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お知らせお知らせ

児童ホーム
入所申請書類を配布

　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6日㈮～12日㈭（都合の

悪い人は、事前に保育課（☎20-1607）
に連絡してください）
受付場所＝市役所2階201会議室
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/page14150 
0.html）

※くわしくは同課へ。

成人式
会場と開催方法が変わります

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため、今年度は3回に分けて実施しま
す。詳細は市ホームページ（https://w 
ww.city.narita.chiba.jp/bunka_sp 
orts/page204300_00002.html）また
は12月上旬に送付する案内状で確認し
てください。
期日＝1月10日㈰
会場＝国際文化会館
対象と時間
　平成12年4月2日～13年4月1日に生
まれた人
◦成田・遠山・久住・下総・大栄中学校
の卒業生…午前9時30分～10時
◦西・中台・吾妻・玉造中学校の卒業生
…正午～午後0時30分
◦公津の杜・成田付属・市外中学校の卒
業生…午後2時30分～3時
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13日㈮までに生涯学習課（☎20-1 
583）へ連絡してください。
※くわしくは同課へ。

2021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

タ成田店）、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）、ヤックスドラッグ三里塚店

※取り扱う時期は各店舗で異なります。
くわしくは県統計協会（☎043-223-2 
217）へ。

催し物催し物

「死者の日」を祝おう
メキシコの文化を学ぶ

　11月1日から2日間にわたり、メキシ
コでは「死者の日」を祝う盛大な祭りが行
われます。
　ビデオ通話サービス「ZOOM」などを
使って、自宅で祭りの雰囲気を味わって
みませんか。
　また、10月30日㈮～11月6日㈮に中
央公民館でメキシコの華やかな祭壇を展
示します。
日時＝11月1日㈰ 午前11時～午後1時
参加費＝無料
申込方法＝電話またはEメールで氏名・

電話番号を成田ヒスパニックサークル・
井上さん（☎28-7880 Eメールmaes 
ilvia@gmail.com）へ
※くわしくは同サークルへ。

ぐるなりスタンプラリー
参加店を巡って豪華賞品

　航空券や食事券、映画鑑賞券などの豪
華賞品が当たる、地域最大級のスタンプ
ラリーが開催されます。気軽に参加して
みませんか。
期間＝10月10日㈯～12月6日㈰
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・☎20-23 
45 ホームページhttp://www.guru 
nari.com）へ。

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。

図書館
今�月の図書館休館日＝5日㈪・12日㈪・19

日㈪・26日㈪・30日㈮（館内整理日）
※ 20日㈫～23日㈮に予定していた蔵書点

検のための休館はなくなりました。

映画会

今月の映画会は中止です。

令和2年8月分

測定局 � Lden WECPNL
竜台 48.6 59.1

長沼 51.4 61.9

北羽鳥 53.1 64.2

北羽鳥
北部 50.5 60.4

新川 50.1 60.4

猿山 38.0 49.6

滑川 52.4 64.4

西大須賀 57.1 70.8

四谷 54.9 66.7

高倉 60.5 74.9

内宿 44.1 55.8

磯部 51.7 62.7

水掛 47.3 57.6

幡谷 48.7 60.0

成毛 47.0 58.5

荒海 57.8 70.3

飯岡 53.1 64.1

大生 54.3 65.5

土室（県） 64.0 79.0

土室（NAA） 48.0 61.3

荒海橋本 58.4 70.8

測定局 � Lden WECPNL
大室 50.8 63.4

大室（NAA） 49.9 63.6

野毛平
工業団地 52.6 63.9

東和泉 51.5 62.7

芦田 57.8 70.3

赤荻 53.3 64.5

野毛平 54.0 66.1

下金山 45.2 57.0

押畑 43.1 53.4

新田（NAA） 49.1 63.5

新田 51.3 66.6

堀之内 49.6 61.2

馬場 47.7 60.0

遠山小 51.5 64.4

本三里塚 52.6 66.7

三里塚小 55.0 68.9

御料牧場
記念館 50.4 63.7

本城 51.0 63.6

南三里塚 55.7 69.0

※�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
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図書館講座
ビジネス書の魅力を知る

