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お知らせお知らせ

広報なりたの配布
郵便局でも始めました

　市では、広報なりたを新聞折り込みで
配布するほか、新聞を購読していない人
のために、市内の各施設で配布していま
す。今号から新たに市内の郵便局でも配
布を開始しましたので、利用してくださ
い。
配布場所＝行政資料室（市役所1階）、下

総・大栄支所、保健福祉館、各公民館、
市立図書館、美郷台地区会館、三里塚
コミュニティセンター、もりんぴあこ
うづ、JR成田駅、京成成田駅、公津
の杜駅、各郵便局など

※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

催し物催し物

手作りのクリスマス展
絵画やアクセサリーなどが並ぶ

　クリスマスをテーマにした作品の展示
と、ワークショップを行います。
会場＝スカイタウンギャラリー
クリスマス展
日時＝12月12日㈭〜25日㈬ 午前10時

〜午後5時
入場料＝無料
ワークショップ
日時と内容
◦12月14日㈯ 午後1時〜3時…クリス

マスのオーナメントを作る
◦12月15日㈰ 午後1時〜3時…ビーズ

でサンタブローチを作る
定員＝各15人（先着順。小学3年生以下

は保護者同伴）
参加費＝500円（材料費）
申込方法＝電話またはEメールで氏名・

電話番号・学年（小学生のみ）を文化芸
術センター（☎20-1133 Eメールinfo 
@narita-bungei-skytown.jp）へ

※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。
くわしくは同センター（月曜日は休館）
へ。

成人式
人生の節目を祝う

日時＝1月12日㈰ 正午から（受け付けは
午前11時15分から）
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
※くわしくは生涯学習課（☎20-1583）へ。

新春書道・華道展
正月から開催

日時＝1月1日（水・祝）〜13日（月・祝） 午
前10時〜午後5時（13日は午後4時ま
で）
会場＝スカイタウンギャラリー
内容＝書道作品・生け花・盆栽の展示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは文化芸術センター（☎20-
1133、月曜日は休館）へ。

水辺の風景画入賞作品展
小中学生の力作を

日時＝12月19日㈭〜24日㈫ 午前8時30
分〜午後5時15分（24日は午後3時ま
で）
会場＝市役所1階ロビー
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは環境計画課（☎20-1533）へ。

日立3ツアーズ選手権
男子・女子・シニアの対抗戦

　ゴルフの男子・女子・シニアのトップ
選手が競い合うツアー対抗戦です。
日時＝12月15日㈰ 午前8時15分から
会場＝グリッサンドゴルフクラブ（十余

三）
前売り券＝2,500円（当日券は3,500円）
前売り券販売場所＝チケットぴあ、ロー

ソンチケット
※くわしくは日立3ツアーズ大会事務局
（☎03-3865-8361）または大会ホーム
ページ（https://www.3tours.jp）へ。

会場＝市立図書館2階視聴覚ホール
◇12月15日㈰＝「雨に唄えば」
　1952年・アメリカ・字幕
◇ 12月21日㈯＝「ソング・オブ・ザ・シー

海のうた」
　2014年・アイルランド・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＝2日㈪〜6日㈮（蔵書

点検）、9日㈪、16日㈪、23日㈪、27日㈮ （館
内整理日）、29日㈰〜31日㈫（年末休館）

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10月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 55.6 66.4
長沼 58.1 68.9
北羽鳥 57.8 69.1
北羽鳥
北部 57.3 67.1

新川 57.3 67.7
猿山 49.1 59.8
滑川 55.3 66.1
西大須賀 58.7 71.0
四谷 57.8 68.9
高倉 61.2 74.8
内宿 53.7 64.1
磯部 58.7 70.0
水掛 56.8 67.0
幡谷 57.0 67.5
成毛 57.3 67.7
荒海 62.2 73.6
飯岡 60.4 71.7
大生 60.9 72.3
土室（県） ─ ─
土室（NAA） 55.5 66.0
荒海橋本 62.5 73.8

測定局 � Lden WECPNL
大室 57.1 67.6
大室（NAA） 57.2 68.8
野毛平
工業団地 60.7 71.8

東和泉 59.5 70.4
芦田 63.0 75.8
赤荻 60.9 72.1
野毛平 61.2 73.3
下金山 53.9 66.2
押畑 51.7 62.5
新田（NAA） 53.1 66.6
新田 55.5 68.1
堀之内 ─ ─
馬場 56.4 68.7
遠山小 58.7 71.6
本三里塚 59.2 73.2
三里塚小 60.2 72.9
御料牧場
記念館 56.0 68.2

