
＊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。また、マスクを着用するなどの基本的な感染症対策を徹底してください
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養育費相談
法律の専門家が応じます

日時＝8月28日㈯ 午後1時～4時（1人当
たり40分程度）
会場＝ミレニアムセンター佐倉
相談料＝無料
※申し込みは千葉県母子寡婦福祉連合会
（☎043-222-5818）へ。

物し催

シルバーいきいき作品展
自信作が勢ぞろい

期間＝8月18日㈬～24日㈫
会場＝赤坂ふれあいセンター
内容＝書・絵画・写真・手工芸・短歌・

俳句・川柳などの作品の展示
入場料＝無料
※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（☎26-0236）へ。

ふれあいコンサート
リズミカルな伝統音楽を

　アイリッシュ音楽デュオのティプシプー
カによるアイルランド音楽のコンサート
です。
日時＝8月19日㈭ 午後0時10分～0時50

分
会場＝市役所6階大会議室
定員＝70人（先着順）
入場料＝無料
※申し込みは8月5日㈭から文化国際課
（☎20-1534）へ。

パラリンピック聖火リレー採火式
成田の火を大会へ

　県では、東京パラリンピックの聖火の
基となる「市町村の火」を県内の全ての市
町村で採火し、集火します。
　本市では、成田山新勝寺の「燈

とうみょう
明の火」

から種火を採る採火式を行います。
日時＝8月18日㈬ 午前8時30分～8時40

分
会場＝成田山新勝寺大本堂前
※観覧を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくはスポーツ振興課（☎20-158 
4）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。

今�月の図書館休館日＝2日㈪・10日㈫・16
日㈪・23日㈪・30日㈪・31日㈫（館内整
理日）

※ 9日（月・振休）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）。

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。くわしくは空港対策課（☎20-
1521）へ。

令和3年6月分（単位：デシベル）
測定局 �Lden

竜台 52.9

北羽鳥 55.6

北羽鳥北部 54.2

長沼 54.7

押畑 46.9

下金山 46.4

馬場 50.4

遠山小 54.5

本三里塚 55.3

三里塚小 57.2

御料牧場
記念館 52.7

三里塚
グラウンド 61.1

本城 54.6

南三里塚 57.7

測定局 �Lden

磯部 54.8

水掛 51.6

荒海 60.6

荒海橋本 61.4

飯岡 56.4

久住小 53.0

芦田（NAA）53.8

芦田 60.7

大生 57.1

赤荻 56.8

西和泉 63.5

東和泉 55.2

野毛平 57.0

野毛平
工業団地 56.1

堀之内 50.9

測定局 �Lden

猿山 42.0

滑川 49.8

新川 53.3

西大須賀 54.4

四谷 53.2

高倉 56.9

幡谷 51.1

内宿 45.9

土室（県） 60.1

土室（NAA）47.6

成毛 51.3

大室 48.6

大室（NAA）48.2

新田（NAA）45.6

新田 48.6

図書館

会場＝市立図書館本館
◦8月14日㈯＝「アルゴ」
　2012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46人、入場料
は無料です。くわしくは市立図書館（☎2 
7-2000）へ。

映画会

航空機騒音測定結果

なりた地域応援 
プレミアム付商品券

　地域経済の活性化のため、市内の
店舗で利用できる「なりた地域応援
プレミアム付商品券」を9月に発行し
ます。
　詳細は広報なりた8月15日号や市
ホームページ（https://www.city.n 
arita.chiba.jp/kurashi/page0000_ 
00168.html）でお知らせします。
※くわしくは商工課（☎20-1622）へ。

観光客向け 
プレミアム付商品券

　市外からの観光客を対象に、市内
の店舗で利用できる「観光客向けプ
レミアム付商品券」を9月に発行しま
す。

　詳細は市ホームページでお知らせ
します。
※くわしくは観光プロモーション課
（☎20-1540）へ。

障がい者工賃応援金
　令和2年度に引き続き、生産活動
が縮小し、工賃が一定程度減少した
就労継続支援B型事業所に通所して
いる利用者へ応援金を給付します。
対象の事業所には申請書を送付しま
す。
※くわしくは障がい者福祉課（☎20-

