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成田市史研究45号
頒布しています

主な内容と執筆者
◦資料紹介・成田参光協会について…矢

嶋毅
たか

之
ゆき

◦資料紹介・村方における宗門改めと神
職の意識と行動－麻賀多神社太田家文
書より…関初

は つ み
弥

◦「令和元年度市史講座」宝治合戦と大須
賀一族〜政治史と律宗の房総進出につ
いて…外山信司

◦成田市史研究余話3…小川和博、高木
博彦、木村修、小倉博、鏑木行廣、矢
嶋毅之、中村政弘

◦資料紹介・葉舟の父水野勝興と旧幕臣
としての水野家…樋口雄彦

◦資料紹介・成田市関連の地理学文献…
石毛一郎

◦成田市史年表稿・2018（平成30）年
解説…中村政弘
規格・ページ数＝A4判・100ページ
頒布価格＝630円
頒布場所＝市立図書館本館、行政資料室
（市役所1階）

※くわしくは市立図書館（☎27-2533）へ。

シルバー人材センター
入会説明会を開催

　シルバー人材センターでは、能力や経
験を生かして働きたいという市内在住の
60歳以上の会員に、就業の機会を提供
しています。
　入会説明会は毎月最終水曜日に予約制
で行われているほか、7月は次の日程で
も開催されます。
日時＝7月16日㈮ 午前9時30分〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
定員＝10人（先着順）
※申し込みは7月8日㈭までにシルバー

人材センター（☎36-6161）へ。

市営プール
7月3日からオープン

期間＝7月3日㈯・4日㈰・10日㈯・11
日㈰、7月16日㈮〜8月31日㈫
時間＝午前9時30分〜11時30分、午後1

時30分〜3時30分（7月16日〜8月15
日は午前9時30分〜正午、午後2時〜
4時30分）
場所＝中台運動公園水泳プール、大谷津

運動公園水泳プール
対象＝市内在住・在勤・在学の人
料金（1回当たり）＝小中学生50円、高

校生以上110円（幼児は無料）
※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。
くわしくは市体育館（☎26-7251）ま
たは市スポーツ・みどり振興財団ホー
ムページ（https://www.park-narit 
a.jp）へ。

学校プール一般開放
夏休み期間中に

学校と開放期間
◦豊住小学校…7月21日㈬〜31日㈯ 
◦下総みどり学園…8月1日㈰〜10日㈫
時間＝午前10時〜正午、午後1時〜3時
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝各90人（先着順）
利用料＝無料
※未就学児は保護者の同伴が必要です。

くわしくはスポーツ振興課（☎20-158 
4）へ。

市契約の臨海宿泊施設
利用料を助成します

契約施設と問い合わせ先
◦休暇村館山（☎0470-29-0211）
◦蓮沼ガーデンハウスマリーノ（☎047 

5-86-2511）
◦鵜原民宿組合（☎0470-76-2077）
◦岩井民宿組合（☎0470-57-2088）
対象＝市に住民記録がある小学生以上
助成額＝小学生2,000円、中学生以上

2,500円
利用方法＝宿泊施設に予約後、スポーツ

振興課（市役所4階）へ申請し、発行さ
れた利用券を宿泊施設に提出する

※助成は年度内に1人1回までです。く
わしくは同課（☎20-1584）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）
※ 22日（木・祝）・23日（金・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
◦7月11日㈰＝「かぞくのくに」
　2012年・日本
◦7月17日㈯＝「メッセージ」
　2016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（☎2 
7-2000）へ。

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。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/page096100.html）に掲
載しています。なお、成毛測定局は落雷によ
る停電の影響に伴い、3日（10%）以上の欠測
が生じています。くわしくは空港対策課（☎
20-1521）へ。

令和3年5月分（単位：デシベル）

航空機騒音測定結果

測定局 �Lden
竜台 53.6
北羽鳥 55.8
北羽鳥北部 54.2
長沼 55.1
押畑 47.3
下金山 47.0
馬場 51.1
遠山小 54.2
本三里塚 55.9
三里塚小 57.1
御料牧場
記念館 52.7

