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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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選挙啓発書き初め展
小中学生の優秀作品がずらり

　小中学生から募集した「選挙啓発書き
初め展」の推薦・特選作品を展示します。
会場と日時
◦大栄公民館…1月26日㈬〜30日㈰ 午

前9時〜午後5時（26日は午後2時か
ら）
◦下総公民館…2月2日㈬〜6日㈰ 午前

9時〜午後5時（2日は午後2時から）
◦市役所1階ロビー…2月9日㈬〜15日

㈫ 午前9時〜午後5時（9日は午後3時
から）

※くわしくは選挙管理委員会事務局（☎
20-1510・総務課内）へ。

消費生活展
暮らしに便利な情報が満載

　「築こう！新しい日常 考えよう！より
良い消費行動」をテーマに、ガス・環境・
省エネなどについて、暮らしに役立つ情
報やヒントを紹介します。
日時＝1月22日㈯・23日㈰ 午前10時〜

午後4時
会場＝ユアエルム成田店1階センタープ

ラザ
内容
◦クイズに答えて巡るスタンプラリー
◦ガス・環境・省エネなどに関する製品

の紹介や、パネル・ポスターの展示
◦廃油から作った石けん、再生紙で作っ

たトイレットペーパー、花苗、各種啓
発グッズなどの配布

※くわしくは商工課（☎20-1622）へ。

ふれあいコンサート
優雅な昼のひとときを

日時＝1月20日㈭ 午後0時10分〜0時
50分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝王

ワン
霄
シャオ

峰
フォン

さんによる中国の伝統楽
器・二胡の演奏
定員と入場料＝88人（先着順）・無料
※申し込みは1月6日㈭から文化国際課
（☎20-1534）へ。

ら知お せi

議会報告会
対面・オンライン方式で開催

　Web会議サービス「Zoom」を使って
オンライン方式でも参加できます。
日時＝2月5日㈯ 午前10時〜午後0時30

分、午後6時〜8時30分
会場＝市議会議場・第一委員会室（市役

所議会棟3階）
内容
◦委員会報告…定例会における審議の経

過や結果の説明
◦意見交換…テーマ「コロナ禍で市や議

会に求めること〜議員と一緒に考え
る」
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝各16人（先着順）
申込方法＝2月4日㈮までに電話・FAX・

Eメールのいずれかで氏名（ふりがな）・
電話番号・希望する時間を議会事務局

（☎20-1570 FAX24-0336 Eメール
gikai@city.narita.chiba.jp）へ。手話
通訳や託児（未就学児）の利用を希望す
る場合は、1月28日㈮までに同事務局
へ

※オンライン方式での参加を希望する人
は市ホームページ（https://www.ci 
ty.narita.chiba.jp/gi 
kai/2022gikaihouko 
kukai.html）を確認し
てください。くわしく
は議会事務局へ。

多重債務相談
借金で困っている人に

　千葉財務事務所では、電話による多重
債務相談を受け付けています。
　解決のための助言を行い、必要に応じ
て専門家を紹介しますので、まずは相談
してください。
　秘密は厳守します。
受付日時＝月〜金曜日（祝日を除く） 午前

8時30分〜正午、午後1時〜4時30分
相談料＝無料
※くわしくは千葉財務事務所多重債務相
談窓口（☎043-251-7830）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。くわしくは空港対策課（☎20-
1521）へ。

令和3年11月分（単位：デシベル）
測定局 �Lden

竜台 54.9

北羽鳥 57.4

北羽鳥北部 56.8

長沼 57.4

押畑 51.7

下金山 52.6

馬場 55.5

遠山小 57.7

本三里塚 58.5

三里塚小 60.0

御料牧場
記念館 57.0

三里塚
グラウンド 62.1

本城 57.7

南三里塚 57.0

測定局 �Lden

磯部 57.9

水掛 55.6

荒海 61.4

荒海橋本 62.0

飯岡 59.3

久住小 56.5

芦田（NAA）57.5

芦田 62.2

大生 59.9

赤荻 60.2

西和泉 64.4

東和泉 58.5

野毛平 60.8

野毛平
工業団地 59.8

堀之内 56.7

測定局 �Lden

猿山 46.2

滑川 51.5

新川 56.0

西大須賀 54.9

四谷 55.2

高倉 57.1

幡谷 55.1

内宿 49.4

土室（県） 59.6

土室（NAA）51.0

成毛 55.3

大室 52.5

大室（NAA）51.7

新田（NAA）51.6

新田 53.0

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�月の休館日＝1日（土・祝）〜4日㈫（年始
休館）・11日㈫・17日㈪・24日㈪・28日
㈮（館内整理日）・31日㈪

※ 10日（月・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
◦1月23日㈰＝「スクール・オブ・ロック」
　2003年・アメリカ・吹替
◦1月29日㈯＝「エンディングノート」
　2011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）、定員は各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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体力・運動能力測定会
成人・高齢者を対象に

日時＝2月26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2月18日㈮までにスポーツ

振興課（☎20-1584）へ。

暮らしを彩る器づくり
陶芸で皿や茶わんを

　日常生活で使うことができる自分だけ
の器を作ってみませんか。
日時＝2月9日㈬・16日㈬、3月9日㈬・

16日㈬（全4回） 午前9時30分〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象と定員＝18歳以上の人・8人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費）
持ち物＝汚れてもよい服装、エプロン
※申し込みは1月5日㈬から同館（☎40-

4880、1月10日を除く月曜日、1月
11日㈫は休館）へ。

危険物取扱者試験
暮らしの安全を支えるために

期日＝3月13日㈰
会場＝千葉経済大学・短期大学部（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＝1月7日㈮〜24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（〒260-08 
43 千葉市中央区末広2-14-1）へ。1
月4日㈫〜21日㈮は同センターホー
ムページ（https://www.shoubo-sh 
iken.or.jp）からも申し込めます

※くわしくは同センター（☎043-268-0 
381）へ。

リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

日時＝1月13日㈭〜16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＝1月18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18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。

子どもおはやし教室
初めての人も歓迎

日時＝1月30日㈰、2月6日㈰・13日㈰・
20日㈰（全4回） 午後3時〜4時30分
会場＝玉造公民館（2月20日は中央公民

館）
内容＝和楽器でお囃

はや
子
し

を練習する
対象＝市内在住・在学の小学生
定員＝10人（応募者多数は初めての人を

優先に抽選）
参加費＝無料
申込方法＝1月19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）・電話番号・学校名・学年・教室
名を玉造公民館（〒286-0011 玉造7-

　21 Eメールkominkan@city.narita. 
chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎26-3644、月曜日、
祝日、1月11日㈫は休館）へ。

図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

期日＝1月21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＝1月5日㈬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.librar 
y.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。

英語であそぼ!
楽しく触れてみよう

日時＝1月27日㈭、2月3日㈭・10日㈭
（全3回） 午前10時〜11時
会場＝玉造公民館
内容＝歌やエクササイズなどを通して英

語に親しむ
対象＝市内在住の未就学児（おおむね2〜

5歳）と保護者
定員＝10組（応募者多数は抽選。保護者

1人につき未就学児1人まで）
参加費＝無料
持ち物＝クレヨン、筆記用具、上履き、

飲み物
申込方法＝1月17日㈪（必着）までに、

はがきまたはEメールで住所・電話番
号・教室名・参加者全員の氏名（ふり
がな）・子どもの生年月日を玉造公民
館（〒286-0011 玉造7-21 Eメールk 
ominkan@city.narita.chiba.jp）へ
※くわしくは同館（☎26-3644、月曜日、
祝日、1月11日㈫は休館）へ。
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