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NARITA Enjoy Morning
ベイエフエムで放送中

　県内外の人に成田の魅力を知ってもら
うため、ベイエフエム（78MHz）で2分
間の市の広報番組「NARITA Enjoy Mo 
rning」を放送しています。
　インターネットストリー
ミングによる放送「r

ラ ジ コ
adiko」

（https://radiko.jp）でも
聴くことができます。
放送日時＝火曜日 午前8時57分〜8時

59分
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

催し物催し物

しげちゃん一座絵本ライブ
みんなで笑顔になれる

　女優、エッセイスト、絵本作家として
豊かな才能を見せる室井滋さん率いる

「しげちゃん一座」による楽しい絵本の世
界と音楽をお楽しみください。
日時＝1月17日㈰ 午後2時から
会場＝スカイタウンホール
定員＝140人（先着順）
入場料（全席指定）＝2,500円（小学生以

下は1,500円。2歳以下は1人まで膝
上鑑賞無料）
申込方法＝11月4日㈬から電話で文化

芸術センター（☎20-1133）へ。後日、
チケットの引換券を送付します。なお、
席は指定できません
※くわしくは同センター（月曜日は休館）へ。

アート・フォト・NARITA
応募作品を展示

　「水と光」がテーマの公募写真展です。
11月21日㈯午後1時30分からは表彰式
と二

に
胡
こ

のミニコンサートを開催します。
日時＝11月21日㈯〜12月6日㈰ 午前9

時〜午後9時
会場＝もりんぴあこうづ
※入場は無料です。鑑賞を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは同館（☎
27-5252、11月24日㈫は休館）へ。

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＝11月14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＝11月28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。

民間ユネスコ運動の日記念事業
見応えある作品を展示

日時＝11月14日㈯〜20日㈮ 午前10時
〜午後7時（20日は午後5時まで）
会場＝ユアエルム成田店1階センタープ

ラザ
内容＝気になる木写真展、成田の地域遺

産写真展回顧展、ユネスコ活動展など
入場料＝無料
※くわしくは成田ユネスコ協会事務局
（生涯学習課・☎20-1583）へ。

ふれあいコンサート
優雅な昼のひとときを

日時＝11月26日㈭ 午後0時10分〜0時
50分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝D

デ ュ オ
uo d

ディ
i L

ロ ト
OTOによるマリンバと

サックスのコンサート
定員と入場料＝70人（先着順）・無料
※鑑賞には事前に申し込みが必要です。

申し込みは11月5日㈭から文化国際課
（☎20-1534）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＝2日㈪・9日㈪・16

日㈪・24日㈫・27日㈮（館内整理日）・30
日㈪

※ 3日（火・祝）・23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）。

映画会

今月の映画会は中止です。

令和2年9月分

測定局 � Lden WECPNL
竜台 52.4 63.2

長沼 55.1 65.7

北羽鳥 55.9 67.0

北羽鳥
北部 54.3 64.0

新川 53.4 63.6

猿山 42.5 54.6

滑川 48.6 61.0

西大須賀 52.3 65.1

四谷 52.2 63.4

高倉 54.8 69.3

内宿 46.2 58.9

磯部 55.6 66.7

水掛 53.0 63.1

幡谷 52.5 63.2

成毛 52.0 63.2

荒海 60.2 71.7

飯岡 57.2 67.7

大生 58.0 69.1

土室（県） 57.5 72.4

土室（NAA） 48.2 61.2

荒海橋本 60.5 72.4

測定局 � Lden WECPNL
大室 49.6 63.1

大室（NAA） 49.3 63.5

野毛平
工業団地 57.2 67.9

東和泉 55.9 66.4

芦田 60.8 73.4

赤荻 57.8 68.8

野毛平 58.4 70.4

下金山 50.4 62.7

押畑 48.0 58.8

新田（NAA） 44.7 58.1

新田 47.0 61.6

堀之内 53.2 64.6

馬場 53.2 65.2

遠山小 55.3 68.0

本三里塚 57.2 71.2

三里塚小 59.0 71.5

御料牧場
記念館 53.8 66.5

本城 52.4 64.8

南三里塚 54.4 67.1

※�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

期日＝11月14日㈯・15日㈰・21
日㈯〜23日（月・祝）・28日㈯・
29日㈰
区間と時間
◦名取亭脇〜成田高校グラウンド

上十字路…午前10時〜午後3時
◦JR成田駅〜薬師堂…午前11時〜

午後2時
◦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（☎2 

2-2102）へ。

表参道周辺の交通規制



M e s s a g e B
o a r d

広報なりた 2020.11.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です15

催 

し 

物

お
知
ら
せ

募
　
集

成田の魅力かるた
採用者には記念品も

　市の魅力を紹介する、かるたの読み札
と絵札を募集しています。
　地域の自慢から自虐的な内容まで幅広
く受け付けていますので、あなたの自信
作を応募してみませんか。
募集内容＝市の観光地・特産物・歴史文

