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＊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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クリスマスファミリーコンサート
子どもも大人も楽しめる

　軽音楽バンドやキッズ音楽隊、弦楽器
のアンサンブルなどによるコンサートを
開催します。
日時＝12月5日㈰ 午後1時30分〜3時3 

0分
会場＝三里塚コミュニティセンター
定員と入場料＝30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。

ふれあいコンサート
優雅な昼のひとときを

日時＝11月25日㈭ 午後0時10分〜0時
50分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝i

イル
l  c

ク オ ー レ
uoreによるヴィオラとピアノ

のデュオコンサート
定員と入場料＝70人（先着順）・無料
※申し込みは11月9日㈫から文化国際課
（☎20-1534）へ。

成田山公園紅葉まつり
秋の訪れを楽しむ

期間＝11月13日㈯〜28日㈰
会場＝成田山公園
演奏会
期日＝期間中の土・日曜日、祝日
時間＝午前11時から、午後1時30分から
交通規制
期日＝期間中の土・日曜日、祝日
区間と時間
◦名取亭脇〜成田高校グラウンド上十字

路…午前10時〜午後3時
◦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（☎22-21 

02）へ。

アルゼンチンタンゴコンサート
小松亮太五重奏団による

　国内外で活躍するバンドネオン奏者の
小
こ

松
まつ

亮
りょう

太
た

さんらによる、アルゼンチンタ
ンゴコンサートを開催します。
日時＝11月23日（火・祝） 午後4時から
会場＝国際文化会館
入場料（全席指定）＝4,000円（会館友の

会会員は3,600円）
入場券販売場所＝国際文化会館、同館オ

ンラインチケットサービス（https://t 
icket.kxdfs.co.jp/kpb-s/showList）、
ヨネダカメラ店、多古町コミュニティ
プラザ、チケットぴあ、ローソンチケッ
ト、イープラス、楽天チケット

※未就学児は入場できません。くわしく
は国際文化会館（☎23-1331、月曜日、
祝日の翌日は休館）へ。

アート・フォト・NARITA
応募作品を展示

　「風と香」がテーマの公募写真展です。
11月27日㈯午後1時30分からは表彰式
とオカリナのミニコンサートを開催しま
す。
日時＝11月27日㈯〜12月12日㈰ 午前

9時〜午後7時
会場＝もりんぴあこうづ
※入場は無料です。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。

PARA Beats! from Narita
共生社会を奏でよう

日時＝11月20日㈯ 午後4時30分〜7時
30分
会場＝国際文化会館
内容＝公津の杜中学校吹奏楽部と和太鼓

奏者・林
はやしだ

田ひろゆき&Z
ジ パ ン グ
I-PANGの共

演や共生社会をテーマとしたシンポジ
ウムなどのステージイベント
定員＝760人（先着順）
入場料＝無料
申込方法＝11月12日㈮までに電話・F 

AX・Eメールのいずれかで住所・氏名・
年齢・性別・電話番号をスポーツ振興
課（☎20-1584 FAX22-4494 Eメー
ルolypara@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。風情漂う景色の中で

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9月分（単位：デシベル）
測定局 �Lden

竜台 53.3

北羽鳥 55.7

北羽鳥北部 54.8

長沼 55.8

押畑 49.0

下金山 51.1

馬場 53.8

遠山小 56.1

本三里塚 57.2

三里塚小 59.0

御料牧場
記念館 54.5

三里塚
グラウンド 60.7

本城 54.8

南三里塚 55.5

測定局 �Lden

磯部 56.1

水掛 53.1

荒海 60.4

荒海橋本 60.9

飯岡 57.5

久住小 54.4

芦田（NAA）55.9

芦田 61.1

大生 58.2

赤荻 58.5

西和泉 63.2

東和泉 56.8

野毛平 59.3

野毛平
工業団地 57.6

堀之内 54.0

測定局 �Lden

猿山 43.1

滑川 49.6

新川 54.1

西大須賀 53.1

四谷 53.2

高倉 55.6

幡谷 53.1

内宿 47.8

土室（県） 58.4

土室（NAA）49.0

成毛 52.8

大室 50.7

大室（NAA）50.5

新田（NAA）45.9

新田 48.6

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＝1日㈪・8日㈪・15日
㈪・22日㈪・29日㈪・30日㈫（館内整
理日）