1539）へ。

市独自の支援策 第5弾

市ホームページ
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体力・運動能力測定会
成人・高齢者を対象に

日時＝9月5日㈰ 午前9時30分～正午（受
け付けは午前11時まで）
会場＝市体育館
種目
◦共通…握力測定、上体起こし、長座体

前屈
◦20～64歳…反復横跳び、20mシャ

トルラン、立ち幅跳び
◦65歳以上…10m障害物歩行、開眼片

足立ち、6分間歩行
対象＝20歳以上の人
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは8月27日㈮までにスポーツ

振興課（☎20-1584）へ。

市民硬式テニス教室
初心者でも楽しめる

日時＝8月21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

の基本練習とゲーム形式練習
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。

生涯学習講演会
実体験に基づくリアルな話

日時＝9月25日㈯ 午後3時～4時30分
会場＝スカイタウンホール
テーマ＝現役営業マンが語るビジネスの

世界
講師＝宋

そん
世
せ

羅
ら

さん（ファイナンシャルプ
ランナー）
定員＝140人（先着順）
申込方法＝8月31日㈫までに電話また

はEメールで住所・氏名・電話番号を
生涯学習課（☎20-1583 Eメールsho 
gaku@city.narita.chiba.jp）へ

※参加費は無料です。くわしくは同課へ。

アート・フォト・NARITA
幻想的な作品を

　11月27日㈯～12月12日㈰にもりん
ぴあこうづで開催されるアート写真展に
出品しませんか。
テーマ＝風と香
規格＝A4（1人3枚まで）
応募方法＝9月1日㈬～10月15日㈮（当

日消印有効）にもりんぴあこうづ、ま
たは同館ホームページ（http://morin 
piakozu.jp/event/apn4）にある応募
票を作品裏面に貼り、直接または郵送
で同館（〒286-0048 公津の杜4-8）へ

※くわしくは同館（☎27-5252、第4月
曜日は休館）へ。

リズム体操教室
運動を楽しもう

日時＝10月7日・21日、11月4日・18
日、12月2日の木曜日（全5回） 午前10
時～11時
会場＝豊住ふれあい健康館
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝20人（先着順）
参加費＝500円（保険料など）
持ち物＝運動のできる服装、上履き
※申し込みは8月23日㈪までに同館（☎

37-7601、火曜日は休館）へ。

たけのこ親子広場
歌や工作を楽しもう

日時＝9月11日・18日・25日、11月6
日・13日・27日の土曜日（全6回） 午
前10時～11時30分
会場＝八生公民館
内容＝歌遊びや工作を通して、親子で遊

ぶことの大切さを学ぶ
対象＝市内在住の2～5歳児と保護者
定員＝8組（応募者多数は初めての人を

優先に抽選）
参加費＝200円（材料費）
申込方法＝8月19日㈭（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所・親子の氏
名（ふりがな）・子どもの生年月日・電
話番号・教室名を八生公民館（〒286-
0846 松崎317 Eメールkominkan 
@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-1533、月曜日・
祝日・8月10日㈫は休館）へ。

救命講習会
心肺蘇生法を学ぼう

内容＝心肺蘇生法やAEDの操作方法な
どを学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の中学生以

上
参加費＝無料
普通救命講習会
期日と会場・申込先
◦9月19日㈰…三里塚消防署（☎35-10 

07）
◦9月23日（木・祝）…大栄消防署（☎73- 

4141）
◦10月17日㈰…赤坂消防署（☎26-32 

10）
時間＝午前9時～正午
定員＝各10人（先着順）
申込方法＝各開催日の前月の1日から1

週間前までに各申込先へ
上級救命講習会
日時＝9月25日㈯ 午前9時～午後5時
会場＝市役所6階大会議室
定員＝40人（先着順）
申込方法＝8月2日㈪から直接または電

話で警防課（☎20-1592）へ
※くわしくは各申込先へ。

軽スポーツ交流会
気軽に楽しもう

日時＝9月5日㈰ 午後1時～3時30分
会場＝市体育館
種目＝うなバレー、バドポン、ボッチャ

など
参加費＝100円（保険料など）
※申し込みは8月27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。

