際文化会館、子ども

プラザ成田、ボンベルタ成田4階サー
ビスカウンター

※くわしくは子どもプラザ成田（☎29-1 
387）へ。

こどもフェスタ
遊び尽くそう

日時＝11月16日㈯ 午前10時～正午
会場＝保健福祉館
内容＝工作、紙芝居、昔の遊びなど
対象＝小学生以下と保護者
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくはボランティアセンター（☎
27-8010）へ。

会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
◇11月10日㈰＝「ソラニン」
　2010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＝5日㈫、11日㈪、18

日㈪、25日㈪、29日㈮ （館内整理日）
※ 4日㈪は本館・公津の杜分館のみ、23日
（土・祝）は本館・公津の杜分館・三里塚
コミュニティセンター図書室のみ開館します

（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9月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 （52.7）（63.6）
長沼 （55.8）（66.5）
北羽鳥 （55.8）（67.1）
北羽鳥
北部 （54.8）（64.4）

新川 （55.0）（65.4）
猿山 47.4 56.9
滑川 55.4 65.9
西大須賀 59.7 72.2
四谷 （57.7）（68.5）
高倉 62.8 76.6
内宿 52.5 62.8
磯部 （56.5）（68.0）
水掛 （54.3）（64.2）
幡谷 （54.9）（65.1）
成毛 （54.7）（64.7）
荒海 60.4 71.9
飯岡 57.9 69.2
大生 （58.9）（70.4）
土室（県） − −
土室（NAA） 54.4 64.4
荒海橋本 （60.9）（72.4）

測定局 � Lden WECPNL
大室 − −
大室（NAA） 56.5 67.4
野毛平
工業団地 （57.9）（69.0）

東和泉 （57.1）（68.1）
芦田 （61.0）（73.8）
赤荻 （58.6）（69.7）
野毛平 （58.9）（70.9）
下金山 （51.3）（63.4）
押畑 48.4 58.9
新田（NAA）（51.3）（64.5）
新田 （54.5）（67.4）
堀之内 − −
馬場 （54.0）（66.0）
遠山小 56.2 68.8
本三里塚 （57.3）（71.2）
三里塚小 59.1 71.5
御料牧場
記念館 54.3 66.7

本城 55.1 66.3
南三里塚 − −

※�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。また、台風
15号の影響により、騒音測定結果の一部に欠
測が生じています。かっこ内の数値は測定に3日
（10%）以上の欠測がある場合の数値です。6日
（20%）以上の欠測がある場合は「−」で表記して
います。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

さまざまな遊びが楽しめる
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介護職員初任者研修講習会
就職を応援します

日時＝12月16日㈪～2月10日㈪の月～
金曜日（祝日を除く。全35回） 午前9
時30分～午後3時50分
会場＝勤労会館（不動ヶ岡）
内容＝介護職員初任者研修の資格取得、

ビジネスマナーの習得など
対象＝市内在住で現在求職中の全回受講

できる人
定員＝20人（書類選考・面接あり）
受講料＝5,500円（教材費。交通費は別

途）
申込方法＝11月29日㈮（必着）までに商

工課（市役所4階）または市ホームペー
ジ（https://www.city.narita.chiba.
jp/kurashi/page153202.html）にあ
る申込書を直接または郵送で同課（〒 
286-8585 花崎町760）へ
※くわしくは同課（☎20-1622）へ。

クリスマス飾り作り教室
部屋に華やかな装飾を

日時＝12月4日㈬ 午後2時～4時
会場＝八生公民館
対象と定員＝市内在住・在勤・在学の18

歳以上の人・15人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,800円（材料費）
持ち物＝はさみ、ペンチ
申込方法＝11月21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・教室名を八
生公民館（〒286-0846 松崎317 E
メールkominkan@city.narita.chiba.
jp）へ

※くわしくは同館（☎27-1533、月曜日・
11月5日㈫は休館）へ。

絆～「Ekiden」～42.195km
たすきに思いを乗せて

　陸上競技場トラックを含めた約1km
の特設コースを周回する駅伝大会が開催
されます。走る順番や回数は自由です。
日時＝12月7日㈯ 午前9時30分から
会場＝中台運動公園陸上競技場
チーム編成＝5～14人
定員＝20チーム（応募者多数は抽選）
参加費（1チーム当たり）＝7,000円
申込方法＝11月21日㈭までに申込書を

市陸上競技協会ホームページ（http://
www1.plala.or.jp/OOYA/naririk 
u/naririku1.htm）からダウンロード
し、必要事項を書いてEメールで同協
会（tf-2007naririku@jmail.plala.o 
r.jp）へ

