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＊新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止または変更になる場合があります。くわしくは各問い合わせ先へ
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外国語入門講座
レベルに合わせて

　講座を受講するには、成田市国際交流
協会の入会金1,000円（学生は500円）が
必要です。
会場＝①②③もりんぴあこうづ（③は4月
27日のみ）④⑤男女共同参画センター
①中国語入門講座
日時＝4月12日・19日、5月10日・17

日、6月7日・21日、7月5日・19日、
8月9日・16日、9月6日・20日の月
曜日（全12回） 午前11時30分〜午後
0時30分
定員＝12人（先着順）
参加費＝7,430円（教材費など）
②韓国語入門講座
日時＝4月23日、5月14日・28日、6月

11日・25日、7月9日・16日、8月6日・
20日、9月3日の金曜日（全10回） 午
前11時30分〜午後0時30分
定員＝12人（先着順）
参加費＝8,520円（教材費など）
③Zoom英会話入門講座
日時＝4月27日、5月11日・18日・25

日、6月1日・8日・15日、7月6日・
13日・20日、8月3日・17日・24日、
9月7日・14日の火曜日（全15回） 午前
11時30分〜午後0時30分
定員＝12人（先着順）
参加費＝11,000円（教材費など）
④初級英会話講座
日時＝4月27日、5月11日・25日、6月

8日・22日、7月13日・27日、8月
10日・24日、9月14日の火曜日（全
10回） 午後6時30分〜8時
定員＝30人（先着順）
参加費＝12,420円（教材費など）
⑤中級英会話講座
日時＝4月15日、5月6日・20日、6月3

日・17日、7月1日・15日、8月5日・
19日、9月2日の木曜日（全10回） 午
後6時30分〜8時
定員＝15人（先着順）
参加費＝12,420円（教材費など）
※③以外もWeb会議サービス「Zoom」

を使って開催する場合があります。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。申し込みは成田
市国際交流協会（☎23-3231）へ。

国税専門官
令和3年度採用試験

　人事院では国税専門官を募集します。
第1次試験日は6月6日㈰です。
申込方法＝3月26日㈮〜4月7日㈬に人

事院ホームページ（http://www.jinj 
i-shiken.go.jp/juken.html）から申し
込む

※くわしくは東京国税局（☎03-3542-
2111）へ。

こいのぼりぬり絵コンテスト
優秀作品には賞状と記念品が

　募集した作品は4月27日㈫〜5月23
日㈰に展示されます。会場を元気なこい
のぼりでいっぱいにしませんか。
会場＝もりんぴあこうづ
申込方法＝4月24日㈯までに同館で配

布している、こいのぼりの塗り絵を完
成させて窓口に提出

※くわしくは同館（☎27-5252、第4月
曜日は休館）へ。

催し物催し物

女子サッカーフェスティバル
熱い声援を送ろう

　市内のジュニア・ユースチームと近隣
の強豪チームなどが対戦します。
日時＝4月3日㈯ 午前9時から
会場＝中台運動公園球技場
入場料＝無料
※観戦を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市サッカー協会・濱田さん
（☎090-8599-6918）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㈪・8日㈪・15

日㈪ ・22日㈪・29日㈪・31日㈬（館内
整理日）

※ 20日（土・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
会場＝市立図書館本館
◦ 3月14日㈰＝「十六文からす堂 千人悲

願」
　1951年・日本
◦3月24日㈬＝「自転車泥棒」
　1948年・イタリア・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。

令和3年1月分
測定局 � Lden WECPNL
竜台 52.5 62.9
長沼 56.3 66.7
北羽鳥 55.9 66.9
北羽鳥
北部 55.8 65.4

新川 54.8 65.0
猿山 44.9 56.9
滑川 ― ―
西大須賀 51.3 63.8
四谷 53.2 64.2
高倉 52.9 67.5
内宿 47.5 59.9
磯部 56.7 67.7
水掛 54.8 65.2
幡谷 54.2 64.8
成毛 54.7 65.1
荒海 59.8 71.0
飯岡 58.5 69.4
大生 59.2 70.2
土室（県） 54.7 70.6
土室（NAA） 49.1 61.9
荒海橋本 60.3 71.7