グランドピアノの一般開放
市役所ロビーで演奏を

日時＝9月6日㈪・10日㈮・22日㈬・30
日㈭、10月5日㈫・11日㈪・21日㈭・
29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
※申し込みは各開催日の前月の1日から

文化国際課（☎20-1534）へ。
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セカンドキャリアデザイン講座
第2の人生を輝かせるために

日時＝9月26日、10月31日、11月28日、
12月26日、1月30日、2月27日の日
曜日（全6回） 午後2時～4時
会場＝中央公民館
内容＝退職後の人生を充実させるため

に、趣味のつくり方や地域活動への参
加方法などを学ぶ
対象＝市内在住・在勤の55歳以上の人
定員＝18人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝9月2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・講座名を中央
公民館（〒286-0017 赤坂1-1-3 Eメー
ルkominkan@city.narita.chiba.jp）
へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日、8月10日㈫は休館）へ。

さんりづか音楽くらぶ
童謡や歌謡曲を一緒に

　童謡や歌謡曲、クラシックの名曲など
をピアノの生演奏で楽しみませんか。
日時＝9月3日㈮・10日㈮・17日㈮・24

日㈮ 午前10時～11時30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
定員＝各20人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

8月9日を除く月曜日、8月10日㈫は休
館）へ。

スタインウェイを弾いてみよう
文化芸術センターで

期間＝8月18日㈬～22日㈰
時間＝午前9時30分～11時、午前11時

30分～午後1時、午後1時30分～3時、
午後3時30分～5時
会場＝スカイタウンホール
対象＝市内在住の小学生～高校生（小学

生は保護者同伴。1人1回まで）
定員＝各1組（1組3人まで。先着順）
※参加費は無料です。ピアノと一緒にほ

かの楽器の演奏もできます。申し込み
は8月4日㈬から文化芸術センター（☎
20-1133、8月9日を除く月曜日、8月
10日㈫は休館）へ。

親子リサイクル教室
小物入れを作ろう

日時＝8月21日㈯ 午後1時～4時
会場＝リサイクルプラザ
対象＝小学生と保護者
定員＝10組（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝チラシ5枚、牛乳パック、のり、

はさみ
※申し込みは同館（☎36-1000、8月9

日（月・振休）は休館）へ。

親子夏の木工体験広場
オリジナルの作品を

日時＝8月22日㈰ 午前10時～11時30
分、午後2時～3時30分
会場＝子ども館
内容＝木材を使って自由に工作する
対象＝小学生と保護者
定員＝各8組（先着順）
参加費＝200円（材料費）
持ち物＝軍手、タオル、飲み物、持ち帰

り用の袋
※申し込みは8月1日㈰午後2時から子

ども館（☎20-6300、月曜日・祝日・
第3日曜日は休館）へ。

成田POPラン大会
完走を目指して

期日＝11月7日㈰（雨天決行）
会場＝中台運動公園陸上競技場
種目＝3km・10km
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝各400人（先着順）
参加費＝小学生1,000円、中学生1,500

円、一般3,000円
申込方法＝8月31日㈫までに成田POP

ラン大会ホームページ（https://ww 
w.narita-pop-run.jp）から申し込む
運営ボランティアを募集
時間＝午前8時～午後1時
内容＝選手やニュータウン内走路の安全

確保
対象＝市内在住・在勤・在学の中学卒業

～64歳の人
申込方法＝8月27日㈮までに成田POP

ラン大会事務局（スポーツ振興課・☎
20-1584）へ

※くわしくは同事務局へ。

指定管理者
デイサービスセンターの

　市では、こすもす苑デイサービスセン
ターの指定管理者候補者を募集します。
指定管理期間＝令和4年4月1日～9年3

月31日
応募方法＝8月2日㈪～27日㈮に市ホー

ムページ（https://www.city.narita.
chiba.jp/kenko_fukushi/page12 
7200_00003.html）にある申請書類
に必要事項を書いて高齢者福祉課（市
役所議会棟1階）へ

