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＊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。

広報なりた 2021.1.1 16

2c2c

催 

し 

物

お
知
ら
せ

募
　
集

寄席さんりづか亭
笑いがいっぱいの落語を

日時＝1月10日㈰ 午後1時30分〜3時
30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
出演＝百
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さん、河

か わ ち
内家

や
るぱんさ

ん
定員＝30人（先着順）
入場料（全席自由）＝500円（高校生以下

は無料）
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日は休館）へ。

リサイクル製品の販売
申し込みが必要です

日時＝1月14日㈭〜17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＝1月19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19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。

暮らしを彩る器づくり
陶芸で皿や茶わんなどを

日時＝2月10日㈬・17日㈬、3月10日
㈬・17日㈬（全4回） 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＝18歳以上の人
定員＝8人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費）
持ち物＝エプロン、汚れてもよい服装
※申し込みは1月31日㈰までに同セン
ター（☎40-4880、1月11日を除く月
曜日、1月12日㈫は休館）へ。

ナイトヨガ入門教室
女性のための

日時＝2月3日㈬・10日㈬・17日㈬・24
日㈬（全4回） 午後7時〜8時30分
会場＝中央公民館
内容＝ヨガの基礎や呼吸法を学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の18歳以

上の女性
定員＝18人（応募者多数は抽選）
持ち物＝運動のできる服装、タオル、ヨ

ガマットまたはバスタオル、飲み物
申込方法＝1月18日㈪までに電話または

Eメールで住所・氏名（ふりがな）・年
齢・電話番号・教室名を中央公民館（☎
27-5911 Eメールkominkan@city.
narita.chiba.jp）へ

※参加費は無料です。くわしくは同館（第
1月曜日・祝日、1月12日㈫は休館）へ。

お知らせお知らせ

ユネスコ世界寺子屋運動
学びの場づくりに協力を

　書き損じはがきなどの投
とう

函
かん

されていな
いはがきを回収しています。
期間＝2月26日㈮まで
回収場所＝生涯学習課（市役所5階）、下

総・大栄支所、保健福祉館、各公民館、
市立図書館、三里塚コミュニティセン
ター、もりんぴあこうづ、赤坂ふれあ
いセンター、文化芸術センター、市内
の小中義務教育学校など

※くわしくは成田ユネスコ協会事務局
（生涯学習課・☎20-1583）へ。

催し物催し物

わくわく感謝デー
おいしい食材を探しに

日時＝1月23日㈯ 午前8時〜11時
会場＝成田市場
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（☎24-

1224）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＝1日（金・祝）〜4日㈪
（年始休館）・12日㈫・18日㈪・25日㈪・
29日㈮（館内整理日）

※ 11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）。

令和2年11月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 54.3 64.5
長沼 56.7 66.8
北羽鳥 57.2 68.0
北羽鳥
北部 56.2 65.6

新川 55.4 65.6
猿山 45.5 57.3
滑川 ― ―
西大須賀 53.6 66.4
四谷 54.2 65.1
高倉 55.8 70.2
内宿 48.6 60.9
磯部 57.2 68.0
水掛 55.2 65.3
幡谷 54.7 65.0
成毛 54.9 65.2
荒海 61.0 72.4
飯岡 59.0 69.7
大生 59.7 70.4
土室（県） 58.3 73.7
土室（NAA） 50.1 62.8
荒海橋本 61.2 72.7

測定局 � Lden WECPNL
大室 51.8 64.7
大室（NAA） 51.0 64.8
野毛平
工業団地 59.5 69.8

東和泉 57.9 68.1
芦田 62.0 74.3
赤荻 59.6 69.8
野毛平 60.4 71.7
下金山 52.1 63.6
押畑 50.9 60.7
新田（NAA） 50.9 63.6
新田 52.1 65.6
堀之内 56.8 67.9
馬場 54.9 65.9
遠山小 58.0 69.8
本三里塚 59.3 73.0
三里塚小 59.9 72.4
御料牧場
記念館 56.8 69.1

本城 56.6 68.8
南三里塚 56.9 69.8

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

※�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。

映画会
会場＝市立図書館本館
◦1月24日㈰＝「長屋紳士録」
　1947年・日本
◦1月30日㈯＝「奥様は魔女」
　1942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。
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健康のためのバレエストレッチ教室
初歩から一緒に