日時＝11月7日㈯ 午後1時30分～3時
30分
会場＝市立図書館本館
テーマ＝ビジネス書を利用したスキル

アップ
講師＝北村志麻さん（図書館パートナー

ズ）
対象＝高校生以上
定員と参加費＝20人（先着順）・無料
持ち物＝筆記用具
申込方法＝午前9時30分から市立図書

館（☎27-2000）、または同館ホーム
ページ（https://www.library.city.n 
arita.lg.jp）から申し込む

※くわしくは同館へ。

さんりづかキッズ音楽隊
ハンドベルなどで演奏

　ハンドベルなどを練習して、12月6
日㈰のコンサートで発表します。
日時＝11月7日㈯・15日㈰・21日㈯・28

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
※申し込みは同センター（☎40-4880、

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

期日＝10月17日㈯
会場＝もりんぴあこうづ
定員＝各50人（先着順）
入場料＝無料
第1部
時間＝午前10時30分～11時
上映作品＝星の王子さま
第2部
時間＝午後2時～4時10分
上映作品＝仔鹿物語
※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）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、県内での推進員の活動経験
がある人または地球温暖化や省エネル
ギーに関する資格がある人（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3年4月～4年3月
応募方法＝10月30日㈮（必着）までに県

ホームページ（https://www.pref.ch 
iba.lg.jp/shigen/suishinin/r2bos 
huu.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。

芥
あくたがわ

川 碧
みどり

ちゃん（6歳・右）

　　 栞
しおり

ちゃん（2歳）

妹思いの優しい姉と自由気ままな
妹。いつまでも仲良しでいてね！

星
ほ し の

野 佑
ゆうせい

成くん（1歳）

1歳半になりました。遊ぶことと食
べることが大好きです。

◦応 募 方 法　 お子さんの写真・住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別、親の名前、電話番号、30
字程度のコメントを郵送またはEメールで広報課へ

◦応　募　先　〒286-8585　花崎町760　成田市役所広報課
　　　　　　　koho@city.narita.chiba.jp（写真データはJPEGで容量1MB以上で送ってください）
◦問い合わせ　広報課　☎20-1503

このコーナーには市内在住
で5歳までのお子さんの写
真を掲載しています。お気
に入りの1枚が撮れました
ら、ぜひお寄せください。
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 「広報なりた」

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

PDF版・電子ブック版
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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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
ますので活用しませんか。
日時＝10月15日㈭～18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20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20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）へ。

児童ふれあい交流事業
実践！外あそびのすすめ

日時＝10月10日㈯、11月21日㈯ 午前
10時～正午、午後1時～4時30分（雨
天時は10月17日㈯、11月28日㈯に延
期）
会場＝赤坂公園（10月17日㈯、11月28

日㈯が雨天の場合は保健福祉館）
内容＝こま回しなどの昔の遊びや泥遊び

などの自然体験
対象＝中学生以下と保護者
定員＝各60人（先着順）
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは成田おむすびプレイパーク・
城さん（☎090-5160-9080）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30日㈪まで）
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

豊住地区歴史散歩
文化財などを見学

日時＝10月24日㈯ 午前9時～正午（小
雨決行）
集合場所＝豊住公民館
内容＝豊住地区にある文化財や史跡など

を歩いて巡る
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝15人（応募者多数は抽選）
申込方法＝10月15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・行事名を豊住公民館（〒2 
86-0807 北羽鳥2024-1 Eメールk 
ominkan＠city.narita.chiba.jp）へ

※参加費は無料です。くわしくは同館（☎
37-1003、月曜日は休館）へ。

後期技能検定試験
職種に合わせて選べる

　技能検定は、労働者が有する技能の習
得レベルを評価する国家検定制度です。
63職種83作業から自分の職種に合わせ
て受験できます。
試験日＝12月4日㈮～2月21日㈰のう

