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バナー広告
市ホームページでPRを

　市では、市ホームページ上に掲載する
バナー広告を募集しています。
掲載する場所＝市ホームページのトップ

ページ
掲載料（1枠当たり）＝月額3万円
規格＝縦60ピクセル×横150ピクセル

で20キロバイト以内
※くわしくは市ホームページ（https://w 

ww.city.narita.chiba.jp/boshu/p 
age043000.html）または広報課（☎
20-1503）へ。

市議会定例会
8月28日に開会

　定例会の日程や内容は、市ホームペー
ジ（https://www.city.narita.chiba.j 
p/gikai/index.html）などで確認して
ください。請願・陳情は、8月21日㈮
午後5時までに議会事務局（市役所議会
棟2階）へ提出してください。
　なお、新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、傍聴はできる限り控え、
市ホームページのライブ中継を利用して
ください。
※くわしくは同事務局（☎20-1570）へ。

市契約の臨海宿泊施設
利用料を助成します

契約施設と問い合わせ先
◦休暇村館山（☎0470-29-0211）
◦蓮沼ガーデンハウスマリーノ（☎047 

5-86-2511）
◦鵜原民宿組合（☎0470-76-2077）
◦岩井民宿組合（☎0470-57-2088）
対象＝市に住民記録がある小学生以上
助成額＝小学生2,000円、中学生以上

2,500円
利用方法＝宿泊施設に予約後、印鑑を

持ってスポーツ振興課（市役所4階）へ
申請し、発行された利用券を宿泊施設
に提出する

※助成は年度ごとに1人1回までです。
くわしくは同課（☎20-1584）へ。

スマートフォン用アプリ
広報なりたが読める

　市では、広報なりたを多くの皆さんに
提供できるよう、スマートフォン用無料
アプリ「マチイロ」で配信しています。こ
のアプリをダウンロードして登録する
と、毎月1日・15日の発行日にお知ら
せが届き、広報紙を読むことができます。
　右の二次元バーコード
からマチイロのホーム
ページ（https://machii 
ro.town）にアクセスし、
ダウンロードしてください。
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

催し物催し物

成田市場のイベント
おいしい食材を探しに

会場＝成田市場
第2土曜日イベントデー
日時＝8月8日㈯ 午前8時〜11時
内容＝スタンプラリー抽選会、フリー

マーケットなど
わくわく感謝デー
日時＝8月22日㈯ 午前8時〜11時
内容＝水産物・青果物・関連食品の即売

市、フリーマーケットなど
※くわしくは成田市場振興協議会（☎2 

4-1224）へ。

キッズタウンNARITA展
子どもたちの力作を

日時＝8月3日㈪〜22日㈯、8月25日㈫
〜9月11日㈮ 午前9時〜午後7時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝子どもたちが作った空想のまちの

ジオラマを展示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくはもりんぴあこうづ（☎27-
5252、第4月曜日は休館）へ。

