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千葉ロッテマリーンズ公式戦
ALL FOR CHIBA

　プロ野球の千葉ロッテマリーンズの公
式戦（内野指定席）に無料で招待します。
日時＝5月17日㈫～19日㈭ 午後6時から
会場＝ZOZOマリンスタジアム（千葉市）
対戦相手＝東北楽天ゴールデンイーグル

ス
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝各100組200人（抽選）
申込方法＝4月1日㈮午前10時～17日

㈰午後10時に申し込み専用ホームペー
ジ（https://m-ticket-rsv.marines.
co.jp/fscity）から申し
込む。当選結果は4月
下旬にEメールで通知
します

※くわしくはマリーンズインフォメーショ
ンセンター（☎03-5682-6341）へ。

ナイターシニアリーグ
サッカーで汗を流そう

日時＝6月4日、7月2日、10月8日、11
月5日、12月3日の土曜日 午後7時～
9時
会場＝中台運動公園球技場
内容＝8人制でリーグ戦を行う
対象＝令和5年3月31日時点で55歳以

上の男性
参加費（1回当たり）＝500円（施設使用

料など）
※申し込みは各開催日の前日までに市

サッカー協会事務局・濱
はま

田
だ

さん（☎09 
0-8599-6918）へ。

物し催

不動の大井戸茶会
くみ上げられた名水で

　名水で入れたお茶で一服しませんか。
日時＝4月10日㈰・16日㈯・17日㈰・

23日㈯・24日㈰・29日（金・祝） 午
前10時～午後3時
会場＝成田生涯学習市民ギャラリー（な

ごみの米屋總本店2階）
※くわしくは成田市観光協会（☎22-21 

02）へ。

栗山公園のミニSL
汽笛を鳴らして出発進行

　市役所前の栗山公園でミニSLを次の
日程で運行します。また、蒸気機関車
D51の見学会も行います。
9月までの運行日＝4月24日、5月22日、

6月26日、7月24日、8月28日、9月
25日の日曜日（雨天中止）
運行時間＝午前10時～正午、午後1時

～3時（7・8月は午前9時～正午のみ）
※乗車は無料です。公園には駐車場がな

いため、来場するときは公共交通機関
を利用してください。くわしくは公園
緑地課（☎20-1562）へ。

成田太鼓祭
迫力ある演奏の数々

日時＝4月16日㈯・17日㈰ 午前10時
～午後7時（17日は午後5時まで）
会場＝成田山新勝寺・表参道
主な内容
◦千願華太鼓…両日とも午前10時から 

新勝寺大本堂前で。出演者全員による
大迫力の演奏

◦参道ステージ…両日とも午前10時30
分から表参道の各特設ステージで。太
鼓チームが趣向を凝らしたパフォーマ
ンスを披露

◦成田山千年夜舞台…16日午後5時か
ら新勝寺大本堂前特設ステージで。か
がり火に照らされた幽玄な雰囲気の中
での演奏

◦千鼓万礼パレード…17日午後3時か
ら表参道で。太鼓チームと伝統芸能
チームによるにぎやかなパレード

◦千灯路…16日夕方から表参道で。た
くさんの淡い光が夕暮れの表参道を優
しく照らす
交通規制
時間＝午前9時45分～午後8時（17日は

午後5時30分まで）
区間＝JR成田駅前～成田山門前（鍋店角）
※くわしくは成田太鼓祭実行委員会事務 

局（☎24-3232）へ。

本館・公津の杜分館は火〜金曜日は午
前9時30分〜午後7時（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＝4日㈪・11日㈪・18日㈪・
25日㈪・28日㈭（館内整理日）

※ 29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）。

図書館

会場＝市立図書館本館
◦4月17日㈰＝「世界の果ての通学路」
　2012年・フランス・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、入場は
無料です。くわしくは市立図書館（☎27-
2000）へ。