※ 3日（水・祝）・23日（火・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）。

図書館

会場＝市立図書館本館
◦11月21日㈰＝「日

にちにちこれこうじつ
日是好日」

　2018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。

映画会

航空機騒音測定結果
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クリスマスのかざりをつくろう
身近な材料を使って

　空き容器やダンボールを使ってクリス
マスツリーのオーナメントや部屋の飾り
を作ります。
　簡単にできるので、気軽に参加してみ
ませんか。
日時＝11月28日㈰ 午前10時〜11時30

分
会場＝子ども館
対象＝小学生以上
定員＝16人（先着順）
参加費＝200円（材料費）
※申し込みは11月6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。

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、
けん玉・竹ぽっくりなどの昔の遊びに挑
戦します。
　自分でやりたいことを見つけて、自然
の中で楽しみませんか。
日時＝11月23日（火・祝） 午前9時30分

〜正午、午後1時〜3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。

ら知お せi

市議会定例会
11月26日に開会

　定例会の日程や内容は、市ホームペー
ジ（https://www.city.narita.chiba.
jp/gikai/index.html）などで確認して
ください。
　請願・陳情は、11月19日㈮午後5時
までに議会事務局（市役所議会棟2階）へ
提出してください。
※くわしくは同事務局（☎20-1570）へ。

NARITA Enjoy Morning
ベイエフエムで放送中

　ベイエフエム（78MHz）で2分間の市
の広報番組「NARITA Enjoy Morning」
を放送しています。
　インターネットストリーミングによる放
送「r

ラ ジ コ
adiko」（https://radiko.jp）でも聴く

ことができます。スマートフォンで聴く
場合は、下の二次元バーコードからra 
dikoのホームページにアクセスし、アプ
リをダウンロードしてくだ
さい。
放送日時＝火曜日 午前8

時57分〜8時59分
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

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。

バナー広告
市ホームページでPRを

　市ホームページ上にバナー広告を掲載
してみませんか。
掲載する場所＝トップページ
掲載料（1枠当たり）＝月額3万円
規格＝縦60ピクセル×横150ピクセル

で20キロバイト以内
アクセス数＝月間約7万7,000件（トップ

ページ・令和2年度）
※くわしくは市ホームページ（https://w 

ww.city.narita.chiba.jp/boshu/p 
age043000.html）または広報課（☎
20-1503）へ。

物し催

bayfm SPECIAL LIVE in NARITA
渡辺香津美トリオ＆豊田チカJAZZ LIVE

　世界に誇るジャズ・ギタリスト渡
わた

辺
なべ

香
か

津
ず

美
み

さん、ボーカリスト豊
とよ

田
た

チカさんら
によるコンサートを開催します。
日時＝12月3日㈮ 午後6時から
会場＝スカイタウンホール
対象＝小学生以上
定員＝271人（先着順）
入場料（全席指定）＝5,000円
申込方法＝11月4日㈭から直接または電

話で文化芸術センター事務室（スカイ
タウン成田4階、☎20-1133）へ。電
話で申し込む場合は席を選ぶことはで
きません

※くわしくは同センター（月曜日は休館）へ。

成田市場のイベント
おいしい食材を探しに

会場＝成田市場
第2土曜日イベントデー
日時＝11月13日㈯ 午前8時〜11時
内容＝スタンプラリー抽選会、フリー

マーケットなど
わくわく感謝デー
日時＝11月27日㈯ 午前8時〜11時
内容＝水産物・青果物・関連食品の即売

市など
※くわしくは成田市場振興協議会（☎24-

1224）へ。
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昔の遊びに挑戦
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男女共同参画講演会
何歳からでも挑戦できる