本城 56.0 67.9
南三里塚 58.2 71.6

※�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。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

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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こども生け花体験教室
正月に飾る作品を

日時＝12月26日㈭ 午前10時〜正午
会場＝八生公民館
内容＝正月用の花を生けて、華道の初歩

を学ぶ
対象＝市内在住・在学の小中学生
定員＝25人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,500円（花器代など）
申込方法＝12月13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・学校名・学年・
教室名を八生公民館（〒286-0846 松
崎317 Eメールkominkan@city.na 
rita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-1533、月曜日
は休館）へ。

印旛郡市広域市町村圏事務組合の職員
新しい力を求めます

募集人員＝電気上級若干名
申込期間＝12月9日㈪〜23日㈪
試験案内・申込書の配布場所＝印旛郡市

広域市町村圏事務組合ホームページ
（https://www.i-kouiki.jp）
試験日＝1月19日㈰
※くわしくは同事務局（☎043-485-03 

97）へ。

生涯学習講演会
スラム街の現状を知る

日時＝2月8日㈯ 午後3時〜4時30分
会場＝スカイタウンホール
テーマ＝世界のスラム街の現状
講師＝丸山ゴンザレスさん（ジャーナリ

スト）
定員＝300人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは2月7日㈮までに生涯学習

課（☎20-1583）へ。

成田国際福祉専門学校開放講座
初級簿記を学ぼう

日時＝1月11日・18日・25日、2月1日・
8日・15日の土曜日（全6回） 午前9時
20分〜午後4時
会場＝成田国際福祉専門学校（郷部）
内容＝簿記基礎概論、仕訳と転記、試算

表・精算表の作成などを学ぶ
対象＝20歳以上の人
定員＝40人（市内在住・在勤・在学の人

を優先に先着順）
参加費＝1,000円（教材費。保険料は別

途）
申込方法＝12月17日㈫までに電話また

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 F 
AX24-4326）へ

※くわしくは同課へ。

グランドピアノの一般開放
市役所ロビーで演奏を

日時＝1月15日㈬・21日㈫・31日㈮、2
月4日㈫・14日㈮・17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。

正月用生け花教室
部屋を美しく彩る

日時＝12月26日㈭ 午後1時30分〜3時
30分
会場＝大栄公民館
内容＝正月用に手軽に飾ることができる

花を生ける
対象＝市内在住・在勤・在学の高校生以

上
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝2,000円（材料費）
持ち物＝はさみ、剣山、花器
申込方法＝12月13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・教室名を大栄公
民館（〒287-0234 松子393 Eメー
ルkominkan@city.narita.chiba.jp）
へ

※くわしくは同館（☎73-7071、月曜日
は休館）へ。

もりんぴあ名画座
みんなで楽しめる名作を上映

期日＝12月26日㈭
会場＝もりんぴあこうづ
定員＝各185人（先着順）
第1部
時間＝午前10時〜11時30分
上映作品＝ねずみくんのチョッキ
第2部
時間＝午後2時〜3時40分
上映作品＝アルジャーノンに花束を
※入場は無料です。鑑賞を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは、もりん
ぴあこうづ（☎27-5252、第4月曜日
は休館）へ。

霊きゅう車の運転手
八富成田斎場で

応募資格＝普通自動車運転免許を持つ人
募集人員＝1人
業務内容＝霊きゅう車の運転など
勤務期間＝4月1日〜3月31日
勤務日時＝月15日程度、午前8時30分

〜午後5時
勤務場所＝八

やつ
富
とみ

成田斎場（吉倉）
時給＝1,220円（平成31年4月1日現在）
応募方法＝12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
環境衛生課（市役所2階 〒286-8585 
花崎町760）へ

※くわしくは同課（☎20-1531）へ。

普通救命講習会
いざというときのために

期日と会場・申込先
①1月26日㈰…三里塚消防署（☎35-10 

07）
②2月23日（日・祝）…赤坂消防署公津

分署（☎29-6627）
時間＝午前9時〜正午
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
定員＝各15人（先着順）
参加費＝無料
※②は1月1日（水・祝）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。

伝 板言

募　集募　集

緑道は歩行者と自転車の専用道路です。
バイクの乗り入れは禁止されています。
絶対にやめましょう。

緑道はバイク禁止
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HAPPYバレンタインin大阪
すてきな出会いを

