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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。
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、そのほか市が所管する施
設、JR成田駅、京成成田・公津の杜駅、
各郵便局など

※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

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。
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＝@naritacity.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。

街路樹の害虫
見つけたら連絡を

　害虫による街路樹の被害を最小限に抑
えるためには、害虫を早期に発見するこ
とが必要です。街路樹の葉に害虫や異変
を発見した場合は、道路管理課（☎20-
1551）へ連絡してください。
※くわしくは同課へ。

催し物催し物

関東の山車人形と成田祇園祭展
成田山奥之院祭礼300年記念行事

　成田祇園祭の歴史紹介パネルや人形師
「原

はらしゅうげつ
舟月」の作品、関東各地の山車人形

約15体などを展示します。
日時＝6月5日㈯〜7月11日㈰ 午前10時

〜午後5時（6月20日㈰〜25日㈮に一
部の山車人形の展示替えを行います）

会場＝スカイタウンギャラリー
※入場料は無料です。鑑賞を希望する人

は当日直接会場へ。くわしくは観光プ
ロモーション課（☎20-1540）へ。

七夕インスタレーション
屋内で天の川を楽しもう

　きらめく星をイメージした七夕飾りを
ロビーの吹き抜けに飾ります。
日時＝6月12日㈯〜7月25日㈰ 午前9

時〜午後9時
会場＝もりんぴあこうづ
※くわしくは同館（☎27-5252、第4月

曜日は休館）へ。

教科書展示会
手に取って見てください

日時＝6月11日㈮〜24日㈭ 午前9時〜
午後5時

会場＝中央公民館
内容＝小中学校・特別支援学校・特別支

援学級用教科書見本の展示
※県内各地の県教科書センター・移動教

科書展示場でも展示しています。くわ
しくは県学習指導課（☎043-223-40 
59）へ。

七夕コンサートinもりんぴあ
天の川を思い浮かべて

　電子オルガンなどの楽器の演奏で七夕
ムードを演出します。
日時＝7月4日㈰ 午後2時から
会場＝もりんぴあこうづ
定員＝70人（先着順）
※入場料は無料です。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、第4月曜日は休館）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＝7日㈪・14日㈪・

21日㈪・28日㈪・30日㈬（館内整理日）

映画会
会場＝市立図書館本館
◦6月13日㈰＝「イミテーション・ゲーム」
　2014年・アメリカ・イギリス合作・吹替
◦6月26日㈯＝「ゼロ・グラビティ」
　2013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
料は無料です。くわしくは市立図書館（☎
27-2000）へ。

緑道は歩行者と自転車の専用道路です。
バイクの乗り入れは禁止されています。
絶対にやめましょう。

緑道はバイク禁止

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。

令和3年4月分

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。くわしく
は空港対策課（☎20-1521）へ。

測定局 �Lden

竜台 53.2

北羽鳥 56.0

北羽鳥北部 55.2

長沼 55.9

押畑 49.1

下金山 51.0

馬場 54.1

遠山小 56.6

本三里塚 58.1

三里塚小 59.1

御料牧場
記念館 55.1

三里塚
グラウンド 62.0

本城 55.9

南三里塚 58.2

測定局 �Lden

磯部 56.0

水掛 53.6

荒海 60.8

荒海橋本 61.6

飯岡 57.7

久住小 54.8

芦田（NAA）55.4

芦田 61.1

大生 58.4

赤荻 58.2

西和泉 63.4

東和泉 56.7

野毛平 58.7

野毛平
工業団地 57.9

堀之内 54.1

測定局 �Lden

猿山 44.7

滑川 51.1

新川 54.5

西大須賀 55.2

四谷 54.6

高倉 57.6

幡谷 53.3

内宿 48.2

土室（県） 60.5

土室（NAA）49.9

成毛 53.6

大室 50.9

大室（NAA）51.1

新田（NAA）48.6

新田 50.8
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歌舞伎講座・歌舞伎の音楽
鳴物の演奏を楽しむ

　歌舞伎囃
はやしかた

子方の田中傳
でんじろう

次郎さんが、音
で舞台を盛り上げる鳴物について実演を
交えて解説します。
日時＝6月26日㈯ 午後1時30分〜3時
会場＝スカイタウンホール
定員＝119人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは6月3日㈭から観光プロモー