お知らせお知らせ

令和2年6月分

測定局 � Lden WECPNL
竜台 52.0 61.7

長沼 53.4 64.0

北羽鳥 55.4 66.3

北羽鳥
北部 52.9 62.8

新川 51.6 62.3

猿山 36.5 48.0

滑川 39.7 50.4

西大須賀 43.1 52.3

四谷 46.9 57.9

高倉 42.8 54.0

内宿 37.9 48.8

磯部 53.5 64.9

水掛 49.6 60.4

幡谷 48.4 59.3

成毛 48.9 59.5

荒海 60.0 72.4

飯岡 55.1 66.3

大生 55.8 67.2

土室（県） 42.3 52.8

土室（NAA） 39.2 49.2

荒海橋本 61.1 73.4

測定局 � Lden WECPNL
大室 39.7 51.8

大室（NAA） 38.0 49.2

野毛平
工業団地 54.5 65.8

東和泉 53.6 64.6

芦田 59.8 72.1

赤荻 55.4 66.5

野毛平 55.2 67.6

下金山 43.8 55.3

押畑 44.9 55.1

新田（NAA） 43.5 55.7

新田 45.4 57.5

堀之内 49.0 60.6

馬場 49.3 60.7

遠山小 53.5 66.5

本三里塚 55.3 69.4

三里塚小 57.5 70.7

御料牧場
記念館 52.3 65.7

本城 52.5 64.9

南三里塚 56.6 69.5

※�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

映画会

図書館

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。

今�月の図書館休館日＝3日㈪、11日㈫、17
日㈪、24日㈪、28日㈮（館内整理日）、
31日㈪

※ 10日（月・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）。

今月の映画会は中止です。

伝 板言

 「広報なりた」

成田市ホームページで閲覧できます。
http://www.city.narita.chiba.jpURL

PDF版・電子ブック版
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リサイクル製品の販売
使える物を有効活用

　販売される製品は丁寧に修理されてい
ますので活用してください。
日時＝8月13日㈭〜16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18日㈫（当選者にはがきで

通知）
※マスクをしていない人は入場できませ

ん。また、混雑の状況によっては入場
を制限する場合があります。申し込み
のなかった品物は18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。

陸・海・空の自衛官
平和を守るために

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10日㈭（自衛官候補生は

年間を通して随時受け付け）
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

市民硬式テニス教室
楽しみながらレベルアップ

日時＝8月22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・中高年のための

会場＝中央公民館
対象＝①就職を希望する女性②40〜65

歳の求職中の人
参加費＝無料
再就職支援セミナー
日時＝①9月14日㈪②9月28日㈪ 午前

10時〜正午
内容＝①女性を取り巻く環境、自己分析

と適職の理解などを学ぶ②仕事の探し
方、応募書類の書き方、面接対策など
を学ぶ
定員＝各30人（先着順）
出張相談
日時＝①9月14日㈪②9月28日㈪ 午後1

時30分〜4時（1人当たり30分程度）
定員＝各4人（セミナー参加者で先着順）
※託児を希望する人（①のみ）は8月28

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2日㈬・10日㈭・18日㈮・28
日㈪、10月6日㈫・12日㈪・21日㈬・
30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
※申し込みは各開催日の前月の1日午前

9時から文化国際課（☎20-1534）へ。

料理コンクール
レシピを考えて応募しよう

　健康かみかみ弁当をテーマに、自慢の
作品を応募してみませんか。
応募資格＝県内在住・在勤・在学の人
作品の規定＝次の全ての要件を満たす弁

当
◦よくかんで味わえる子ども向きのもの
◦家庭や集団で楽しめるもの
◦材料費が1人分600円程度のもの
◦県内の農産物を利用したもの
◦手軽に作れるもの
応募期限＝9月11日㈮
※くわしくは千葉県歯科衛生士会（☎04 

3-241-9903 ホームページhttp://w 
ww.chiba-dha.net）へ。

＊新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止になる場合があります。

もりんぴあ名画座
戦後の広島を舞台に

日時＝8月28日㈮ 午後2時〜4時
会場＝もりんぴあこうづ
上映作品＝父と暮せば
定員と入場料＝50人（先着順）・無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは同館（☎27-5252、第4月
曜日は休館）へ。

お知らせお知らせ

なりた知っ得情報
ケーブルテレビで配信

　成田ケーブルテレビ（111チャンネ
ル）で、市の広報番組「なりた知っ得情報」
を放送しています。生活に役立つ情報を
お届けする「特集」と市政情報や市内のイ
ベント情報をお知らせする「トピックス」
で構成される15分番組です。
放送時間＝午後0時41分、午後5時41

分、午後8時41分
※成田ケーブルテレビは八生地区の一部

と大栄地区では視聴できませんので注
意してください。くわしくは広報課（☎
20-1503）へ。

養育費相談
法律の専門家が応じます

日時＝8月22日㈯ 午後1時〜4時（1人当
たり40分程度）
会場＝ミレニアムセンター佐倉
内容＝離婚に伴う養育費の取得などに関

する相談
相談料＝無料
※託児サービスがあります。申し込みは

千葉県母子寡婦福祉連合会（☎043-
222-5818）へ。

期日＝8月1日㈯・2日㈰・8日㈯・
9日㈰
区間と時間
◦薬師堂〜成田山門前（鍋店角）…

午前11時〜午後4時
※くわしくは成田市観光協会（☎

22-2102）へ。

表参道の交通規制
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夏の木工体験広場
オリジナルの作品を

日時＝8月22日㈯ 午前9時30分〜正午、
午後2時〜4時30分
会場＝子ども館
内容＝木材を使って自由に工作する
対象＝小学生と保護者
定員＝各10組（先着順）
参加費＝200円（材料費）
持ち物＝軍手、タオル、飲み物、持ち帰

