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広報なりたの配布
駅や郵便局でも

　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、市内の各施設や郵便局などで
も配布していますので、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、文化芸術センター、豊住ふれあ
い交流館、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。

NARITA Enjoy Morning
ベイエフエムで放送中

　ベイエフエム（78MHz）で2分間の市
の広報番組「NARITA Enjoy Morning」
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。
　スマートフォンで聴く場合は、右下の
二次元バーコードからradikoのホーム
ページにアクセスし、ア
プリをダウンロードして
ください。
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。

ラジオ広報なりた
市内のFM放送局で

　ラジオ広報なりたは「声で聴く広報なり
た」として平成30年から放送しています。
　広報紙に掲載した市からのお知らせや
イベント情報の中から内容を厳選してお
伝えします。
　ラジオ成田ホームペー
ジ（https://radio-nari 
ta.com）でも聴くことが
できます。通勤中などに
ぜひ聴いてみてください。
放送局＝ラジオ成田（83.7MHz）
放送日時＝毎日 午前9時〜9時5分、正

午〜午後0時5分
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

催し物催し物

成田市場の歳末イベント
正月用の食材を

　年の締めくくりに、さまざまなイベン
トが行われます。
　新年の準備に成田市場を利用してみま
せんか。
会場＝成田市場
第2土曜日イベントデー
日時＝12月12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
歳末大感謝祭
日時＝12月26日㈯〜29日㈫ 午前6時〜

11時
内容＝水産物・青果物・関連食品の即売

市、臨時出店など
※くわしくは成田市場振興協議会（☎24-

1224）へ。

新春書道・華道展
年の初めに

　華やかな生け花や書で新年を彩る展示
会をスカイタウンギャラリーで開催しま
す。市内外で活躍する華道家や書道家ら
の作品や盆栽が展示されます。
　新しい年の始まりに、家族や友人と一
緒に見応えのある作品を鑑賞してみませ
んか。
日時＝1月1日（金・祝）〜11日（月・祝）

午前10時〜午後5時（華道展のみ4日・
8日・11日は午後4時まで）
会場＝スカイタウンギャラリー
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（☎20-1 
133、月曜日は休館）へ。

会場＝市立図書館本館
◇12月13日㈰＝「こねこ」
　1996年・ロシア・吹替
◇12月23日㈬＝「三十四丁目の奇跡」
　1947年・アメリカ・吹替
◆�上映は午後2時から（午後1時から先着順
で整理券を配布）、定員は各46人、入
場は無料です。くわしくは市立図書館（☎
27-2000）へ。

映画会

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＝7日㈪・14日㈪・21

日㈪・25日㈮（館内整理日）・28日㈪〜
31日㈭（年末休館）

令和2年10月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 54.8 65.1
長沼 57.1 67.4
北羽鳥 57.3 68.2

北羽鳥
北部 56.5 66.0

新川 55.4 65.4
猿山 45.3 57.5
滑川 ─ ─
西大須賀 52.6 65.3
四谷 53.7 64.7
高倉 54.3 68.8
内宿 48.6 61.3
磯部 57.4 68.0
水掛 55.1 65.3
幡谷 54.7 65.3
成毛 55.0 65.9
荒海 60.9 71.8
飯岡 59.1 69.5
大生 59.8 70.5
土室（県） 56.5 71.9
土室（NAA） 50.4 63.7
荒海橋本 61.1 72.4

測定局 � Lden WECPNL
大室 51.7 65.5
大室（NAA） 51.3 66.5

野毛平
工業団地 59.5 69.8

東和泉 58.0 68.1
芦田 62.2 74.6
赤荻 60.0 70.5
野毛平 60.7 72.3
下金山 52.7 64.6
押畑 51.2 61.5
新田（NAA） 48.2 60.1
新田 49.5 62.7
堀之内 56.1 67.2
馬場 55.5 67.0
遠山小 57.7 69.9
本三里塚 58.6 72.4
三里塚小 59.3 72.1

御料牧場
記念館 55.8 68.1

本城 55.7 68.0
南三里塚 54.8 68.2

※�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。なお、滑川測
定局は設置施設の工事に伴い欠測となっていま
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

見応えのある作品が並ぶ
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こども生け花体験教室
初歩から学ぼう

　正月用の花を使って、華道の初歩を学
びます。簡単にできるので気軽に参加し
てみませんか。
日時＝12月27日㈰ 午前10時〜正午
会場＝八生公民館
対象＝市内在住・在学の小中学生
定員＝12人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,500円（花・花器代など）
申込方法＝12月15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。