ション課（☎20-1540）へ。全席指定と
なりますが席を選ぶことはできません。

0・1歳のおはなしかい
えほんとあそぼう

　図書館司書による絵本の紹介もありま
す。親子で参加して子どもにぴったりの
本を見つけてみませんか。
日時＝6月18日㈮ 午前11時〜11時30分
会場＝市立図書館本館
対象＝市内在住の0・1歳児と保護者
定員＝5組（初めての人を優先に先着順）
参加費＝無料
持ち物＝薄手のハンカチ
申込方法＝市立図書館（☎27-2000）ま

たは同館ホームページ（https://www.
library.city.narita.lg.jp）へ

※くわしくは同館へ。

バウンドテニス体験教室
室内で楽しもう

　室内の小さなコートで行うテニスです。
大人から子どもまで気軽に楽しめるの
で、参加してみませんか。
日時＝6月25日㈮、7月2日㈮ 午後6時

45分〜8時45分
会場＝市体育館
対象＝16歳以上の人
定員＝各20人（応募者多数は抽選）
参加費（1回当たり）＝100円（保険料）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、飲

み物、ラケット（貸し出しあり）
※申し込みは各開催日の3日前までに市

レクリエーション協会事務局（スポー
ツ振興課・☎20-1584）へ。

児童ホーム支援員
小学校の夏休み期間に

応募資格＝18歳以上で業務に意欲的に
取り組める人（高校生を除く）

募集人員＝100人程度
業務内容＝留守家庭児童（小学生）の育成

支援など
勤務期間＝7月21日〜8月31日（日曜日・

祝日を除く）
勤務時間＝午前7時30分〜午後7時のシ

フト制
勤務場所＝市内の児童ホーム
時給＝1,140円〜1,180円（金額は職務

経験年数に応じて決定）
応募方法＝6月18日㈮午後5時までに写

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）へ。後日、面接日を通知し
ます

※くわしくは同課（☎20-1607）へ。

お知らせお知らせ

下水道
正しい使用と点検を

　各家庭の排水管へ、野菜くず・残飯・
油・薬品類・水に溶けない紙などを流す
と、汚水管の変形や詰まりの原因となり
ます。
　修理には多額の費用がかかる場合があ
りますので、日頃から正しい使用と点検
をお願いします。
※くわしくは下水道課（☎20-1553）へ。

空き家バンク
物件を有効活用しませんか

　市では、空き家（戸建て）の所有者と利
用希望者をつなぐ空き家バンクを開設し
ています。
　空き家バンクは、物件情報を市に登録
することで空き家バンクホームページ（ 
https://www.akiya-navi.com/unari_ 
akiya_bank）などに公開され、利用希望
者を募ることができる制度です。契約手
続きは千葉県宅地建物取引業協会印旛支
部の会員が仲介します。
※くわしくは建築住宅課（☎20-1564）へ。

大栄B＆G海洋センター
プールがオープン

期間＝9月30日㈭まで
時間＝午前9時30分〜正午、午後1時30

分〜4時（金・土曜日は午後8時まで）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
料金＝小中学生50円、高校生以上110

円
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止

のため、施設の利用を制限しています。
くわしくは大栄B＆G海洋センター（☎ 
73-5110、月曜日・祝日の翌日は休館）
または市スポーツ・みどり振興財団ホー
ムページ（https://www.park-narita.
jp）へ。

野焼きの禁止
周辺環境への配慮を

　野外でのごみの焼却行為（野焼き）は、
不完全燃焼により一酸化炭素やダイオキ
シン類などの有害物質を発生させる恐れ
があります。
　また、灰で洗濯物が汚れる、煙で窓が
開けられないなど、近隣住民の迷惑とな
ります。
　野焼きは一部を除き、法律で禁止され
ています。禁止の例外となる行為も、周
辺環境に著しい影響を与えていると判断
される場合は、行政指導の対象となりま
す。
※くわしくは環境対策課（☎20-1532）へ。

防犯パトロール物品の貸し出し
活動を支援します

　市では、地域の自主防犯活動への支援
として、防犯パトロールを実施している
団体へ必要な物品を貸し出しています。
貸し出しには申請が必要です。
　なお、車用青色回転灯の装着には千葉
県警察本部長の証明書と地方運輸局など
での手続きが必要です。
対象＝市内を区域として防犯パトロール

を月に1回以上行っている営利を目的
としない団体

貸出物品＝防犯ベスト・パトロール帽
子・腕章・青色合図灯・車用蛍光マグ
ネット・車用青色回転灯・青色回転灯
装着車用ドライブレコーダー

※くわしくは交通防犯課（☎20-2517）へ。

伝 板言

募　集募　集
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親子環境学習会
印旛沼の水循環や生態を知る