映画会

測定局 �Lden

磯部 55.1

水掛 54.8

荒海 57.4

荒海橋本 58.2

飯岡 56.1

久住小 55.2

芦田（NAA）53.7

芦田 58.3

大生 56.7

赤荻 56.4

西和泉 ─

東和泉 55.7

野毛平 56.9

野毛平
工業団地 56.9

堀之内 54.2

測定局 �Lden

猿山 49.3

滑川 54.3

新川 54.2

西大須賀 56.2

四谷 55.9

高倉 58.9

幡谷 55.3

内宿 53.9

土室（県） 61.5

土室（NAA）55.7

成毛 55.9

大室 57.4

大室（NAA）57.4

新田（NAA）49.0

新田 53.0

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、馬場測定局
及び西和泉測定局は工事に伴い欠測となっ
ています。くわしくは空港対策課（☎20-15�
21）へ。

令和4年2月分（単位：デシベル）
測定局 �Lden

竜台 51.1

北羽鳥 53.5

北羽鳥北部 53.0

長沼 53.7

押畑 48.0

下金山 49.0

馬場 ─

遠山小 56.1

本三里塚 57.3

三里塚小 57.6

御料牧場
記念館 54.5

三里塚
グラウンド 60.7

本城 55.3

南三里塚 56.5

航空機騒音測定結果

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。
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図書館のおはなし会
えほんとあそぼう

参加費＝無料
0・1歳のおはなしかい
日時＝4月15日㈮ 午前11時～11時30分
会場＝市立図書館本館
内容＝絵本の読み聞かせ、わらべうたの

紹介
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
申込方法＝市立図書館（☎27-2000）へ。

同館ホームページ（https://www.lib 
rary.city.narita.lg.jp）からも申し込め
ます
土曜日のおはなしかい
日時＝毎週土曜日 午前11時～11時30

分
会場＝市立図書館本館
内容＝絵本の読み聞かせ（第3土曜日は

昔話などの語り）
対象と定員＝4歳～小学生（第3土曜日は

5歳～小学生）・各6人（先着順）
杜のおはなしかい
日時＝第2・4火曜日 午後3時～3時30

分
集合場所＝市立図書館公津の杜分館
内容＝絵本の読み聞かせ
対象＝1人で聞ける子ども～小学生
定員＝各12人（先着順）
※土曜日のおはなしかいと杜のおはなし

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、0・1歳のおはな
しかいと土曜日のおはなしかいについ
ては市立図書館本館（☎27-2000）、杜
のおはなしかいについては市立図書館
公津の杜分館（☎27-7100）へ。

シニア教養講座
新しい趣味が見つかるかも

教室名と日時
①色えんぴつ画…5～3月の第1・3火曜

日（全15回） 午前9時30分～11時30分
②絵手紙…5～3月の第1・3火曜日（全15

回） 午後1時30分～3時30分
③ペン習字…5～3月の第2・4火曜日
（全18回） 午後1時30分～3時30分

④茶道…5～3月の第1・3金曜日（全16
回） 午後1時～4時

⑤ゆる体操…5～12月の第2・4木曜日（全
14回） 午前10時～11時30分

⑥短歌…5～10月の第3木曜日（全5回）
午後1時30分～3時30分

⑦ピラティス…6～9月の第2・4月曜日
（全7回） 午後1時30分～2時30分
会場＝赤坂ふれあいセンター、男女共同

参画センター
対象＝市内在住の60歳以上の人
定員＝①②③⑥15人、④12人、⑤⑦30

人（応募者多数は初めての人を優先に
抽選）
参加費＝無料（教材費は実費）
申込方法＝4月15日㈮（必着）までに往

復はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号・教室名を書いて赤坂ふれあいセン
ター（〒286-0017 赤坂2-1-14 ボン
ベルタ成田アネックス館B棟2階）へ

※往復はがき1枚につき1人1講座まで
申し込めます。返信用の宛名も記載し
てください。くわしくは同センター（☎
26-0236）へ。

うなバレー市民大会
子どもから高齢者まで楽しめる

　うなりくんが描かれたビニールボール
を使ったミニバレーです。子どもから高
齢者まで楽しめるので、気軽に参加して
みませんか。
日時＝5月7日㈯ 午前9時～正午
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4