お知らせお知らせ

JR成田駅ブックポスト
一時閉鎖します

　JR成田駅西口に設置しているブック
ポストを、駅周辺の混雑による危険回避
のため一時的に閉鎖します。
期間＝12月27日㈰〜2月3日㈬
※くわしくは市立図書館（☎27-2000）へ。

路上の看板など
道路に置かないで

　道路や歩道上に店舗の看板や商品、の
ぼり旗、植木鉢、乗り入れブロックなど
があると通行の妨げになり事故の原因に
もなりかねません。
　皆さんが安全に通行できるよう、看板
などは敷地内に置くようにしましょう。
※くわしくは道路管理課（☎20-1551）へ。

市の広報映像
ホームページで配信中

　市では、広報映像を市ホームページで
配信しています。
　スマートフォンからも視聴できますの
で利用してください。
◦なりた知っ得情報…市からのお知らせ

や催し物、生活に役立つ情報、市役所
の業務などを紹介

◦ビデオルポなりた…毎年度を前期と後
期に分けて、市内で行われたイベント
や式典などを記録

◦市長ビデオメッセージ…市長から皆さ
んへのメッセージ
URL＝https://www.ci 

ty.narita.chiba.jp/sh 
isei/page028200.h 
tml

※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

成田市公式SNS
さまざまな情報をお届け

　市では、イベント情報や緊急情報など、
皆さんの役に立つさまざまな情報をSN 
Sで配信しています。
LINE
　市からのお知らせや市内のイベント情
報、緊急情報などを配信しています。情
報を受け取るにはLINEアプリ内の公式ア
カウント検索で「成田市」と検索して友達
追加してください。下の二次元バーコー
ドからも登録できます。
アカウント名＝成田市
LINE�ID＝@narita_city
フェイスブック
　市内のイベント情報や取材した地域行
事の様子などを投稿しています。
アカウント名＝成田市役

所広報課-NaritaCity
ユーザーID＝@naritaci 

ty.koho
インスタグラム
　市内の日常風景や景観、イベントなど
の写真や動画を投稿しています。
アカウント名＝成田市広

報課
ユーザー ID＝@narita_

city
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

自宅前の除雪
事故防止のために

　雪道では歩行者の転倒、車両のスリッ
プ事故が心配されます。市では、雪が降っ
た場合、バス通りなどの幹線道路と通学
路から除雪作業をします。
　集落や住宅地内の生活道路の除雪には
時間を要するので、自宅前の除雪にご協
力をお願いします。
※くわしくは道路管理課（☎20-1551）へ。

成人式
会場と開催方法の確認を

　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://
www.city.narita.chiba.jp/bunka_
sports/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12
月25日㈮までに生涯学習課（☎20-158 
3）へ連絡してください。
※周辺道路が混み合うことが予想されま

す。また、駐車台数に限りがあるため、
車で来場する場合は乗り合いや送迎を
お願いします。くわしくは同課へ。

伝 板言

友人との再会に笑顔

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
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スタインウェイを弾いてみよう
大ホールでピアノ演奏

日時＝1月23日㈯・24日㈰ 午前9時〜
午後5時
会場＝国際文化会館
演奏時間（1人当たり）＝60分
定員＝各8人（応募者多数は抽選）
参加費＝1,000円（施設利用料など）
申込方法＝1月8日㈮（必着）までに往復

はがき（1人1枚まで）に住所・氏名・
電話番号・希望日（午前・午後のいず
れか）を書いて国際文化会館「スタイン
ウェイを弾いてみよう」係（〒286-00 
21 土屋303）へ

※返信用の宛名も記載してください。く
わしくは同館（☎23-1331、月曜日は
休館）へ。

リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

　製品を購入するには、リサイクルプラ
ザで申し込みが必要です。
日時＝12月10日㈭〜13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15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15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。

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
◦作業療法士…若干名
育休代替任期付職員
◦一般行政職…10人程度
◦保育士…16人程度
◦保健師…若干名
任期＝おおむね6カ月〜3年
受験資格
◦一般行政職…平成15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3年3月末日までに
取得見込みの人も含む）

◦保健師…保健師の資格を持つ人（令和
3年3月末日までに取得見込みの人も
含む）

◦作業療法士…作業療法士の資格を持つ
人（令和3年3月末日までに取得見込み
の人も含む）
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（https://
www.city.narita.chiba.jp/boshu/
index0644.html）
申込方法＝12月18日㈮（当日消印有効）

まで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76 
0）へ
試験日＝1月15日㈮
会場＝市役所議会棟3階第三委員会室
※くわしくは人事課（☎20-1505）へ。

スタジアム・シアター
野外で鑑賞してみませんか

日時＝12月13日㈰ 午後4時〜5時45　
分
会場＝大谷津運動公園野球場
内容＝電光掲示板で映画を上映
上映作品＝ドクター・ドリトル
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員と入場料＝300人（先着順）・無料
※申し込みは市体育館（☎26-7251）へ。