三里塚
グラウンド 60.8

本城 54.1
南三里塚 57.0

測定局 �Lden
磯部 55.3
水掛 52.2
荒海 60.9
荒海橋本 61.9
飯岡 56.8
久住小 53.6
芦田（NAA）54.4
芦田 61.0
大生 57.7
赤荻 57.2
西和泉 63.9
東和泉 55.7
野毛平 57.2
野毛平
工業団地 56.8

堀之内 52.2

測定局 �Lden
猿山 43.1
滑川 50.4
新川 53.7
西大須賀 55.0
四谷 53.8
高倉 57.3
幡谷 51.8
内宿 46.6
土室（県） 60.5
土室（NAA）48.1
成毛 （51.6）
大室 49.3
大室（NAA）49.3
新田（NAA）48.8
新田 51.5

定年後も元気に働く
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保安講習
危険物取扱者のための

期日＝9月10日㈮
講習区分と時間
◦給油取扱所従事者…午前9時45分〜

午後0時45分
◦給油取扱所、石油コンビナート以外の

従事者…午後1時40分〜4時40分
会場＝国際文化会館
対象＝甲種・乙種・丙種いずれかの危険

物取扱者免状を持っていて、製造所な
どで危険物取扱作業に従事している人

（従事していない人は任意で受講可）
定員＝400人（先着順）
受講料＝4,700円（県収入証紙代）
申込方法＝7月26日㈪〜30日㈮に直接

予防課（市役所地下1階）へ
※くわしくは同課（☎20-1591）へ。

図書館のおはなし会
夏休みにも開催

会場＝市立図書館本館
申込方法＝直接または電話で市立図書館
（☎27-2000）へ。同館ホームページ（h 
ttps://www.library.city.narita.lg. 
jp）からも申し込めます
0・1歳のおはなしかい
日時＝7月16日㈮ 午前11時〜11時30分
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）
持ち物＝薄手のハンカチ
2・3歳のおはなしかい
日時＝7月16日㈮ 午前10時15分〜10

時45分
対象＝市内在住の2・3歳児と保護者
定員＝5組（先着順）
持ち物＝薄手のハンカチ
なつやすみおはなしかい
日時＝7月29日㈭ 午前11時〜正午
内容＝「指輪」「なまくらトック」ほか
対象＝小学1〜6年生
定員＝20人（先着順）
※参加費は無料です。「2・3歳のおはな

しかい」への参加を希望する人は当日
直接会場へ。くわしくは同館へ。

甲種防火管理新規講習
安全・安心な事業所を目指して

日時＝8月25日㈬・26日㈭（全2回） 午
前9時15分〜午後3時30分
会場＝国際文化会館
対象＝市内在住・在勤の人
定員＝85人（先着順）
受講料＝4,250円（テキスト代など）
申込方法＝7月14日㈬から予防課（市役

所地下1階）、各消防署、市ホームペー
ジ（https://www.city.narita.chiba.
jp/anshin/page218000.html）にあ
る申請書類と受講料を直接同課へ

※くわしくは同課（☎20-1591）へ。

自衛隊説明会
平和を守る仕事に就こう

　国では、18〜32歳の人を対象に自衛
官候補生を募集しています。
日時＝7月3日㈯・17日㈯ 午前10時〜

11時30分、午後1時〜2時30分、午
後3時〜4時30分
会場＝生涯学習会館（花崎町）
※申し込みは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）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。

路上の看板など
道路に物を置かないで

　道路や歩道上に看板、商品、のぼり旗、
植木鉢などが置かれると通行の妨げにな
り、事故の原因になりかねません。
　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。

我が家の照明LED化キャンペーン
省エネに取り組もう

　県では、省エネを促進するキャンペーン
を実施しています。家庭の照明器具をLED
に交換することで、地球温暖化の原因とな
る二酸化炭素の排出量の削減につながり
ます。
　12月31日㈮までにLED照明器具（シーリ
ングライト・ペンダントライト）を購入して
応募すると、抽選で50人に賞品が当たり
ます。
応募方法＝1月7日㈮（当日消印有効）まで