日時＝2月5日・12日・19日・26日、3
月5日・12日の金曜日（全6回） 午後7
時〜8時30分
会場＝玉造公民館
内容＝バレエの動きを基本としたスト

レッチを行う
対象＝市内在住・在勤・在学の18歳以

上の女性
定員＝15人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、厚手の靴下、

タオル、飲み物
申込方法＝1月19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
玉造公民館（〒286-0011 玉造7-21 
Eメールkominkan@city.narita.chi 
ba.jp）へ

※くわしくは同館（☎26-3644、月曜日・
祝日、1月12日㈫は休館）へ。

うなバレー市民交流大会
柔らかいボールを使って

　うなバレーはミニバレーをアレンジし
た競技で、うなりくんが描かれたビニー
ルボールを使います。
日時＝2月27日㈯ 午前9時〜午後1時
会場＝大栄B&G海洋センター
チーム編成＝5〜8人（男女混合）
対象＝市内在住の人
参加費（1人当たり）＝100円（保険料）
※1人でも参加できます。申し込みは2
月5日㈮までに市スポーツ推進委員連
絡協議会事務局（スポーツ振興課・☎
20-1584）へ。

中郷プレーパーク
思い切り自由に遊ぼう

日時＝1月16日㈯ 午前10時〜正午、午
後1時〜3時30分（入退場自由）
会場＝中郷ふるさと交流館（雨天時は体

育館）
内容＝こまを使った昔の遊び、火おこし

や泥遊びなどの自然体験
定員と参加費＝各200人（雨天の場合は

各80人。先着順）・無料
持ち物＝着替え、タオル、飲み物
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは中郷ふるさと交流館（☎33- 
4075、1月11日を除く月曜日、1月
12日㈫は休館）へ。

くだもので科学あそび
ミカンやバナナを使って学ぼう

日時＝1月23日㈯ 午前10時〜11時30分
会場＝子ども館
内容＝果物を使った実験、ミカンの皮を

使ってゾウやカメを作る
対象と定員＝小学生・16人（先着順）
参加費＝200円（材料費）
持ち物＝ミカン1個、バナナ1本
※申し込みは1月10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。

Zoom会議活用オンラインセミナー
自宅で参加できます

　ビデオ通話サービス「Zoom」を使って、
Zoomでの会議の進め方や、コロナ禍で
の市民協働のあり方について学びません
か。インターネット環境が必要になりま
すので注意してください。
日時＝1月30日㈯ 午後2時〜4時30分
講師＝影山貴大さん（J-doc company

代表社員）
定員と参加費＝80人（市内在住・在勤の

人を優先に先着順）・無料
申込方法＝1月24日㈰までにEメールで

住所、氏名、電話番号、在勤の人は勤
務先の名称・所在地を市民協働課（E
メールkyodo＠city.narita.chiba.jp）へ
※くわしくは同課（☎20-1507）へ。

募　集募　集

　感染症を予防するためには、せきやくしゃみを通し
て感染する飛

ひ
沫
まつ

感染だけでなく、ウイルスが付いた手
で目・鼻・口などの粘膜に触れることで感染する接触
感染にも注意が必要です。
　人は無意識のうちに、1時間に平均で23回も手で顔
を触っているといわれています。そのうち目・鼻・口
などの粘膜に触れる割合は約44パーセント。マスク
をしているから大丈夫と油断せず、小まめな手洗いを
心掛けましょう。
　せっけんで10秒間もみ洗いをした後、流水で15秒
間すすぐことを2回繰り返すと、ウイルスの数は手を
洗う前の約100万分の1になるといわれています。

手洗いのタイミング
◦外出先から帰ったとき
◦せき・くしゃみを手で押さえたときや鼻をかんだと

き
◦調理や食事の前後
◦看護や介護の前後
◦電車のつり革、買い物時の釣り銭、遊具など多くの

人が使う物を触ったとき

※くわしくは健康増進課（☎27-1111）へ。

新型コロナウイルス感染症対策 十分な手洗いを

参考：厚生労働省ホームページ