期日＝2月29日㈯、3月1日㈰（1泊2日）
内容＝大阪観光、交流パーティーなどを

通して参加者同士の親睦を図る
対象＝25〜40歳の独身で、成田市・富

里市・香取市・山武市・栄町・神崎町・
芝山町・横芝光町・多古町に在住・在
勤の人（女性は移住希望も可）
定員＝男女各20人（先着順）
参加費＝男性4万4,800円、女性3万9,8 

00円（交通費、宿泊費など）
申込方法＝12月2日㈪から電話またはE

メールで住所・氏名・年齢・電話番号
を多古町企画空港政策課交流イベント
事務局（☎0479-76-5409 Eメールk 
uukou@town.tako.chiba.jp）へ

※くわしくは同事務局へ。

さんりづか名画座
懐かしの作品やアニメを鑑賞

期日＝12月27日㈮
会場＝三里塚コミュニティセンター
定員と入場料＝各30人（先着順）・無料
第1部
時間＝午前10時〜11時
上映作品＝からすのパンやさん、どろぼ

うがっこう、しあわせの王子
第2部
時間＝午後1時〜3時
上映作品＝シャレード
※申し込みは三里塚コミュニティセン

ター（☎40-4880、月曜日は休館）へ。

ジュニアボウリング体験教室
上達への近道

日時＝12月21日㈯ 午後1時〜2時30分
会場＝ラクゾー成田店（ボンベルタ成田

5階）
内容＝インストラクターからルール・マ

ナーの講義や投球指導を受ける
対象＝小学生（保護者同伴）
定員＝15人（先着順）
参加費＝600円（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12月18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。

豊住ナイター野球リーグ
令和2年度の参加チーム

　市内の軟式野球チームを対象としたナ
イター野球リーグの令和2年度の参加
チームを募集します。
期間＝5〜10月の土・日曜日
会場＝豊住第一スポーツ広場
参加費（1チーム当たり）＝1万円（ナイ

ター・審判代は別途）
※申し込みは豊住地区体育協会事務局・

野平さん（☎090-2219-7824）へ。

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
カルツォーネを作ろう
日時＝1月24日㈮ 午後1時〜3時30分
定員＝16人（先着順）
参加費＝2,300円（材料費など）
発見！リーダーズ・シアター
　台本を持って読み上げる朗読劇です。
3月15日㈰のカルチャー発表会で発表
します。
期日
◦土曜日コース…2月15日㈯・29日㈯、

3月7日㈯（全3回）
◦日曜日コース…2月16日㈰、3月1日

㈰・8日㈰（全3回）
時間＝午前10時〜午後5時
定員＝各25人（先着順）
参加費＝3,000円（教材費など）
やすらぎのオカリナ初級編
日時＝2月20日㈭・27日㈭、3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）
おもてなしの英語中級編
日時＝2月27日㈭、3月5日㈭・12日㈭
（全3回） 午後2時〜3時30分
定員＝15人（先着順）
参加費＝3,000円（教材費など）
桜のハーバリウムを作ろう
日時＝3月11日㈬ 午前10時〜11時、午

前11時30分〜午後0時30分
定員＝各6人（先着順）
参加費＝2,850円（材料費など）
※申し込みは午前10時から国際文化会

館（☎23-1331、月曜日、祝日の翌日
は休館）へ。

任期付職員・育休代替任期付職員
一般行政・保育士・保健師など

募集人員
任期付職員（短時間勤務）
◦一般行政職（障がい者）…若干名
任期付職員
◦技術職建築…3人程度
◦歯科衛生士…若干名
◦運転手…若干名
育休代替任期付職員
◦一般行政職…8人程度
◦保育士…8人程度
任期＝おおむね6カ月〜3年
受験資格
◦一般行政職、技術職建築…平成14年

4月1日までに生まれた人
◦一般行政職（障がい者）…障がい者手帳
の交付を受けている人
◦保育士…保育士の資格（本市に係る国

家戦略特別区域限定保育士の資格を含
む）を持つ人（令和2年3月末日までに
取得見込みの人も含む）
◦歯科衛生士…歯科衛生士の資格を持つ

人（令和2年3月末日までに取得見込み
の人も含む）
◦運転手…普通自動車運転免許を持ち、

過去5年間のうち業務としての運転経
験が1年以上あり、過去5年間に運転
免許の停止・取消処分を受けていない
人
試験案内・申込書の配布場所＝12月2

日㈪から人事課（市役所3階）、市ホー
ムページ（https://www.city.narita.
chiba.jp/boshu/index0644.html）
申込方法＝12月2日㈪〜18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＝1月8日㈬
会場＝市役所議会棟3階第3委員会室
※くわしくは人事課（☎20-1505）へ。

