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遠山スポーツ広場
リニューアルオープン

　遠山スポーツ広場（本城）が4月3日㈯
にリニューアルオープンします。
　砂入り人工芝テニスコートやバスケッ
トボールのハーフコート、テニス練習板
などが整備され、さらに利用しやすくな
りました。
※くわしくは午後1時〜5時に遠山地区

体育協会（☎090-2629-8172）へ。

大須賀・前林運動施設
新しく開設されました

　閉校となった大須賀小学校と前林小学
校の運動場・体育館が地区運動施設とし
て開設されました。
　日頃のスポーツ活動や健康増進などに
役立ててください。
※くわしくは大須賀運動施設（☎73-22 

55）、前林運動施設（☎73-3344）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＝4月24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。

栗山公園のミニSL
汽笛を鳴らして出発進行

　市役所前の栗山公園でミニSLが次の
日程で運行されます。蒸気機関車D51
の見学会も行われますので、家族や友人
と一緒に楽しみませんか。
9月までの運行日＝4月25日、5月23日、

6月27日、7月25日、8月22日、9月
26日の日曜日（雨天中止）
運行時間＝午前10時〜正午、午後1時〜

3時（7・8月は午前9時〜正午）
乗車料＝無料
※公園には駐車場がないため、来場すると

きは公共交通機関を利用してください。
くわしくは公園緑地課（☎20-1562）へ。

日暮えむ展〜ひぐらし日記より
普通の人たちの普通の生活

　市内在住の漫画家日
ひぐ

暮
らし

えむさんとイラ
ストレーター D

ド ン タ
ountaさんによる、昭和

から令和にまたがる成田の生活をデジタ
ルで描いた漫画原稿の展示を行います。
入場料＝無料
展示会
日時＝4月17日㈯〜5月23日㈰ 午前10

時〜午後5時
会場＝スカイタウンギャラリー
アーティストトーク
日時＝4月24日㈯ 午後2時から
会場＝スカイタウンギャラリー
講師＝日暮えむさん、Dountaさん
定員＝15人（先着順）
ワークショップ
日時＝5月1日㈯ 午後2時から
会場＝スカイタウンホール
内容＝身近なテーマで4コマ漫画を描く
講師＝日暮えむさん、Dountaさん
対象と定員＝小学生以上（小学3年生以

下は保護者同伴）・15人（先着順）
持ち物＝鉛筆、色鉛筆
ライブペインティング
日時＝5月2日㈰〜4日（火・祝） 午後2時

〜2時30分
会場＝スカイタウンギャラリー
内容＝漫画の背景の色付けを実演
講師＝Dountaさん
※アーティストトークとワークショップ

の申し込みは文化芸術センター（☎20-
1133）、展示会とライブペインティ
ングの鑑賞を希望する人は当日直接会
場へ。くわしくは同センターへ。

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）
※ 29日（木・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3年2月分

測定局 �Lden

竜台 51.3

北羽鳥 54.6

北羽鳥北部 54.4

長沼 54.8

押畑 49.5

下金山 50.2

馬場 53.2

遠山小 55.6

本三里塚 56.1

三里塚小 56.8

御料牧場
記念館 53.9

三里塚
グラウンド 60.8

本城 55.2

南三里塚 56.0

測定局 �Lden

磯部 55.3

水掛 53.1

荒海 59.3

荒海橋本 60.1

飯岡 57.0

久住小 54.1

芦田（NAA）54.7

芦田 60.0

大生 57.7

赤荻 57.7

西和泉 61.9

東和泉 56.1

野毛平 58.2

野毛平
工業団地 57.7

堀之内 54.8

測定局 �Lden

猿山 42.7

滑川 ―

新川 53.6

西大須賀 51.9

四谷 52.5

高倉 54.0

幡谷 52.7

内宿 46.0

土室（県） 56.5

土室（NAA）47.5

成毛 52.9

大室 48.3

大室（NAA）48.3

新田（NAA）50.5

新田 51.4

色文字は、騒防法第一種区域（基準値：�
Lden62デシベル以上）に設置された測定局
を示します。

航空機騒音測定結果

※�航空機騒音評価指標のLden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
ルギーとして加算し、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。旧指標であるWECPNLの
速報値は、市ホームページ（https://www.
city.narita.chiba.jp/environment/page�
096100.html）に掲載しています。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
◦4月11日㈰＝「天と地と」
　1990年・日本
※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46人、入場は
無料です。くわしくは市立図書館（☎27-
2000）へ。