化・名所などの読み札と絵札（「あ〜
わ」の44音のいずれか。どちらか一方
でも可）
規格＝読み札は原則5・7・5の形式、絵

札はA4判・縦（複数の応募可）
応募方法＝12月4日㈮（当日消印有効）ま

でに観光プロモーション課（市役所4階）
または市ホームページ（https://www.
city.narita.chiba.jp/kanko/page 
0117_00041.html）にある申込書に
必要事項を書いて、読み札は直接・郵
送・FAX・Eメールのいずれかで、絵
札は直接、郵送、ツイッター・インス
タグラムのダイレクトメッセージのい
ずれかで同課（〒286-8585 花崎町7 
60 FAX24-2185 Eメールkanpro@
city.narita.chiba.jp ツイッター・イ
ンスタグラム@naritakaruta）へ
※くわしくは同課（☎20-1540）へ。

フレンドリー大会
9人制バレーボールを楽しもう

日時＝12月19日㈯ 午前9時〜午後4時
会場＝市体育館
対象＝市内・近隣市町在住の20歳以上

の女性
参加費＝300円（保険料・賞品代など）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、タ

オル、昼食、飲み物
※申し込みは11月30日㈪までに市家庭

婦人バレーボール連盟・竹畑さん（☎
090-8596-2298）へ。

図書館講座
おいしい野菜を作るために

　農作業の映像教材を見ながら家庭菜園
のこつを学んでみませんか。
日時＝12月6日㈰ 午後2時〜3時30分
会場＝市立図書館本館
テーマ＝観て学ぶ〜野菜づくりのコツと

裏ワザ
講師＝吉野隆祐さん（農山漁村文化協会）
対象＝高校生以上
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝筆記用具
申込方法＝11月4日㈬午前9時30分から

直接または電話で市立図書館（☎27-
2000）へ。同館ホームページ（https:// 
www.library.city.narita.lg.jp）から
も申し込めます

※くわしくは同館へ。

お知らせお知らせ

市議会定例会
11月27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.
jp/gikai/index.html）などで確認して
ください。
　請願・陳情は、11月20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。
※くわしくは同事務局（☎20-1570）へ。

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と大栄

地区の一部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。

児童ホーム
入所申請を受け付けます

　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てい
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㈭（土・日

曜日を除く。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/page141500.
html）

※くわしくは保育課へ。

伝 板言

募　集募　集

 「広報なりた」

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

児童ホーム名 場所

中台 中台1-4（中台小校内）

玉造 玉造3-4（玉造小校庭）

新山 加良部4-23（新山小校庭）

加良部 加良部6-8（加良部小校庭）

橋賀台 橋賀台3-4（橋賀台小校庭）

吾妻 吾妻2-6（吾妻小校庭）

神宮寺 玉造5-28（神宮寺小校庭）

向台 中台3-6（向台小校庭）

成田 幸町948-1（成田小校内）

美郷台 美郷台2-19-1（美郷台小校内）

平成 江弁須617-2（平成小校庭）

公津の杜 公津の杜3-2
（公津の杜小校内）

公津 台方851（公津小校内）

三里塚 本三里塚153-1
（三里塚小校庭）

遠山 小菅1411（遠山小校内）

本城 本城178-1（本城小校庭）

八生 松崎1468（八生小校内）

久住 久住中央3-12-1（久住小校庭）

豊住 北羽鳥1985-2（豊住小校内）

下総 名古屋1214
（下総みどり学園内）

津富浦 津富浦1093（津富浦小校庭）
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もりんぴあ名画座
童話の世界を楽しむ