　広報なりた11月15日号13ページの
「秋の歴史講演会」の日時に誤りが
ありました。お詫びして訂正します。

　正：12月7日㈯ 午後2時から
　誤：12月7日㈯ 午後3時から

お詫びと訂正
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和楽器ワークショップ
初めての人も歓迎

　筝
こと

や三味線、尺八を演奏してみません
か。1月11日㈯の発表会で練習の成果
を披露します。
日時＝12月26日㈭、1月5日㈰・11日

㈯（全3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＝小学4年〜中学3年生
定員＝10人（先着順）
※参加費は無料です。申し込みは12月

22日㈰までに三里塚コミュニティセ
ンター（☎40-4880、月曜日は休館）へ。

書き初め教室
冬休みの宿題をお手伝い

参加費＝無料
持ち物＝書道用具、出品要綱、手本、書

き初め用紙、新聞紙、雑巾
①冬休みの宿題をしよう〜書き初め
日時＝12月22日㈰・24日㈫ 午前10時

〜正午（両方への参加はできません）
会場＝子ども館
対象＝小学3〜6年生
定員＝各12人（先着順）
申込方法＝12月7日㈯午前10時から子

ども館（☎20-6300）へ
②小中学生書き初め教室
日時＝12月22日㈰ 午前10時〜正午
会場＝中央公民館
対象＝市内在住・在学の小学3年〜中学

3年生
定員＝20人（応募者多数は抽選）
申込方法＝12月13日㈮までに電話また

はEメールで住所・氏名・電話番号・
学校名・学年・教室名を中央公民館（☎
27-5911 Eメールkominkan@city.
narita.chiba.jp）へ

※くわしくは①は子ども館（月曜日・第
3日曜日は休館）②は中央公民館（第1
月曜日は休館）へ。

姉妹都市にホームステイ
アメリカ・サンブルーノ市へ

派遣期間＝3月25日㈬〜31日㈫（7日間）
訪問先＝サンブルーノ市ほか
対象＝次の全ての要件を満たす人
◦市内在住の中学1・2年生（前年度同事

業に派遣されていない人）
◦健康で外国での長期滞在ができる
◦全ての事前研修会に参加できる
◦令和2年7月中旬にサンブルーノ市中

学生のホームステイ（2人を3泊程度）
の受け入れができる
定員＝10人（選考あり）
参加費＝12万円程度
申込方法＝12月10日㈫午後4時（必着）

までに成田市国際交流協会事務局（市
役所4階文化国際課内）または協会
ホームページ（http://www.ngy.3w 
eb.ne.jp/~nifs）にある申込用紙に必
要事項を書いて直接または郵送で同事
務局（〒286-8585 花崎町760）へ

※12月15日㈰に選考会を行い、決定者
には1〜3月の日曜日に3回の事前研修
会を行います。くわしくは同事務局（☎
23-3231）へ。

0・1歳のおはなしかい
えほんとあそぼう

日時＝12月13日㈮ 午前11時〜11時30
分
会場＝市立図書館1階おはなし室
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。

成田オープン卓球大会
個人戦で勝負

日時＝2月2日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
競技方法＝一般男女個人戦、壮年男女個

人戦（大会当日に男性45歳・女性40
歳以上の人）
参加費＝700円（会場使用料など）
※申し込みは12月31日㈫までに市卓球

協会・大木さん（☎090-2742-1098）
へ。

杜のふゆのおはなしかい
絵本と工作で楽しい時間を

日時＝12月24日㈫ 午前10時30分〜正
午
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝スノードーム作り、絵本の読み聞

かせ
対象＝市内在住の小学生
定員と参加費＝30人（先着順）・無料
※申し込みは午前9時30分から市立図

書館公津の杜分館（☎27-7100）へ。

リサイクル製品の販売
使える物を有効活用

日時＝12月12日㈭〜15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＝12月17日㈫（当選者にはがき

で通知）
※申し込みのなかった品物は17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。

防犯まちづくり講演会
落語で楽しく学ぶ詐欺対策

日時＝1月25日㈯ 午後2時から
会場＝市役所6階大会議室
内容＝電話de詐欺撲滅・悪徳商法への

注意喚起の防犯落語、古典落語など
講師＝立川平

ひら
林
りん

さん（落語家）
定員と参加費＝200人（先着順）・無料
※申し込みは交通防犯課（☎20-1527）へ。

募　集募　集

落語を楽しみながら