※くわしくは同課（☎20-1537）へ。

成田オープンソフトテニス大会
ダブルスで勝負

日時＝8月22日㈰（予備日29日㈰） 午前
8時30分から
会場＝中台運動公園テニスコート
種目＝ダブルス男子1～4部、ダブルス

女子1・2部
参加費（1ペア当たり）＝3,000円（高校

生以下は1,000円）
申込方法＝8月16日㈪までにEメールで

氏名・年齢・性別・電話番号を市ソフ
トテニス連盟事務局（Eメールnrt.soft 
tennis@gmail.com）へ

※くわしくは同事務局・麻生さん（☎09 
0-4223-5530）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。
　同じ悩みを抱えている保護者が集まり、
子どもを褒めて伸ばすコミュニケーショ
ン方法を学びます。
日時＝9月7日・14日・21日・28日、10

月5日・12日・19日の火曜日（全7回） 
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＝8人（先着順）
参加費＝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8月31日㈫まで
に子育て支援課（☎20-1538）へ。
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一般事務員
農業委員会事務局で働く

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝4人
業務内容＝データ入力、書類整理など
勤務期間＝10月1日～12月24日
勤務日時＝週3日程度（土・日曜日、祝

日を除く） 午前8時30分～午後5時
勤務場所＝農業委員会事務局（市役所4

階）
時給＝960円～990円（金額は職務経験

年数に応じて決定）
応募方法＝8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
同事務局（〒286-8585 花崎町760）
へ。8月23日㈪に面接を行います

※くわしくは同事務局（☎20-1573）へ。

環境審議会委員
あなたの意見を

　市では、市民の皆さんの意見を市政に
反映させるため、環境審議会の委員を募
集します。
応募資格＝市内在住で、11月1日時点で

20～74歳の人（ほかの審議会などの委
員、国・地方公共団体の議員・常勤職
員は除く）
募集人員＝5人
活動内容＝環境の保全や廃棄物の減量、

資源化などに関する内容の審議
任期＝令和3年11月1日～5年10月31日
開催回数＝年4回程度（平日）
選考方法＝書類審査（選考結果は応募者

全員に書面で通知）
応募方法＝8月31日㈫（当日消印有効）

までに、環境計画課（市役所5階）また
は市ホームページ（https://www.cit 
y.narita.chiba.jp/boshu/page01 
26_00001.html）にある申込書と作
文を直接・郵送・FAX・Eメールのい
ずれかで同課（〒286-8585 花崎町7 
60 FAX22-4449 Eメールkankei@
city.narita.chiba.jp）へ。ちば電子申
請サービスでも申し込めます
作文のテーマ＝自然の保護、二酸化炭素

などの温室効果ガスの削減、ごみの減
量・リサイクルなどについて（800字程
度）

※くわしくは同課（☎20-1533）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

　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＝9月1日～3月31日
勤務場所＝大栄幼稚園
応募方法＝8月18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。

市民が作る手作りのおひなさま展
力作を出品しませんか

　2月6日㈰～3月6日㈰にスカイタウン
ギャラリーで開催される作品展に出品し
ませんか。
対象＝県内で制作活動をしている人
規格＝布製・陶製・粘土・絵画などの作

品。縦50cm×横60cm×高さ40cm
以内で1人5点まで
応募方法＝12月15日㈬～1月18日㈫に

文化芸術センターまたは同センターホー
ムページ（http://www.narita-bung 
ei-skytown.jp）にある出品票に必要
事項を書いて、直接・郵送・FAX・E
メールのいずれかで同センター事務室

（スカイタウン成田4階 〒286-0033 
花崎町828-11 FAX22-7311 Eメー
ルinfo@narita-bungei-skytown.
jp）へ。後日、指定された日に作品を
搬入

※くわしくは同センター（☎20-1133、
8月9日を除く月曜日、8月10日㈫は休
館）へ。

七宝焼きアクセサリー作り
ペンダントやブローチなどを

日時＝9月9日㈭ 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＝10人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費）
持ち物＝エプロン
※申し込みは8月4日㈬～9月3日㈮に同

センター（☎40-4880、8月9日を除く
月曜日、8月10日㈫は休館）へ。

うなバレー市民大会
子どもから大人まで楽しめる

　うなりくんが描かれたビニールボール
を使ってミニバレーを楽しみませんか。
日時＝9月25日㈯ 午前9時～午後4時
会場＝市体育館
チーム編成＝5～8人（男女混合）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
参加費（1人当たり）＝100円（保険料）
※個人でも参加できます。申し込みは9

月10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。

募 集