正月用生け花教室
彩りのある作品を

　正月用に手軽に飾ることができる花を
生けます。
　自分だけの作品を作り、部屋を美しく
彩ってみませんか。
日時＝12月27日㈰ 午後1時30分〜3時

30分
会場＝大栄公民館
対象＝市内在住・在勤・在学の高校生以

上
定員＝15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11日㈮（必着）までに電

話・はがき・Eメールのいずれかで住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・教室
名を大栄公民館（☎73-7071 〒287-0 
234 松子393 Eメールkominkan@
city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（月曜日は休館）へ。

市民が作る手作りおひなさま展
あなたの力作を

　2月6日㈯〜3月7日㈰にスカイタウン
ギャラリーで開催される作品展に出品し
ませんか。
対象＝市内在住・在勤・在学の人、市内

で制作活動をしている人
規格＝布製・陶製・粘土・絵画などの作

品。縦50cm×横60cm×高さ40cm
以内で1人5点まで
応募方法＝1月10日㈰までに文化芸術

センターまたは同センターホームペー
ジ（http://www.narita-bungei-sk 
ytown.jp）にある出品票に必要事項
を書いて、直接・郵送・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 〒286-0033 花
崎町828-11 FAX22-7311 Eメール
info@narita-bungei-skytown.jp）
へ。後日、指定された日に作品を搬入

※くわしくは同センター（☎20-1133、
月曜日は休館）へ。

使える物を有効活用

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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オリジナル羽子板をつくろう
自分だけの作品を

日時＝1月9日㈯ 午前9時45分〜午後0
時30分
会場＝子ども館
内容＝羽子板に好きな絵を描いて、羽根

突きをして遊ぶ
対象＝小学生
定員＝16人（先着順）
参加費＝400円（材料費）
※申し込みは12月12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。

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24日㈰…三里塚消防署（☎35-

1007）
②2月21日㈰…赤坂消防署公津分署（☎

29-6627）
時間＝午前9時〜11時
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10人（先着順）
参加費＝無料
※②は1月1日（金・祝）から申し込みを

受け付けます。申し込みは開催日の1
週間前までに直接または電話で各申込
先へ。

書き初め教室
文字のバランスに注意して

　書き初め教室に参加して冬休みの宿題
に役立てませんか。
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25日㈮・26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10人（先着順）
申込方法＝12月5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26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14日㈪までに電話また

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

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

成田国際福祉専門学校開放講座
初級簿記の資格取得のために

日時＝1月16日・23日・30日、2月6日・
13日・20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＝20人（市内在住・在勤・在学の人

を優先に抽選）
参加費＝1,000円（教材費。保険料は別

途）
申込方法＝12月15日㈫（当日消印有効）

までに往復はがきに住所・氏名（ふり
がな）・年齢・電話番号を書いて生涯
学習課（〒286-8585 花崎町760）へ

※返信用の宛名も記載してください。く
わしくは同課（☎20-1583）へ。

里親制度説明会
気になる人は参加して

　多くの人に里親制度を知ってもらうた
めの説明会です。里親になりたい人、里
親について知りたい人は気軽に参加して
ください。
日時＝1月23日㈯ 午後2時〜4時
会場＝千葉市文化センター
定員＝50人（先着順）
※申し込みは子ども家庭サポートセンター

ちば・オレンジの会（☎0470-28-42 
88）へ。

なりたカルチャークラブ
新しいことに挑戦しよう

会場＝国際文化会館
はじめての中国語会話
日時＝2月2日㈫・9日㈫・16日㈫（全3

回） 午後3時30分〜5時
定員＝15人（先着順）
参加費＝3,000円（教材費など）
やすらぎのオカリナ
日時＝2月4日㈭・11日（木・祝）・18日

㈭・25日㈭、3月4日㈭・11日㈭（全
6回） 午後2時〜3時30分
定員＝6人（先着順）
参加費＝6,300円（教材費など）
親子お菓子作り教室
日時＝2月21日㈰ 午後1時〜4時
対象＝小学3年生以上の子どもと保護者
定員＝4組（2人1組。先着順）
参加費（1組当たり）＝2,500円（材料費な

ど）
ラテ・アートに挑戦！
日時＝2月22日㈪ 午前10時〜正午
定員＝8人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費など）
プロに学ぶコーヒーの味わい方
日時＝2月22日㈪ 午後1時〜3時
定員＝8人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費など）
桜のハーバリウムを作ろう
日時＝3月17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。

募　集募　集

正しい方法を身に付ける