日時＝12月4日㈯ 午前10時30分から
会場＝赤坂ふれあいセンター
テーマ＝南極ではたらく〜かあちゃん調

理隊員になる
講師＝渡

わた
貫
ぬき

淳
じゅん

子
こ

さん（調理師）
定員と参加費＝50人（市内在住・在勤・

在学の人を優先に先着順）・無料
申込方法＝11月24日㈬までに電話・F 

AX・Eメールのいずれかで、住所・氏
名・電話番号、市外在住の人は市内在
勤・在学かどうか、託児（2歳〜未就学
児）・手話通訳の利用の有無を市民協働
課（☎20-1507 FAX24-1086 Eメー
ルkyodo@city.narita.chiba.jp）へ。
託児を利用する場合は11月17日㈬ま
でに同課へ

※くわしくは同課へ。

リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

日時＝11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＝11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。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。

まだまだ使える物がたくさん

市内の保育所など
令和4年4月入所の申し込みを受け付け
入所基準＝市内在住で、保護者が仕

事や病気などにより保育できない
家庭の乳幼児
受付日時＝12月1日㈬〜1月7日㈮（土・

日曜日、祝日を除く） 午前9時〜午
後4時30分（ただし、12月19日㈰は
午前9時〜11時30分、午後1時30
分〜4時で受け付けます）
受付場所＝保育課（市役所2階）

申込方法＝事前に保育課（☎20-160 
7）へ予約をしてから申込書を提出

（12月19日は当日直接受付場所へ）
申込書配布場所＝保育課、各保育園・

事業所・認定こども園
※市外の保育所を希望する場合は各

市区町村へ受付期間などを確認し
てから、保育課へ連絡してください。
くわしくは同課へ。

公立保育園
名称 所在地 電話番号

中台 中台3-5 27-9023
中台第二 中台1-5 29-6676
吾妻 吾妻2-7 27-5773
新山 加良部4-24 28-2527
玉造 玉造3-3 26-8889
橋賀台 橋賀台2-23-1 28-0676
赤坂 赤坂2-1-1 20-6900
松崎 松崎2163-1 26-8282
赤荻 赤荻1042 24-0752
長沼 長沼495-3 37-0005
小御門 名古屋1144-1 96-2362
高岡 大和田156 96-0042
大栄 一坪田406-1 73-3000

私立保育園
名称 所在地 電話番号

成田 寺台560 22-0856
つのぶえ 上町711-4 22-0867
キートスチャイ
ルドケア美郷台 郷部1414-2 33-7024

めぶき保育園
なりた 美郷台3-9-1 85-7971

宗吾 宗吾2-276 26-2472

公津の杜 公津の杜
2-24-1 29-6551

キートスチャイル
ドケア公津の杜

公津の杜
1-26-4 37-8902

三里塚第一 三里塚191 35-0165
三里塚第二 三里塚263-15 35-0081
あい・あい保育
園本三里塚園 本三里塚4-18 37-5822

三里塚みらい 西三里塚
248-9 36-5328

あい・あい保育
園西三里塚園

西三里塚
251-29 85-7944

大室 大室766-2 36-0749
あい・あい保
育園久住園 久住3-1-1 94-3105

月かげ 西大須賀
1872-4 96-0531

小規模保育事業所＊1

名称 所在地 電話番号
ひまわり 囲護台3-6-10 22-3693
キッズルーム
ひまわり 囲護台3-6-4 22-3692

ことり保育園
スカイタウン園

花崎町828-11
スカイタウン
成田203

37-7943

わくわく保育
園成田園

不動ヶ岡
2118-5 37-7775

キートスベビー
ケア美郷台 郷部1362 37-6811

ハレルヤ 大袋356-1 29-6200
わくわく保育
園並木町園

並木町
145-124 37-7065

こひつじくらぶ 並木町175-34 22-9339
キートスベビー
ケア公津の杜

公津の杜
1-26-4 37-8904

ことり保育園
公津の杜園

公津の杜
3-33-10 37-3100

わくわく保育
園久住園

久住中央
4-21-10 29-5090

事業所内保育事業所＊1

名称 所在地 電話番号
なかよし 押畑896-4  2階 33-6711

家庭的保育事業所＊1

名称 所在地 電話番号
なりた おうちほ
いく わたぼうし 加良部4-9-1 26-7725

森の保育所 吉倉567-8 33-4236
家庭的保育園
にこ 松崎2018 26-6922

認定こども園（保育所部分）＊2

名称 所在地 電話番号
成田国際こど
も園 大袋379 85-6593

ハレルヤこど
も園 並木町141-3 85-4170

はくと幼稚園＊3 吾妻3-51 26-2331

＊1�対象は0～2歳児
＊2�幼稚園部分は、各園に直接申し込み
＊3�対象は3～5歳児
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一般事務員
市民税課で

