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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。

催し物催し物

ふれあいコンサート
優雅な昼のひとときを

日時＝9月24日㈭ 午後0時10分〜0時
50分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝R

ル ー ジ ュ
OUGEによるシャンソンコンサー

ト
定員＝70人（先着順）
入場料＝無料
※鑑賞には事前に申し込みが必要です。

申し込みは9月4日㈮から文化国際課
（☎20-1534）へ。

スポーツツーリズムフェス
ここでしかできない体験を

日時＝9月19日㈯〜22日（火・祝） 午前
10時〜午後4時
会場＝イオンモール成田
内容＝ボッチャ体験、ホストタウン関連

イベント、クボタスピアーズ（ラグビー
チーム）PRイベントなど
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）へ。

フレンドリータウンデイズ
鹿島アントラーズを応援しよう

　サッカー J1リーグの鹿島アントラー
ズの試合に招待・優待します。
会場＝カシマサッカースタジアム（茨城

県鹿嶋市）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝各350組700人（先着順）
申込方法＝鹿島アント

ラーズホームページ（h 
ttps://www.antlers.
co.jp）または右の二次
元バーコードから申し込む
招待試合
日時と対戦相手
◦9月27日㈰ 午後5時から…大分トリ

ニータ
◦10月24日㈯ 午後2時から…サンフ

レッチェ広島
入場料＝無料
優待試合
日時＝10月31日㈯ 午後5時から
対戦相手＝名古屋グランパス
入場料＝1,000円
※申し込み開始日は開催日によって異な

ります。くわしくは鹿島アントラーズ
コールセンター（☎0299-82-5555、
午前10時〜午後4時）へ。

千葉県移動美術館
近代作家の作品を展示

　県立美術館が収蔵している、浅井忠
ちゅう

・
梅原龍三郎・クールベや市出身の篠崎輝
夫などの作品を展示します。また、期間
中に市立図書館で展示作品に関する書籍
を紹介します。
日時＝9月29日㈫〜10月11日㈰ 午前9

時〜午後5時
会場＝スカイタウンギャラリー
入場料＝無料
ギャラリートーク
日時＝10月4日㈰・10日㈯ 午後2時か

ら（受け付けは午後1時から）
定員＝各15人（先着順）
講師＝相川順子さん（県立美術館学芸員）
※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（☎20-1 
133、9月21日を除く月曜日、9月23
日㈬は休館）へ。
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令和2年7月分

測定局 � Lden WECPNL
竜台 51.9 62.1

長沼 54.0 64.5

北羽鳥 55.5 66.6

北羽鳥
北部 53.4 63.0

新川 52.4 62.9

猿山 38.4 50.6

滑川 49.1 61.0

西大須賀 53.9 67.1

四谷 52.5 64.2

高倉 56.7 71.3

内宿 42.1 54.2

磯部 54.7 66.0

水掛 51.0 61.3

幡谷 50.9 61.8

成毛 49.7 59.8

荒海 60.4 72.8

飯岡 56.3 67.4

大生 56.8 67.8

土室（県） 60.2 75.2

土室（NAA） 45.0 58.3

荒海橋本 61.5 74.1

測定局 � Lden WECPNL
大室 47.9 60.6

大室（NAA） 47.3 61.2

野毛平
工業団地 55.7 66.7

東和泉 54.8 65.5

芦田 60.4 72.6

赤荻 56.4 67.2

野毛平 56.3 68.1

下金山 47.5 59.1

押畑 45.9 56.0

新田（NAA） 49.1 62.8

新田 50.6 64.0

堀之内 51.0 62.5

馬場 50.0 61.5

遠山小 52.9 65.4

本三里塚 54.4 68.3

三里塚小 57.1 70.2

御料牧場
記念館 51.6 64.9

本城 51.8 64.5

南三里塚 55.4 68.5

※�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＝7日㈪・14日㈪・23
日㈬・28日㈪・30日㈬ （館内整理日）

※ 21日（月・祝）・22日（火・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。
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危険物取扱者試験
受験者のための講習会も

危険物取扱者試験
期日＝11月22日㈰
会場＝日本大学実籾校舎（習志野市）
受験料＝甲種6,600円、乙種4,600円、

丙種3,700円
申込方法＝9月17日㈭〜10月9日㈮（当

日消印有効）の月〜金曜日に、各消防
署にある願書を直接または郵送で消防
試験研究センター千葉県支部（〒260- 
0843 千葉市中央区末広2-14-1）へ。
9月14日㈪〜10月6日㈫は同センター
ホームページ（https://www.shoubo- 
shiken.or.jp）からも申請できます
受験者講習会
日時＝10月7日㈬ 午前9時30分〜午後