　33年間にわたり福祉施設などで
大正琴の慰問演奏を続け、社会福
祉の増進に貢献したとして、成田
市大正琴連盟が県社会奉仕賞を受
賞しました。

県社会奉仕賞受賞

成田市大正琴連盟と協力者の皆さん
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ノルディック・ウォーク体験
新緑に包まれて

日時＝5月14日㈮・21日㈮・28日㈮（全
3回） 午前9時30分〜11時30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝専用のポールを使って足腰への負

担が少ない歩行運動を行う
対象と定員＝18歳以上の人・10人（先着順）
参加費＝1,000円（保険料など。ポール

の貸し出しは1回当たり200円）
持ち物＝動きやすい服装、歩きやすい靴、

タオル、飲み物、ポール（貸し出しあり）
※申し込みは4月4日㈰から三里塚コミュ

ニティセンター（☎40-4880、月曜日
は休館）へ。

伝統文化親子体験教室
楽しく学ぼう

日本舞踊教室
日時＝4月25日、5月23日、6月6日、7

月4日、8月1日、9月19日、10月17日、
11月14日の日曜日（全8回） 午後1時
30分〜2時30分
会場＝中央公民館
対象＝5歳〜高校生
定員と参加費＝15人（先着順）・無料
申込先＝椿さん（☎28-2058）
着物着付け教室
日時＝5月15日・29日、6月5日・19日・

26日、7月3日・10日の土曜日（全7回） 
午前10時〜正午
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝小学生〜中学生
定員と参加費＝12人（先着順）・無料
申込先＝坂井さん（☎22-6445）
茶道教室
日時＝5月16日、7月18日、8月8日・29

日、9月19日、11月21日、12月19日、
1月16日の日曜日（全8回） 午前9時30
分〜正午
会場＝中央公民館
対象と定員＝5歳〜中学生・20人（先着順）
参加費＝各500円（茶菓子代）
申込先＝瀧澤さん（☎26-0216）
※くわしくは各申込先へ。

シニア教養講座
新しい趣味が見つかるかも

教室名と日時・定員（応募者多数は抽選）
◦色えんぴつ画…5〜3月の第1・3火曜

日（全15回） 午前9時30分〜11時30
分・20人

◦書道…5〜3月の第2・4火曜日（全18
回） 午後1時30分〜3時30分・若干名

◦茶道（立礼）…5〜3月の第2・4木曜日
（全16回） 午後1時〜5時・若干名

◦短歌…5〜3月の第3金曜日（全10回）
午後1時30分〜3時30分・20人

◦ゆる体操…5〜12月の第2・4木曜日（全
14回） 午前10時〜11時30分・30人

◦尿ケア体操…6〜9月の第2・4月曜日（全
7回） 午後1時30分〜2時30分・40人
会場＝赤坂ふれあいセンター
対象＝市内在住の60歳以上の初心者
参加費＝無料（教材費は実費）
申込方法＝4月15日㈭（必着）までに往

復はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号・教室名を書いて赤坂ふれあいセン
ター（〒286-0017 赤坂2-1-14 ボン
ベルタ成田アネックス館B棟2階）へ

※返信用の宛名も記入してください。く
わしくは同センター（☎26-0236）へ。

図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

参加費＝無料
土曜日のおはなしかい
日時＝毎週土曜日 午前11時〜11時30

分
会場＝市立図書館本館
内容＝絵本の読み聞かせ（第3土曜日は

昔話などの語り）
対象＝4歳〜小学生（第3土曜日は5歳〜

小学生）
定員＝6人（先着順）
杜のおはなしかい
日時＝第2・4火曜日 午後3時〜3時30分
集合場所＝市立図書館公津の杜分館
対象＝1人で聞ける子ども〜小学生
定員＝12人（先着順）
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは、土曜日のおはなしかいは
市立図書館（☎27-2000）、杜のおは
なしかいは市立図書館公津の杜分館

（☎27-7100）へ。

千葉ロッテマリーンズ公式戦
開幕記念試合に招待します

　プロ野球の千葉ロッテマリーンズの公
式戦に無料で招待（内野指定席）します。
日時＝4月20日㈫〜22日㈭ 午後6時か

ら
会場＝ZOZOマリンスタジアム（千葉市）
対戦相手＝北海道日本ハムファイターズ
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝各250組500人（抽選）
申込方法＝4月1日㈭午前10時〜6日㈫

午後10時に希望日（1試合のみ応募可）
を選んで申し込み専用ホームページ（ht 
tp://www.cnplayguide.com/mar 
ines/narita）または右
の二次元バーコードか
ら申し込む。当選結果
は4月中旬にEメールで
通知します