測定局 � Lden WECPNL
大室 50.8 63.7
大室（NAA） 49.4 63.4
野毛平
工業団地 59.2 69.8

東和泉 57.6 68.1
芦田 61.1 73.5
赤荻 59.3 69.8
野毛平 60.0 71.5
下金山 52.0 64.1
押畑 50.8 61.1
新田（NAA） 51.3 63.8
新田 52.9 65.9
堀之内 56.4 67.4
馬場 55.1 66.4
遠山小 57.7 69.7
本三里塚 58.4 72.1
三里塚小 58.1 70.6
御料牧場
記念館 56.3 68.4

本城 56.3 68.5
南三里塚 55.7 68.8

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。

期日＝3月6日㈯・7日㈰・13日㈯・
14日㈰・20日（土・祝）・21日㈰・
27日㈯・28日㈰
区間と時間
◦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（☎

22-2102）へ。

表参道の交通規制
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健康づくり講演会
オンラインでヨガ

　Web会議サービス「Zoom」を使った
講演会です。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＝3月27日㈯ 午後2時〜3時30分
テーマ＝ツボを押して体を整える！経絡

ヨガ〜正しいツボの位置を学んで、ヨ
ガをより効果的に
講師＝高村マサさん（鍼

しんきゅう
灸師）

定員＝100人（市内在住・在勤の人を優
先に先着順）
参加費＝無料
持ち物＝ヨガマット、バスタオル、飲み

物
申込方法＝3月19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・所在地を健康増進課（E
メールkenko@city.narita.chiba.jp）へ
※くわしくは同課（☎27-1111）へ。

生涯大学院
60歳からの新しい出会い

　生涯大学院では、高齢者の生きがいづ
くりのための学習と活動の場を提供して
います。
　幅広い分野を学んで、地域社会の中で
生かしてみませんか。
会場＝生涯大学校（囲護台）ほか
学習内容
◦教養講座（年20回程度・午前10時〜正

午）…成田の歴史、健康・軽スポーツ、
俳句、介護保険制度など
◦専門講座（年15回程度・午後1時30分

〜3時30分）…書道・陶芸・園芸・油
絵・体操・音楽から1つを選択
そのほかの活動＝学園祭、グラウンド・

ゴルフ、広報誌の編集など
対象＝市に住民記録がある60歳以上（4

月1日時点）で、3年間通学できる人
定員＝100人（応募者多数は抽選）
授業料＝無料（教材費・保険料などは実

費）
申込方法＝3月12日㈮（必着）までに、は

がきに住所・氏名（ふりがな）・生年月
日・性別・電話番号を書いて生涯学習
課「生涯大」係（〒286-8585 花崎町7 
60）へ

※くわしくは同課（☎20-1583）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
ますので、活用してみませんか。
日時＝3月11日㈭〜14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＝3月16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16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。

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

保育園などで働きませんか
勤務期間＝4月1日〜3月31日
応募期限＝3月8日㈪（当日消印有効）
応募方法・問い合わせ先＝封筒に職種を書き、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）・☎

20-1607・後日、面接日を通知します

職種（募集人員）
勤務場所 応募資格 業務内容 勤務条件

保育士
（20人程度）
市立保育園

保育士の資格を持つ人（学生不可。た
だし、令和3年3月末日までに卒業見
込みの場合は応募可）

乳幼児の保
育など

◦勤務日時*¹＝月〜金曜日と月1回の土曜日（祝日を除く） 午前8時30分〜
午後5時のシフト制（時間外勤務あり）

◦時給*²＝1,270円〜1,320円（社会・雇用保険加入、期末手当あり）

看護師
（2人程度）
市立保育園

看護師の資格を持つ人（学生不可。た
だし、令和3年3月末日までに卒業見
込みの場合は応募可）

園児の健康
管理、乳児
保育の補助

◦勤務日時*¹＝月〜金曜日と月1回の土曜日（祝日を除く） 午前8時30分〜
午後5時（時間外勤務あり）

◦時給*²＝1,400円〜1,440円（社会・雇用保険加入、期末手当あり）

養護補助員
（3人）
大栄幼稚園

幼稚園教諭免許、保育士・介護福祉
士の資格のいずれかを持つ人（学生
不可。ただし、令和3年3月末日まで
に卒業見込みの場合は応募可）

日常的に支
援を必要と
する園児の
介助

◦勤務日時＝月〜金曜日（祝日を除く。幼稚園の長期休業期間は週1日程
度） 午前8時30分〜午後3時30分のうち5時間（時間外勤務あり）

◦時給*²＝1,170円〜1,220円（期末手当あり）

＊1 勤務日数は応相談
＊2 令和3年3月1日時点での予定額。金額は職務経験年数に応じて決定