4時45分
会場＝富里中央公民館
受講料＝3,700円（テキスト代は実費）
申込方法＝9月14日㈪〜18日㈮に予防

課（市役所地下1階）にある申込書を受
講料と共に同課へ

※くわしくは、試験については消防試験
研究センター千葉県支部（☎043-26 
8-0381）、講習会については予防課（☎ 
20-1591）へ。

会計年度任用職員
児童ホームで

応募資格＝18歳以上の人
募集人員＝3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＝放課後児童支援員の資格あり1,1 

70円〜1,220円、資格なし1,140円〜
1,180円（金額は職務経験年数に応じ
て決定。市規定に応じて期末手当あり）
応募方法＝9月15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。

お月見タペストリーを作ろう
みんなで一緒に

日時＝9月27日㈰ 午前10時〜正午
会場＝子ども館
内容＝十五夜にちなんだタペストリーを

作る
対象＝小学生
定員＝10人（先着順）
参加費＝200円（材料費）
※申し込みは9月5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。

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6日㈫・13日㈫・27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）
こころ軽やかストレッチ
日時＝11月1日㈰・8日㈰（全2回） 午後

2時〜3時30分
定員＝12人（先着順）
参加費＝2,000円（教材費など）
親子プログラミング教室
日時＝11月8日㈰ 午前10時〜正午
定員＝8組（1組4人まで。先着順）
参加費（1組当たり）＝1,000円（教材費な

ど）
おもてなしの英語初級編
日時＝11月18日㈬・25日㈬、12月2

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）
やさしい韓国語
日時＝12月1日㈫・8日㈫・15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）
おもてなしの英語中級編
日時＝12月3日㈭・10日㈭・17日㈭（全

3回） 午後3時〜4時30分
定員＝15人（先着順）
参加費＝3,000円（教材費など）
※申し込みは9月5日㈯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。

ゴルフ大会
シニアと女子の部

申込方法＝9月28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

（土屋1373-1㈱日翔内）へ
シニアゴルフ大会
日時＝10月26日㈪ 午前8時から
会場＝長太郎カントリークラブ（奈土）
対象＝市内在住で、昭和41年12月31日
（グランドシニアの部は昭和26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
日時＝11月9日㈪ 午前8時から
会場＝大栄カントリー倶楽部（横山）
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。

リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

　販売される製品は丁寧に修理されてい
ます。まだ使える物を有効活用しません
か。
日時＝9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＝9月23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。

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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育休代替任期付職員
一般行政職・保育士など

募集人員
◦一般行政職…5人程度
◦技術職建築…若干名
◦保育士…3人程度
◦言語聴覚士…若干名
任期＝おおむね6カ月〜2年半
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
◦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

◦言語聴覚士…言語聴覚士の資格を持つ
人
試験案内・申込書の配布場所＝人事課
（市役所3階）、市ホームページ（http 
s://www.city.narita.chiba.jp/bo 
shu/index0644.html）
申込方法＝9月23日㈬（当日消印有効）

までに申込書を直接または郵送で人事
課（〒286-8585 花崎町760）へ
試験日＝10月1日㈭
会場＝市役所議会棟3階第三委員会室
※くわしくは同課（☎20-1505）へ。

もりんぴあ名画座
アメリカ西部劇の名作を

日時＝9月27日㈰ 午後2時〜4時
会場＝もりんぴあこうづ
上映作品＝駅馬車
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。

チョークアート教室
色鮮やかな作品を

日時＝10月4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29日㈫までに同セン

ター（☎40-4880、9月21日を除く月
曜日、9月23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㈯〜11日㈮（一般は

10月22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
受付期限＝10月7日㈬（看護学科は10月

1日㈭まで）
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

手作りのクリスマス展
自信作を出品しよう

　12月5日㈯〜25日㈮にスカイタウン
ギャラリーで開催される、クリスマスを
テーマとした手作り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10点
まで
応募方法＝10月1日㈭〜11月20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 FAX22-7311 Eメールinfo@
narita-bungei-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。

バウンドテニス体験教室
室内で気軽に楽しめる

日時＝10月16日㈮・30日㈮ 午後6時30
分〜9時
会場＝市体育館
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。

会計年度任用職員
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＝10月1日〜3月31日
勤務日時＝月〜土曜日（祝日を除く） 午

前8時30分〜午後5時（時間外勤務あ
り。短時間勤務も可）
勤務場所＝市立保育園
時給＝①1,270円〜1,320円②1,400円

〜1,440円（金額は職務経験年数に応じ
て決定。市規定に応じて期末手当あり）
応募方法＝9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。

期日＝9月5日㈯・6日㈰・12日㈯・
13日㈰・19日㈯・20日㈰・21
日（月・祝）・22日（火・祝）・26
日㈯・27日㈰
区間と時間
◦薬師堂〜成田山総門前（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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