ち指定された日
受験資格＝所定の実務経験がある人
受付期間＝10月5日㈪～16日㈮
※くわしくは千葉県職業能力開発協会（☎ 

043-296-1150）または同協会ホーム
ページ（http//:www.chivada.or.jp）
へ。

バスケットボール大会
チームで勝利をつかもう

日時＝11月28日㈯・29日㈰ 午前9時
から
会場＝市体育館
競技方法＝交流戦
対象＝市内在住・在勤・在学の高校生以

上
定員＝30チーム（応募者多数は抽選）
参加費（1チーム当たり）＝5,000円（協

会加盟チームは2,000円）
申込方法＝10月31日㈯までに市バス

ケットボール協会ホームページ（https: 
//basketnrt.web.fc2.com）から申し
込む

※くわしくは同協会・宮本さん（☎080-
5475-1188）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5日㈭・17日㈫・25日㈬・
30日㈪、12月4日㈮・10日㈭・16
日㈬・22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
※申し込みは各開催日の前月の1日午前

9時から文化国際課（☎20-1534）へ。

マンション管理組合セミナー・相談会
専門家がポイントを解説

日時＝10月17日㈯ 午後1時～4時30分
会場＝中央公民館
内容＝「高齢化社会に備える管理規約変

更」「給排水管の改修工法と実施の合意
形成」をテーマにした講演と個別相談
会
定員＝20人（個別相談会は5組。先着順）
参加費＝無料
※申し込みは千葉県マンション管理士会
（☎043-244-9091）へ。

大栄幼稚園
令和3年度の園児募集

入園資格＝市に住民記録がある、3～5
歳児（平成27年4月2日～30年4月1
日生まれ）
願書配布期間＝10月26日㈪～30日㈮
願書配布場所＝大栄幼稚園、保育課（市

役所2階）、下総・大栄支所
願書受付日と対象
◦11月9日㈪・10日㈫…大栄地区の3
歳児
◦11月11日㈬…大栄地区以外の3歳児
◦11月13日㈮…4・5歳児
申込方法＝願書受付日の午前9時～11

時30分、午後1時～4時に直接大栄幼
稚園へ（申込時に親子面接を実施）
体験入園（保護者同伴）
日時＝12月4日㈮、1月15日㈮ 午前9

時30分～11時
対象＝令和3年度入園希望者
持ち物＝上履き
申込方法＝各開催日の前日までに大栄幼

稚園（☎73-8005）へ
※くわしくは同園へ。
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弓道大会
心を落ち着かせて

日時＝11月3日（火・祝） 午前9時から
会場＝市体育館弓道場
種目＝近的（12射）
対象＝市内在住・在勤・在学の大学生以上
定員＝48人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは10月24日㈯までに市弓道協

会・勝田さん（☎090-3086-0147）へ。

秋のミニコンサート
子どもから大人まで楽しめる

　電子オルガンとピアノのデュオによる
秋をテーマにした演奏会です。
日時＝10月25日㈰ 午後2時から
会場＝三里塚コミュニティセンター
定員＝50人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日は休館）へ。

ハロウィン in KOZU
ファッションショーを開催

　音楽や照明に合わせてランウェイを歩
きます。お気に入りの仮装をして参加し
てみませんか。
日時＝10月25日㈰ 午後2時～3時
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝小学生以上
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝仮装の衣装、マスク
※申し込みは同館（☎27-5252）へ。

ウォークラリー大会
チームで問題を解きながら

日時＝11月14日㈯ 午前9時から（雨天
中止）
集合場所＝公津の杜公園
コース＝公津の杜コース
対象＝市内在住・在勤・在学の小学生以

上
チーム編成＝2～5人
定員＝30チーム（先着順）
参加費（1人当たり）＝小中学生300円、

高校生以上500円（保険料・商品代な
ど）

※申し込みは10月30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。

パークゴルフ初心者研修会
始めてみよう

日時＝11月2日㈪ 午前9時から（雨天決
行）
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30日㈮まで（月曜日を