日時＝7月28日㈬ 午前9時〜午後4時
集合場所＝市役所1階ロビー
見学先＝佐倉草ぶえの丘、佐倉市観光船 
対象＝市内在住の小学生と保護者
定員＝12人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料（昼食は各自で用意）
申込方法＝6月15日㈫（必着）までに、

はがき・FAX・Eメールのいずれかで、
参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・
年齢・性別・電話番号を、なりた環境
ネットワーク事務局（〒286-8585 花
崎町760 FAX22-4449 Eメールka 
nkei@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同事務局（環境計画課・☎
20-1533）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＝6月17日㈭〜20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＝6月22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22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。

生涯学習推進協議会委員
皆さんの意見を

　皆さんの生涯学習に関する意見を施策
に取り入れるため、次の通り生涯学習推
進協議会委員を募集します。
応募資格＝市内在住で、10月1日時点で

20〜74歳の、生涯学習・生涯スポー
ツの振興に関する識見や関心のある人

（ほかの審議会などの委員に委嘱され
ている人・議員・市の常勤職員は除く）

募集人員＝2人（選考あり）
任期＝10月1日から2年間
応募期限＝6月15日㈫
※くわしくは生涯学習課（☎20-1583）へ。

施設保守員
十余三運動施設で働く

応募資格＝屋外で草刈りなどの作業がで
き、全ての時間帯に勤務できる人

募集人員＝4人
業務内容＝受け付け、施設管理など
勤務期間＝9月1日〜3月31日
勤務日時＝週3日程度（土・日曜日、祝

日を含む） 午前9時〜午後5時または
午後5時〜9時のシフト制（夜間は利用
予約があるときのみ）

勤務場所＝十余三運動施設
時給＝970円〜990円（金額は職務経験

年数に応じて決定。市規定に応じて期
末手当あり）

応募方法＝6月21日㈪（必着）までに写
真を貼った履歴書を直接または郵送で
スポーツ振興課（市役所4階 〒286-8 
585 花崎町760）へ。後日、面接日を
通知します

※くわしくは同課（☎20-1584）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＝7月5日㈪・13日㈫・21日㈬・29
日㈭、8月3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（中学

生以下は保護者同伴）
定員＝各1組（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは各開催日の前月の1日から

文化国際課（☎20-1534）へ。

ナイターシニアリーグ
サッカーで汗を流そう

日時＝7月14日・28日、8月11日・25日、
9月8日・22日、10月13日・27日の水
曜日 午後7時〜9時

会場＝中台運動公園球技場
内容＝男女混合8人制でリーグ戦を行う
対象
◦男性…令和4年3月31日時点で55歳

以上の人
◦女性…どなたでも
参加費（1回当たり）＝男性は500円（グ

ラウンド使用料）、女性は無料
※申し込みは各開催日の前日までに市

サッカー協会・濱田さん（☎090-859 
9-6918）へ。

中郷プレーパーク
思い切り自由に遊ぼう

　火おこし・泥遊びなどの自然体験や昔
の遊びを楽しみませんか。
日時＝6月26日㈯ 午前9時30分〜午後0

時30分、午後1時30分〜4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）

定員＝各200人（雨天時は各80人。先着順）
参加費＝無料
持ち物＝着替え、タオル、飲み物
※食べ物の持ち込みはできません。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（☎33-40 
75、月曜日は休館）へ。

親子のコミュニケーション講座
どならない子育て練習法

　子どもが言うことを聞いてくれない、
しつけをどうしたらいいか分からないな
ど、子育てで困っていませんか。
　この講座では、子どもを褒めるコミュ
ニケーション方法などを学びます。
日時＝7月13日㈫ 午前10時〜正午
会場＝男女共同参画センター
対象＝市内在住のおおむね2〜8歳の子

どもの保護者
定員と参加費＝20人（先着順）・無料
※乳幼児の託児を5人（先着順）まで受け

付けます。申し込みは7月9日㈮まで
に子育て支援課（☎20-1538）へ。まだまだ使える家具が並ぶ
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トライアスロン大会
成田キッズ