期日＝11月28日㈯
会場＝もりんぴあこうづ
定員＝各70人（先着順）
入場料＝無料
第1部
時間＝午前10時30分〜11時45分
上映作品＝シンデレラ
第2部
時間＝午後2時〜4時15分
上映作品＝赤い靴
※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、11月24
日㈫は休館）へ。

合同企業説明会in成田
地元で就職を考えている人へ

日時＝11月27日㈮ 午後1時〜3時45分
（途中入退場不可）
会場＝勤労会館（不動ヶ岡）
対象＝おおむね30代までの就職活動中

の人、令和3年3月末日までに専門学
校や大学を卒業見込みの人（高校生を
除く）
定員＝16人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みはジョブカフェちば（☎047-

426-8471）へ。

パパママのリフレッシュサロン
クリスマス飾りを作ろう

　クラフトテープでポインセチアを作
り、ツリー型の飾りに仕上げます。物作
りをしながら、子育てについて気軽に話
しませんか。
日時＝12月3日㈭ 午前10時〜11時
会場＝子ども館
対象＝小学生〜高校生の子を持つ保護者
定員＝8人（先着順）
参加費＝500円（材料費）
※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。

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。

市内の保育所など
令和3年4月入所の申し込みを受け付け
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1日㈫〜1月8日㈮（土・

日曜日、祝日を除く） 午前9時〜午
後4時30分（ただし、12月20日㈰は
午前9時〜11時30分、午後1時30
分〜4時で受け付けます）
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）へ予約をしてから申込書を提出
（12月20日は当日直接受付場所へ）
申込書配布開始日＝11月2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各

市区町村へ受付日時などを確認し
てから、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

めぶき保育園
なりた 美郷台3-9-1 85-7971

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
あい・あい保育
園本三里塚園 本三里塚4-18 37-5822

三里塚みらい 西三里248-9 36-5328
あい・あい保育
園西三里塚園

西三里塚
251-29 85-7944

大室 大室766-2 36-0749
あい・あい保育
園久住中央園 久住3-1-1 94-3105

月かげ 西大須賀1872-4 96-0531

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

＊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
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リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

日時＝11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＝11月17日㈫（当選者にはがき

で通知）
※マスクを着用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。

クリスマス飾り作り教室
おしゃれな装飾を自分で

日時＝12月2日㈬ 午後2時〜4時
会場＝八生公民館
対象＝市内在住・在勤・在学の18歳以上

の人
定員＝12人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,500円（材料費）
持ち物＝はさみ、ペンチ
申込方法＝11月18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.chi 
ba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-1533、月曜日・
祝日は休館）へ。

秋の歴史講演会
大江山絵詞の解説

日時＝12月5日㈯ 午後2時から
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝香取本「大

おお
江
え

山
やま

絵
え

詞
ことば
（酒天童子

絵巻）」と大須賀氏
講師＝鈴木哲雄さん（都留文科大学教養

学部教授）
定員＝50人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
※申し込みは11月16日㈪までに生涯学

習課（☎20-1583）へ。

いちからはじめる己書
自分の世界観を表現しよう

　己
おのれ

書
しょ

は、筆ペンで文字を絵のように
描く書です。誰でもすぐに味のある作品
が描けるようになりますので参加してみ
ませんか。
日時＝11月22日㈰ 午前10時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝16歳以上の人
定員＝8人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費など）
※申し込みは同館（☎27-5252）へ。

一般事務員
資産税課で働きませんか

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝2人
業務内容＝書類整理、データ入力など
勤務期間＝1月4日〜3月31日
勤務日時＝週2日程度（土・日曜日、祝

日を除く） 午前9時〜午後5時
勤務場所＝資産税課（市役所2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＝11月13日㈮（必着）（土・日

曜日を除く）までに写真を貼った履歴
書を直接または郵送で資産税課（〒2 
86-8585 花崎町760）へ。後日、面
接日を通知します

※くわしくは同課（☎20-1514）へ。

福
ふ く ち

地 涼
りょうま

真くん（2歳・左）・陽
ひ い ろ

彩くん（5カ月・右）

弟ができてお兄ちゃんも嬉しそう。仲良く元気に育ってね！

伊
い と う

藤 真
ま こ と

琴くん（2歳）

うなりくん大好き♥

488

ス
ク
ス
ク
の
び
の
び

募　集募　集

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。
くわしくは市ホームページ（https://www.city.narita.chiba.jp/shisei/page028000.html）へ。