除く）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。

ハロウィンウォークラリー
仮装してまちを歩こう

日時＝10月25日㈰ 午前10時～正午
集合場所＝子ども館
内容＝仮装して子ども館周辺を歩く
対象＝小学生以上のグループ、小学生と

その家族（小学生未満の家族は保護者
同伴）
定員＝10組（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝歩きやすい仮装の衣装、お菓子

を入れる袋
※申し込みは10月3日㈯午前10時から

子ども館（☎20-6300、月曜日・第3
日曜日は休館）へ。

募　集募　集

令和3年度入園の園児を募集します。くわしくは各幼稚園へ。私立幼稚園の園児募集
幼稚園名・所在地・

電話番号
募集人数 願書配布 願書の受け付けと面接 入園説明会3年保育 2年保育 1年保育

成田幼稚園
上町633-2
☎22-0059

120人 50人 50人 10月15日㈭～30日㈮（土・日曜日を除く）
午前9時～午後5時 11月1日㈰ 午前9時～午後2時

10月17日㈯ 午前10時～11時
30分
見学は随時（要電話予約）

三里塚幼稚園
三里塚御料1-674
☎35-0139

15人 15人 15人 10月15日㈭から（土・日曜日を除く） 
午前9時～午後4時

11月2日㈪ 午前9時～午後4時　
面接日は後日通知

10月21日㈬ 午前10時～11時
見学は随時（要電話予約）

はぼたん幼稚園
加良部1-11
☎28-1234

120人 50人 20人 10月15日㈭～30日㈮（土・日曜日を除く）
午前9時～午後4時（17日㈯は正午まで）

11月1日㈰ 午前9時～午後2時　
面接の予約は願書配布時

10月17日㈯ 午前10時～11時
説明会後、未就園児対象の運
動会を実施

聖徳大学附属成田幼稚園
中台3-8
☎26-3371

60人 45人 若干名 10月15日㈭から（土・日曜日を除く） 
午前9時～午後4時 11月1日㈰ 午前9時～午後4時 実施済み

くすのき幼稚園
船形828
☎26-6688

25人 若干名 若干名 10月15日㈭～20日㈫（土・日曜日を除く）
午前10時～午後3時 11月1日㈰ 午前8時から（予約制） 10月24日㈯ 午前10時から

はしが台幼稚園
橋賀台3-5
☎26-5661

60人 30人 若干名 10月15日㈭から（土・日曜日を除く） 
午前9時～午後4時

11月2日㈪ 午前9時～午後2時　
面接の予約は願書配布時

10月17日㈯ 午前9時20分～10時10分、
午前11時～11時50分、定員は各20人

（先着順、15日㈭までに要電話予約）
はくと幼稚園
吾妻3-51
☎26-2331

32人 若干名 若干名 10月15日㈭から（土・日曜日、祝日を除く）
午前9時～午後5時

11月1日㈰ 午前9時～午後2時　
11月2日㈪以降は随時（土・日曜
日、祝日を除く）（要電話予約）

10月17日㈯ 午前10時～11時
（16日㈮までに要電話予約）
見学は随時（要電話予約）

玉造幼稚園
玉造1-3-1
☎28-3131

60人 30人 若干名
10月15日㈭～30日㈮（土・日曜日を除く）
午前9時～午後4時（17日㈯は午前11時ま
で）

11月1日㈰ 午前9時から（予約制）
10月17日㈯ 午前9時～11時

（要電話予約）
見学は随時（要電話予約）

公津の杜幼稚園
公津の杜4-7-1
☎27-6699

60人 30人 30人 10月15日㈭～30日㈮（土・日曜日を除く）
午前9時～午後4時

11月2日㈪ 午前9時から
面接の予約は願書配布時

10月8日㈭ 午前10時～11時
見学は随時（要電話予約）