※くわしくは同協会ホームページまたは
祝日を除く月～金曜日の午後7時以降
に同協会事務局・菅澤さん（☎090-24 
50-2207）へ。

中郷自然観察講話
秋を見つけよう

日時＝11月23日（土・祝） 午前10時～正
午
会場＝中郷ふるさと交流館
内容＝秋の虫や草花の観察会、昆虫や植

物についての講話
定員＝15組（先着順。小学生以下は保護

者同伴）
参加費＝無料
持ち物＝虫よけスプレー、タオル、飲み物
※申し込みは中郷ふるさと交流館（☎33-

4075、月曜日は休館）へ。

クリスマス手づくりパン教室
焼きたてを味わおう

日時＝12月4日㈬ 午前9時30分～午後
1時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝クリスマスリースの形をしたパン

を作る
対象＝16歳以上の人
定員＝12人（先着順）
参加費＝1,000円（材料費など）
持ち物＝エプロン、三角巾、タオル
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27-

5252、第4日曜日は休館）へ。

お知らせお知らせ

ロードレース大会
小学生が力走

　市内小学校の児童たちが陸上競技場ト
ラックを含めた周辺のトリムコースを駆
け抜けます。大会前にも練習で走ること
がありますので、注意してください。
日時＝11月12日㈫（雨天の場合は13日

㈬） 午前9時～11時30分
会場＝中台運動公園陸上競技場
※くわしくは教育指導課（☎20-1582）へ。

催し物催し物

国際こども絵画交流展
世界各国の作品を

　子どもたちの絵画を通して、世界各地
の生活や文化について理解を深めてみま
せんか。
日時＝11月16日㈯～12月1日㈰（月曜日

を除く） 午前9時～午後5時
会場＝スカイタウンギャラリー
内容＝スポーツをテーマにした世界各国

と市内の子どもたちの絵画作品の展示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは文化国際課（☎20-1534）へ。

成田駅前寄席
笑う門には福来る

日時＝2月23日（日・祝） 午後2時30分か
ら
会場＝スカイタウンホール
出演＝三遊亭金馬さん、三遊亭金朝さん、

すず風にゃん子・金魚、国本はる乃さ
んほか
定員＝250人（先着順）
入場料（全席指定）＝2,000円
入場券販売開始日＝11月15日㈮
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

※くわしくは同センター（☎20-1133、
月曜日は休館）へ。

伝 板言

おしゃれなクリスマス飾りを

募　集募　集
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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＝①10人程度②3人程度
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＝12月2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）
勤務場所＝市立保育園
時給＝①1,310円②1,410円
応募方法＝11月15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。

リサイクル製品の販売
自転車や家具などを

日時＝11月14日㈭～17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＝11月19日㈫（当選者にはがき

で通知）
※申し込みのなかった品物は19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。

まさに新品同様

入所基準＝市内在住で、保護者が仕
事や病気などにより、保育できない
家庭の乳幼児
受付日時＝12月2日㈪～1月10日㈮
（土・日曜日、祝日を除く。ただし、
12月22日㈰は受け付けます） 午前
9時～午後4時15分（12月22日は午
前9時～11時30分、午後1時30分
～4時）
受付場所＝保育課（市役所2階）

申込方法＝事前に保育課（☎20-160 
7）へ予約をして、申込書を提出（12
月22日は当日直接受付場所へ）
申込書配布開始日＝11月1日㈮
申込書配布場所＝保育課、各保育園・