※くわしくはマリーンズインフォメーショ
ンセンター（☎03-5682-6341）へ。

お知らせお知らせ

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。

伝 板言
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 「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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危険物取扱者試験
受験者のための講習会も

危険物取扱者試験
期日＝6月13日㈰
会場＝敬愛大学稲毛キャンパス（千葉市）
受験料＝甲種6,600円、乙種4,600円、

丙種3,700円
申込方法＝4月5日㈪〜15日㈭（当日消

印有効）の月〜金曜日に、各消防署に
ある願書を直接または郵送で消防試験
研究センター千葉県支部（〒260-084 
3 千葉市中央区末広2-14-1）へ。4月
2日㈮〜12日㈪は同センターホーム
ページ（https://www.shoubo-shik 
en.or.jp）からも申し込めます
受験者講習会
日時＝5月15日㈯ 午前9時30分〜午後

4時45分
会場＝県教育会館（千葉市）
受講料＝3,700円（テキスト代は実費）
申込方法＝4月19日㈪〜23日㈮に予防

課（市役所地下1階）にある申込書を受
講料と共に同課へ

※くわしくは、試験については消防試験
研究センター千葉県支部（☎043-268-
0381）、講習会については予防課（☎
20-1591）へ。

春季バドミントン大会
力を合わせて挑む

日時＝5月2日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
競技方法＝男女別ダブルス
対象＝中学生以上
定員＝150組（先着順）
参加費（1組当たり）＝2,000円（シャト

ル代など）
申込方法＝4月23日㈮までにEメールで

住所・ペアの氏名（ふりがな）・電話番
号・所属チーム名・参加ランク（分か
る人のみ）を市バドミントン協会事務
局・藤野さん（Eメールnrt-badkyo@
cpost.plala.or.jp）へ

※くわしくは市スポーツ協会事務局（☎
33-3811）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＝5月7日㈮・13日㈭・18日㈫・26
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
※申し込みは文化国際課（☎20-1534）へ。

華道体験教室
母の日に思いを込めた生け花を

日時＝5月1日㈯ 午前10時〜11時30分
会場＝もりんぴあこうづ
対象と定員＝小学生以上・12人（先着順）
参加費＝500円（材料費・保険料など）
持ち物＝切り花用はさみ、レジャーシー

ト、雑巾
※申し込みは同館（☎27-5252、第4月

曜日は休館）へ。

ボウリング初心者教室
ストライクを狙って

日時＝5月10日・17日・24日・31日、
6月7日・14日の月曜日（全6回） 午後
2時〜3時30分
会場＝ラクゾー成田店（ボンベルタ成田

5階）
内容＝インストラクターのレッスンと1

ゲーム投球
定員＝10人（先着順）
参加費（1回当たり）＝700円（ゲーム代。

貸靴代は別途）
持ち物＝運動のできる服装、靴下、タオル
※申し込みは5月6日㈭までに市ボウリ

ング協会事務局・間嶋さん、齊藤さん
（ラクゾー成田店・☎33-6752）へ。

　市スポーツ協会では、スポーツ教室の参加者を募集します。申し込みは各会場で随時受け付けます。教室に参加する
には、参加費（保険料など）が必要です。くわしくは市スポーツ協会事務局（☎33-3811）へ。

スポーツ教室に参加しませんか

種目 開催日 時間 場所 対象

剣道 火・金・日曜日 午後6時〜8時30分

市体育館剣道場

市内在住の小学生以上
日曜日 午前9時〜正午 小学生

なぎなた 日曜日 午後1時〜3時 小学生以上
居合道 土曜日 午後6時〜9時 成人

空手道 水曜日（第2水曜日を除く） 午後7時〜9時 小学生以上日曜日 午後3時〜5時
空道 土曜日 午後2時30分〜4時30分

市体育館柔道場

小学生以上
柔道 火・土曜日 午後5時30分〜8時 小中学生

合気道
第1・3・5水曜日

金曜日
午後6時30分〜8時30分

（小学生は午後7時30分まで） 市内在住・在勤・在学の小学4年生
以上日曜日 午後2時〜4時

（小学生は午後3時まで）

弓道 火・木曜日 午後5時〜9時 市体育館弓道場 市内在住・在勤・在学の高校生以上
（未経験者の受け付けは4月末まで）水・土曜日 午前9時〜正午

相撲 日曜日 午前9時〜正午 市相撲場 小中学生
ラグビー 日曜日 午前9時〜11時30分 加良部小学校 3歳〜高校生

卓球
水・土曜日 午後6時〜9時 新山小学校 市内在住・在学の中学2年生以上

日曜日 午後2時〜5時 市内在住・在学の中学生以上
土曜日 午後4時〜6時 吾妻小学校 市内在住・在学の小学生以上

ハンドボール 日曜日 午前9時〜正午 橋賀台小学校 どなたでも
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子育て支援員研修
保育の仕事に携わる