に、環境計画課（市役所5階）や県ホー
ムページ（https://www.pref.chiba.
lg.jp/shigen/chikyuukankyou/led 
/index.html）にある応募用紙とLED照
明器具の購入日・製品の型番が分かる
物（レシートや納品書など）のコピーを、
郵送またはFAXで県循環型社会推進
課（〒260-8667 千葉市中央区市場町
1-1 FAX043-221-3970）へ。同ホー
ムページからも応募できます

※くわしくは県循環型社会推進課（☎0 
43-223-4139）へ。

スマートフォン用アプリ
広報なりたが読める

　市では、広報なりたを多くの皆さんに
提供できるよう、スマートフォン用無料
アプリ「マチイロ」で配信しています。
　このアプリをダウンロードして登録す
ると、毎月1日・15日の発行日にお知
らせが届き、広報紙を読むことができま
す。
　右の二次元バーコード
からマチイロのホーム
ページ（https://machii 
ro.town）にアクセスし、
ダウンロードしてください。
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

伝 板言

募　集募　集



＊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

M e s s a g e B
o a r d

広報なりた 2021.7.1 22

2c 2c

催 

し 

物

お
知
ら
せ

募
　
集

まちの保健室in三里塚CC
病院の受診控えをしている人へ

日時＝7月15日㈭ 午後2時30分〜3時30
分
会場＝三里塚コミュニティセンター
テーマ＝患者力アップ！コロナ禍の上手

な病院のかかり方！
講師＝光野清美さん（成田富里徳洲会病

院看護部長）
定員と参加費＝20人（先着順）・無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日は休館）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＝20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＝7月12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。

成田赤十字病院公開健康講座
乳がんについて学ぼう

日時＝7月24日㈯ 午後2時〜3時30分
会場＝赤坂ふれあいセンター
テーマ＝もし乳がんと言われても困らな

いために〜乳がんの基礎知識
講師＝尾内康英さん（成田赤十字病院乳

腺外科副部長）
定員と参加費＝50人（先着順）・無料
申込方法＝同病院社会課（☎22-2311 

内線7508）へ。オンライン受講を希望
する場合は同病院ホームページ（http 
s://www.narita.jrc.or.jp/lecture/ 
koen/kenkokoza.html）へ

※くわしくは同病院社会課へ。

豊住ナイトヨガ教室
心と体をリラックス

日時＝7月23日、8月6日・20日、9月3
日・17日、10月1日・15日・29日、
11月12日・26日の金曜日（全10回） 午
後7時〜8時
会場＝豊住ふれあい健康館
対象＝16歳以上の人
定員＝20人（先着順）
参加費＝1,000円（保険料）
持ち物＝ヨガマット（貸し出しあり）、タ

オル、上履き、飲み物
※申し込みは7月16日㈮までに同館（☎

37-7601、火曜日は休館）へ。

子育て応援セミナー
絵本の大切さを学ぶ

日時＝8月23日㈪ 午前10時〜正午
会場＝保健福祉館
内容＝子育てにおける絵本の役割や必要

性について学ぶ
講師＝小島容子さん・黒川八重子さん
（絵本で子育てセンター講師）
対象＝市内在住で子育て支援に関心のあ

る人
定員と参加費＝30人（先着順）・無料
持ち物＝筆記用具
※申し込みは8月17日㈫までに、なり

たファミリー・サポート・センター（☎
27-8010）へ。

成田国際福祉専門学校開放講座
実習を通して学ぶ

日時＝8月25日㈬〜28日㈯・31日㈫（全
5回） 午前10時〜正午（28日・31日は
午後3時まで、26日・27日は午前9時
30分〜正午）
会場＝成田国際福祉専門学校（郷部）
内容＝家庭でできる介護と高齢者の食事

の作り方を学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の20歳以

上の人
定員＝10人（先着順）
参加費＝1,000円（教材費。保険料は別

途）
申込方法＝7月20日㈫までに電話または

FAXで住所・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号を生涯学習課（☎20-1583、
FAX24-4326）へ