事業所・認定こども園
※市外の保育所を希望する場合は保

育課へ連絡してください。くわし
くは同課へ。

公立保育園
名称 所在地 電話番号

中台 中台3-5 27-9023

中台第二 中台1-5 29-6676

吾妻　 吾妻2-7 27-5773

新山 加良部4-24 28-2527

玉造　 玉造3-3 26-8889

橋賀台 橋賀台2-23-1 28-0676

赤坂 赤坂2-1-1 20-6900

松崎 松崎2163-1 26-8282

赤荻 赤荻1042 24-0752

長沼 長沼495-3 37-0005

小御門 名古屋1144-1 96-2362

高岡 大和田156 96-0042

大栄 一坪田406-1 73-3000

私立保育園
名称 所在地 電話番号

成田 寺台560 22-0856

つのぶえ 上町711-4 22-0867

キートスチャイ
ルドケア美郷台 郷部1414-2 33-7024

宗吾 宗吾2-276 26-2472

公津の杜 公津の杜2-24-1 29-6551

三里塚第一 三里塚191 35-0165

三里塚第二 三里塚263-15 35-0081

三里塚みらい 西三里塚248-9 36-5328

あい・あい保育
園本三里塚園 本三里塚4-18 37-5822

大室 大室766-2 36-0749

月かげ 西大須賀1872-4 96-0531 ＊1　�対象は0〜2歳児（わくわく保育園成田
園は0〜5歳児）

＊2　幼稚園部分は、各園に直接申し込み

小規模保育事業所*¹
名称 所在地 電話番号

ひまわり 囲護台3-6-10 22-3693

キッズルーム
ひまわり 囲護台3-6-4 22-3692

ことり保育園
スカイタウン園

花崎町828-11
スカイタウン
成田203

37-7943

わくわく保育
園成田園

不動ヶ岡
2118-5 37-7775

ハレルヤ 大袋356-1 29-6200

わくわく保育
園並木町園

並木町
145-124 37-7065

こひつじくらぶ 並木町175-34 22-9339

ことり保育園
公津の杜園

公津の杜
3-33-10 37-3100

わくわく保育
園久住園

久住中央
4-21-10 29-5090

事業所内保育事業所*¹
名称 所在地 電話番号

なかよし 押畑896-4 2階 33-6711

家庭的保育事業所*¹
名称 所在地 電話番号

なりた おうち
ほいく わたぼ
うし

加良部4-9-1 26-7725

森の保育所 吉倉567-8 33-4236

認定こども園（保育所部分）*²
名称 所在地 電話番号

成田国際こど
も園 大袋379 85-6593

ハレルヤこど
も園 並木町141-3 85-4170

市内の保育所など
令和2年4月入所の申し込みを受け付け
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クリスマスのかざりをつくろう
オリジナルの作品を

日時＝11月30日㈯ 午前10時～正午
会場＝子ども館
内容＝身近にある材料を使って自由にク

リスマスの飾りを作る
対象＝小学生以上
定員＝30人（先着順）
参加費＝100円（材料費）
※申し込みは11月9日㈯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。

房総寿司教室
鮮やかな図柄を表現

日時＝11月20日㈬、12月11日㈬ 午前
10時～正午
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝巻きずし（バラ、四海巻き）を作る
対象＝16歳以上の人
定員＝各12人（先着順）
参加費（1回当たり）＝500円（材料費）
持ち物＝エプロン、三角巾、持ち帰り用

容器、タオル
※申し込みは、もりんぴあこうづ（☎27- 

5252、第4日曜日は休館）へ。

市史講座
鎌倉時代の成田の歴史を学ぶ

日時＝12月1日㈰ 午後2時～4時
会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
テーマ＝宝治合戦と大須賀一族～政治史

と律宗の房総進出
講師＝外山信司さん（千葉市立郷土博物

館総括主任研究員）
定員と参加費＝80人（先着順）・無料
申込方法＝市立図書館（☎27-2000）ま

たは同館ホームページ（https://ww 
w.library.city.narita.lg.jp）から申し
込む

※くわしくは同館へ。

生涯大学院公開講座
入学を検討している人へ

日時＝12月20日㈮ 午後1時～3時
会場＝スカイタウンホール
テーマ＝文学作品から学ぶことばの力
講師＝熊澤南水さん（朗読家）
定員＝100人（市内在住の人を優先に先

着順）
参加費＝無料
※申し込みは12月6日㈮までに生涯学習

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＝11月23日（土・祝）・30日㈯ 午前
9時20分～正午
会場＝公津の杜小学校
対象＝小学生以上（小学生は保護者同伴）
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。

書き初め大会
一筆入魂

日時＝1月5日㈰ 午後1時～3時30分
会場＝市体育館
対象＝小学生～高校生
定員と参加費＝300人（先着順）・無料
持ち物＝書道用具
申込方法＝12月15日㈰までに市体育館

または市スポーツ・みどり振興財団ホー
ムページ（http://www.park-narita.
jp）にある申込書を直接・FAX・Eメー
ルのいずれかで市体育館（FAX26-72 
58 Eメールfujisaki@park-narita.jp）
へ
※くわしくは市体育館（☎26-7251）へ。

竹籠作り体験教室
日本の伝統工芸

日時＝12月1日㈰ 午後1時～4時
会場＝玉造公民館
内容＝竹ひごを編んで籠を作る
対象＝市内在住・在勤・在学の16歳以上

の人
定員＝16人（応募者多数は抽選）
参加費＝800円（材料費）
持ち物＝剪

せん
定
てい

ばさみ、作業用エプロン
申込方法＝11月20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
玉造公民館（〒286-0011 玉造7-21 
Eメールkominkan@city.narita.chib 
a.jp）へ

※くわしくは同館（☎26-3644、月曜日、
11月5日㈫は休館）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＝12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11月15日㈮までに市文化

財保護協会事務局（生涯学習課・☎20-
1583）へ。

図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

期日＝11月15日㈮
会場＝市立図書館1階おはなし室
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。
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完成した自信作を持って