　保育施設などで働くことを目指す人を
対象に研修を開催します。
　修了者には全国の保育施設などで子育
て支援員として働くことができる修了証
書を交付します。
　保育や子育て支援に生かすための知識
や技術を学びませんか。
科目と期日
◦基本研修…5月10日㈪・17日㈪・24

日㈪（全3回）
◦共通科目…5月29日㈯・31日㈪、6

月5日㈯・7日㈪・12日㈯、7月26日
㈪（全6回。このほかに1日間の心肺蘇
生法講習あり）

◦選択科目…①②のいずれかを選択（両
方も可）

①保育従事者…6月28日㈪、7月5日㈪
（このほかに2日間の保育実習あり）

②ファミリー・サポート・センター協力
会員…6月14日㈪・21日㈪
時間＝午前9時20分〜午後1時10分
会場＝成田国際福祉専門学校（郷部）、市

内保育園
内容＝乳幼児の食事と栄養、子どもの発

達などを講義や実習を通して学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の20歳以

上で、基本研修・共通科目・選択した
科目の全日程に参加できる人
定員＝15人（応募者多数は抽選。団体で

申し込む場合は1事業者当たり5人ま
で）
参加費＝3,000円（テキスト代など）
申込方法＝4月19日㈪までに子育て支

援課（市役所2階）または市ホームペー
ジ（https://www.city.narita.chiba.
jp/kosodate/page139100.html）
にある申込用紙に必要事項を書いて同
課へ

※くわしくは同課（☎20-1538）へ。

リサイクル製品の販売
掘り出し物が見つかるかも

　自転車や家具類などのリサイクル製品
を販売します。故障したり破損したりし
た箇所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＝4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＝4月20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。

ロードバイク技術講習会
競技用自転車を乗りこなそう

　レベル別に分かれてインストラクター
による指導を受け、試合形式の練習を行
います。
　競技用自転車の走行技術を学んでみま
せんか。
日時＝毎週土・日曜日 午前6時から
会場＝印旛沼・神崎町周辺
対象＝市内在住・在勤・在学の高校生以

上
定員＝10人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝ロードバイクまたはブレーキが

装着されているピストレーサー
申込方法＝参加を希望する日の直前の金

曜日までに、Eメールで住所・氏名・
年齢・電話番号・経験の有無・学校名
またはクラブ名を市自転車競技連盟事
務局・野口さん（Eメールnogu.tomo 
9258@gmail.com）へ

※くわしくは同事務局・野口さん（☎08 
0-5524-2670）へ。

田んぼと畑の耕育教室
子どもと一緒に楽しく農業体験

　1年を通じて田植え、稲刈り、野菜の
栽培、そば打ち、餅つき、みそ作りなど
を体験します。
　初回は5月1日㈯・2日㈰・8日㈯・9
日㈰に田植えを行います。
時間＝午前10時〜午後3時
会場＝滑河駅近くの田んぼ・畑（小浮）
参加費＝1家族年間3万9,800円（種苗代・

お土産代・保険料など）。1回ごとの
参加は1組（大人1人、子ども1人）3,00 
0円（1人追加するごとに別途大人1,0 
00円、子ども500円）
申込方法＝4月17日㈯までに、みんな

の農村ネットワークホームページ（htt 
ps://www.minson.jp）から申し込む。
または住所、参加者全員の氏名・年齢、
電話番号を同ネットワーク（Eメール
info@minson.jp）へ

※くわしくは同ネットワーク事務局・片
岡さん（☎090-1461-3881）へ。

なりたぶらりtoウォーキングラリー
市内を回遊しよう

　カードに記載されているコースを歩き
ながらキーワードを集めるウォーキング
ラリーを開催しています。
　キーワードを完成させた人にはコース
毎に参加賞をプレゼントします。
　全コースのキーワードを完成させた人
には抽選で景品のプレゼントがあります
ので、気軽に参加してみませんか。
期日＝5月31日㈪まで
コースとカード配布場所
◦参道コース…成田市観光案内所
◦ホテルコース…ANAクラウンプラザ

ホテルフロント
◦イオンモールコース…イオンモール成

田専門店街1階満福参道
※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 

84）または市ホームページ（https://
www.city.narita.chiba.jp/event/
page0518_00074.html）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。

募　集募　集