※くわしくは同課へ。

市民ゴルフ競技大会
全力を出し切って

日時＝9月6日㈪（雨天決行） 午前8時か
ら
会場＝白鳳カントリー倶楽部（磯部）
対象＝市内在住の男子アマチュアプレー

ヤーで、各地区の予選会などで選出さ
れた人

※くわしくは市アマチュアゴルフ協会事
務局（㈱日翔・☎22-1251）へ。

採用予定人員
◦一般行政職初級…3人程度（うち

障がい者若干名）
◦消防職…若干名
◦消防職（救急救命士）…若干名
受験資格
◦一般行政職初級…平成12年4月2

日〜16年4月1日生まれの人
◦一般行政職初級（障がい者）…昭和

61年4月2日〜平成16年4月1日生
まれで、障害者手帳の交付を受け
ている人

◦消防職…平成5年4月2日〜16年4
月1日生まれの人

◦消防職（救急救命士）…平成5年4

月2日〜14年4月1日生まれで、救
急救命士の資格を持つ人（令和4年
春季までに取得見込みの人を含む）
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.chib 
a.jp/boshu/index0644.html）
配布開始日＝7月2日㈮
申込方法＝7月26日㈪〜8月10日㈫
（当日消印有効）に申込書と受験票
を直接または郵送で人事課（〒28 
6-8585 花崎町760）へ
試験日＝9月19日㈰
会場＝佐倉中学校
※くわしくは同課（☎20-1505）へ。

令和4年4月採用の市職員新しい力を求めます
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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

　養護補助員や預かり保育従事者として
働きませんか。
勤務期間＝8月1日〜3月31日
勤務場所＝大栄幼稚園
応募方法＝7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。

リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

日時＝7月8日㈭〜11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＝7月13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13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。

図書館講座
法律の役割を学ぶ

日時＝7月28日㈬ 午後2時〜3時
会場＝もりんぴあこうづ
テーマ＝法律ってなんのため??
講師＝山崎聡一郎さん（教育研究者）
対象＝中学生・高校生と保護者
定員＝100人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝直接または電話で市立図書館
（☎27-2000）へ。同館ホームページ
（https://www.library.city.narita.
lg.jp）からも申し込めます

※くわしくは同館へ。

市民硬式テニス教室
レベル別だから安心

日時＝7月17日㈯ 午後5時〜8時
会場＝中台運動公園テニスコート
内容＝初心者・中級者・女子に分かれて

の基本練習、ゲーム形式の練習
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上、市テニス協会加盟クラブ員
参加費＝無料
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは市テニス協会事務局・林さ
ん（☎090-4063-5859）へ。

エアーソフトガン射撃練習会
安全に楽しめる

日時＝毎週金曜日 午後6時〜8時
会場＝加良部公民館
内容＝電子標的を使って射撃の練習を行

う
対象＝小学生以上
参加費＝無料
持ち物＝保護メガネ
※申し込みは市ライフル射撃協会・茅場

さん（☎090-3003-7864）へ。

任期付職員・育休代替任期付職員
一般行政職・保育士など

募集人員
任期付職員（短時間勤務）
◦技術職土木…1人
育休代替任期付職員
◦一般行政職…5人程度
◦保育士…5人程度
◦言語聴覚士…若干名
任期
◦任期付職員（短時間勤務）…9月1日〜

12月31日
◦育休代替任期付職員…9月1日〜令和

6年3月31日のうち、おおむね6カ月
〜2年半
受験資格
◦技術職土木…民間企業など（公的団体

を含む）での土木工事の設計・施工管
理などの職務経験が15年以上ある人

◦一般行政職…平成15年4月1日までに
生まれた人

◦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

◦言語聴覚士…言語聴覚士の資格を持つ
人
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/bosh 
u/index0644.html）
申込方法＝7月15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760）
へ
試験日＝7月30日㈮
会場＝市役所議会棟3階第三委員会室
※くわしくは同課（☎20-1505）へ。
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