り用の袋、マスク
※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。

バウンドテニスフェスタ
ペアを変えながら

日時＝8月29日㈯ 午前9時〜午後4時
会場＝市体育館
競技方法＝ダブルスによる交流戦
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上
参加費（1人当たり）＝1,000円（保険料・

賞品代など）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、飲

み物、昼食
※申し込みは8月14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・☎20-1584）へ。

七宝焼きアクセサリー作り
ペンダントやブローチなどを

日時＝8月25日㈫ 午前9時30分〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝20歳以上の人
定員＝10人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費）
持ち物＝エプロン
※申し込みは8月18日㈫までに同センター
（☎40-4880、8月10日を除く月曜日、
8月11日㈫は休館）へ。

県立学校開放講座
書道の基本を学ぶ

日時＝9月12日・26日、10月10日・31
日、11月14日・28日、12月5日・19
日、1月9日・23日の土曜日（全10回） 
午前10時〜正午
会場＝成田国際高校
テーマ＝書に親しもう（基礎からの書）
対象＝20歳以上の人
定員＝16人（応募者多数は抽選）
参加費＝2,000円（材料費などは別途）
申込方法＝8月17日㈪（必着）までに、往

復はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号・書歴を書いて成田国際高校開放講
座係（〒286-0036 加良部3-16）へ

※返信用の宛名も記載してください。く
わしくは同校（☎27-2610）へ。

バルーンアート教室
世界チャンピオンによる

日時＝8月22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悟さん
対象＝4歳〜小学生（2年生以下は保護者

同伴）
定員と参加費＝各10組（先着順）・無料
※申し込みは8月18日㈫までに同セン

ター（☎40-4880、8月10日を除く
月曜日、8月11日㈫は休館）へ。

会計年度任用職員
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25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＝960円〜990円（金額は職務経験

年数に応じて決定）
応募方法＝8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
農業委員会事務局（〒286-8585 花崎
町760）へ。8月21日㈮に面接を行い
ます

※くわしくは同事務局（☎20-1573）へ。

市立小中・義務教育学校講師
登録しませんか

職種＝臨時的任用講師
応募資格＝①小学校または中学校の教員

免許を持つ人②養護教諭の免許を持つ
人
業務内容＝①学級担任、学習指導や生徒

指導など②保健室の運営や教育相談の
補助など
勤務日時＝月〜金曜日（祝日を除く） 午

前8時〜午後4時30分
応募方法＝県ホームページ（https://ww 

w.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/kj-hok 
usou/kanrika/koushitouroku.htm 
l）にある申請書を郵送またはFAXで千
葉県教育庁北総教育事務所管理課（〒2 
85-0026 佐倉市鏑木仲田町8-1 FAX 
043-486-2919）へ。成田市内への勤
務を希望する人は事前に学務課（☎20-

　1581）へ連絡してください
※くわしくは同課へ。

アート・フォト・NARITA
幻想的な作品を

　11月21日㈯〜12月6日㈰にもりんぴ
あこうづで開催されるアート写真展に出
品しませんか。
テーマ＝水と光
規格＝A4（1人3枚まで）
応募方法＝9月1日㈫〜10月15日㈭（当

日消印有効）にもりんぴあこうづ、ま
たは同館ホームページ（http://mori 
npiakozu.jp/event/apn3）にある
応募票を作品裏面に貼り、直接または
郵送で同館（〒286-0048 公津の杜4- 
8）へ

※くわしくは同館（☎27-5252、第4月
曜日は休館）へ。

秋季ユニカール教室
床の上で楽しむカーリング

日時＝9月9日㈬・16日㈬・23日㈬・
30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。

募　集募　集