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝①10人程度②6人程度
業務内容＝書類整理、データ入力など
勤務期間＝①1月上旬〜3月下旬②1月

上旬〜6月中旬
勤務日時＝月7〜12日（土・日曜日、祝

日を除く） 午前9時〜午後5時
勤務場所＝市民税課（市役所2階）
時給＝960円〜990円（金額は職務経験

年数に応じて決定。10月22日時点で
の予定額）
応募方法＝11月15日㈪（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
市民税課（〒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（☎20-1513）へ。

一般事務員
資産税課で

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝1人
業務内容＝書類整理、データ入力など
勤務期間＝1月4日〜3月31日
勤務日時＝週2日程度（土・日曜日、祝

日を除く） 午前9時〜午後5時
勤務場所＝資産税課（市役所2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＝11月12日㈮（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
資産税課（〒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（☎20-1514）へ。

合同企業説明会in成田
地元で就職を考えている人へ

日時＝11月30日㈫ 午後1時〜3時45分
（途中入退場不可）
会場＝勤労会館（不動ヶ岡）
対象＝おおむね30代までの就職活動中

の人、令和4年3月末日までに専門学
校や大学を卒業見込みの人（高校生を
除く）
定員＝16人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みはジョブカフェちば（☎047-

426-8471）へ。

図書館講座
日本経済新聞の記事を使って学ぶ

日時＝12月4日㈯ 午後2時〜3時30分
会場＝市立図書館本館
テーマ＝日本経済新聞の読み方
講師＝山

やま
口
ぐち

正
まさ

人
ひと

さん（日本経済新聞社）
対象＝高校生以上
定員＝40人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝筆記用具
申込方法＝11月2日㈫午前9時30分か

ら直接または電話で市立図書館（☎
27-2000）へ。同館ホームページ（htt 
ps://www.library.city.narita.lg.jp）
からも申し込めます

※くわしくは同館へ。

ランタン〜光のオブジェ
部屋のアクセントに

　空き缶に画びょうで穴を開け、LED
ライトを入れて幻想的に光るオブジェを
作ります。
　自分だけの心安らぐ作品を作ってみま
せんか。
日時＝11月13日㈯・14日㈰ 午前10時

〜11時30分
会場＝子ども館
対象＝小学生
定員＝各10人（先着順）
参加費＝200円（材料費）
※申し込みは11月6日㈯午前10時から

子ども館（☎20-6300、月曜日・祝日
は休館）へ。

図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

期日＝11月19日㈮
会場＝市立図書館本館
参加費＝無料
持ち物＝薄手のハンカチ
0・1歳のおはなしかい
時間＝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）
申込方法＝11月2日㈫午前9時30分か

ら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
2・3歳のおはなしかい
時間＝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）
※「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
くは市立図書館へ。

求職者支援訓練
早期就職を目指して

　就職を目指す人を対象とした公的職業
訓練を実施します。仕事で役立つスキル
を身に付けませんか。
期間＝12月16日㈭から3〜6カ月程度
会場＝千葉市、松戸市など
科目＝WEB・IT実務科、実務で使える

パソコン科など
対象＝雇用保険給付に該当しない人
受講料＝無料（テキスト代は実費）
※会場・定員はコースにより異なります。

一定の条件を満たす場合には、職業訓
練受講給付金が支給されます。申し込
みは11月16日㈫までにハローワーク
成田（☎89-1700）へ。くわしくは高
齢・障害・求職者雇用支援機構千葉支
部（☎043-422-7774）または同機構
ホームページ（https://www.jeed.g 
o.jp/location/shibu/chiba/jyuko 
u.html）へ。

募 集

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。

幻想的な空間を演出