　スイム、バイク、ランで競うトライア
スロンに挑戦してみませんか。
日時＝7月22日（木・祝） 午前8時30分

から
会場＝中台運動公園内特設会場
競技種目
◦小学1・2年生…スイム20m・バイク

1km・ラン750m
◦小学3・4年生…スイム50m・バイク

2km・ラン750m
◦小学5・6年生…スイム100m・バイク

2km・ラン1.5km
◦中学生…スイム200m・ラン2km
◦高校生以上…スイム400m・ラン4km
定員＝小学生各30人・中学生20人・高

校生以上40人（先着順）
参加費＝小中学生3,000円、高校生以

上4,000円
申込方法＝6月25日㈮までにEメールで

住所・氏名・年齢・電話番号を成田キッ
ズトライアスロン大会事務局（Eメー
ルpi7m-ktu@asahi-net.or.jp）または
同大会ホームページ（https://www.
ne.jp/asahi/shake/hand）へ

トライアスロン教室
日時＝6月26日㈯ 午前10時〜正午
会場＝下総運動公園内特設コース
内容＝トライアスロン競技のバイクやラ

ンの基礎技術を学ぶ
対象＝初めて大会に参加する小学生
定員＝30人（先着順）
参加費＝500円（保険料）
申込方法＝6月19日㈯までに成田キッズ

トライアスロン大会ホームページ（ht 
tps://www.ne.jp/asahi/shake/ha 
nd）へ

※くわしくは成田トライアスリートクラ
ブ事務局・園川さん（☎090-1105-
9773）へ。

養護補助員・預かり保育従事者
大栄幼稚園で働きませんか

勤務期間＝7月1日〜3月31日
勤務場所＝大栄幼稚園
応募方法＝6月16日㈬（必着）までに写真

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）へ。後日、面接日を通知します

養護補助員
応募資格＝次のいずれかの資格または実

務経験がある人（学生不可）
◦幼稚園・小学校・中学校・高等学校教

諭免許、保育士・介護福祉士・実務者
研修・介護初任者研修の資格

◦障害児入所施設・児童発達支援セン
ター・特別支援学校などの障害児支
援・教育や児童支援員での実務経験

募集人員＝2人
業務内容＝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＝1,170円〜1,220円（金額は職務
経験年数に応じて決定。社会・雇用保
険加入、期末手当あり）

預かり保育従事者
応募資格＝幼稚園教諭免許または保育士

の資格を持つ人（学生不可）
募集人員＝1人
業務内容＝預かり保育中の園児の保育
勤務日時＝週3日（土・日曜日、祝日を除

く） 午前11時〜午後5時15分（幼稚園
の長期休業期間は午前9時からのシフ
ト制）

時給＝1,270円〜1,320円（金額は職務
経験年数に応じて決定）

※くわしくは保育課（☎20-1607）へ。

リサイクル教室
エコバッグを作ろう

日時＝6月22日㈫ 午後1時〜4時
会場＝リサイクルプラザ
内容＝壊れた傘を再利用してエコバッグ

を作る
定員と参加費＝10人（先着順）・無料
持ち物＝壊れた傘1本、裁縫道具
※申し込みは同館（☎36-1000）へ。

保育士・看護師
保育園で働きませんか

勤務期間＝7月1日〜3月31日
勤務日時＝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。短時
間勤務も可）

勤務場所＝市立保育園
応募方法＝6月16日㈬（必着）までに写真

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）へ。後日、面接日を通知します

保育士
応募資格＝保育士の資格を持つ人（学生

不可）
募集人員＝20人程度
業務内容＝乳幼児の保育
時給＝1,270円〜1,320円（金額は職務

経験年数に応じて決定。市規定に応じ
て期末手当あり）

看護師
応募資格＝看護師または准看護師の資格

を持つ人
募集人員＝3人程度
業務内容＝園児の健康管理、乳幼児保育

の補助
時給＝1,400円〜1,440円（金額は職務

経験年数に応じて決定。市規定に応じ
て期末手当あり）

※くわしくは保育課（☎20-1607）へ。

映画「みとりし」上映会
最期に寄り添う物語

日時＝6月20日㈰ 午後1時〜3時（昼の部）、
午後6時〜8時（夕の部）

会場＝国際文化会館
上映作品＝みとりし
定員と入場料＝各60人（先着順）・無料
申込方法＝電話またはEメールで代表者

の氏名、参加人数、希望する時間を日
本看取り士会・門井さん（☎090-701 
1-5995 Eメールmitorishi222kado 
@yahoo.co.jp）へ

※くわしくは日本看取り士会・門井さんへ。

募　集募　集
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