月22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。

成田エアポートツーデーマーチ
最後の大会で思い出づくりを

期日とコース（雨天決行）
◦5月14日㈯…成田空港コース（10・

20・30㎞）、芝山里山コース（10・
20㎞）

◦5月15日㈰…成田義民コース（7・1 
0・20㎞）
参加費＝小学生以下無料、中学生200

円、高校生500円、一般1,500円（成
田市・芝山町在住の人は1,000円。当
日参加の人は2,000円）
申込方法＝4月13日㈬までに観光プロ

モーション課（市役所4階）、成田観光館、
成田市観光案内所、各公民館などにあ
る申込用紙に必要事項を書いて郵便局
で参加費を振り込む（手数料は実費）。
成田エアポートツーデーマーチ申し込
み専用ダイヤル（☎0570-039-846）
またはホームページ（h 
ttp://i.spoen.net/85 
985）からも4月22日㈮
まで申し込めます。当
日参加も受け付けます

※小学生以下は保護者同伴で参加してく
ださい。くわしくは成田エアポート
ツーデーマーチエントリー事務局（1 

0120-711-951）または同公式ホーム
ページ（https://www.narita2day.c 
om）へ。

杜の少年少女合唱団
歌が好きな子集まれ

　子どもたちが合唱団を結成し、専門家
の指導を受けながら、歌う楽しさを感じ
たり、友達の輪を広げたりします。
　また、4月16日㈯と5月7日㈯の午前
10時～正午に体験会を開催しますので、
気軽に参加してみませんか。
日時＝毎月第1・3土曜日 午前10時～正

午（全24回。6月4日㈯の初回は保護
者同伴のガイダンスあり）
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝市内・近隣市町在住の8～17歳

の人
持ち物＝筆記用具、飲み物
参加費＝年間1万2,000円（教材費など）
※申し込みは同館（☎27-5252、第4月

曜日は休館）へ。

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

伝 言 板
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お母さんと一緒に



＊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
広報なりた 2022.4.1 28

2c

催 

し 

物

お
知
ら
せ

募
　
集

4c

ようこそ1年生!
子ども館を見学しよう

　遊びや学びの場として利用できる子ど
も館の見学と簡単な工作を行います。
日時＝4月24日㈰ 午前10時～11時30分
会場＝子ども館
対象＝小学1年生
定員＝16人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝4月16日㈯までにEメールで

住所・氏名・電話番号・学校名・学年
を子ども館（Eメールkodomokan-ev 
ent@roukyou.gr.jp）へ。4月16日午
前10時～午後6時は電話（☎20-6300）
からも申し込めます

※くわしくは同館（月曜日、第3日曜日
は休館）へ。

生け花体験教室
覚えたことを自宅でも

日時＝5月7日㈯ 午前10時～11時30分
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝18歳以上の人
内容＝季節の花を使って生け花の基礎を

学ぶ
定員＝8人（先着順）
参加費＝700円（材料費・保険料）
持ち物＝花ばさみ、雑巾、レジャーシート、

飲み物、筆記用具、持ち帰り用の袋
※申し込みは4月4日㈪から、もりんぴ

あこうづ（☎27-5252、第4月曜日は
休館）へ。

ノルディック・ウォーク体験
新緑に包まれながら

日時＝5月13日㈮・20日㈮・27日㈮（全
3回） 午前9時30分～11時30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
内容＝専用のポールを使って足腰への負

担が少ない歩行運動を行う
対象＝18歳以上の人
定員＝10人（先着順）
参加費＝1,000円（保険料など。ポール

の貸し出しは1回当たり200円）
持ち物＝動きやすい服装、歩きやすい靴、

タオル、飲み物、ポール（貸し出しあり）
※申し込みは4月5日㈫から三里塚コミュ

ニティセンター（☎40-4880、月曜日
は休館）へ。

リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

　販売されてい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＝4月14日㈭～17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＝4月19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19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。

初心者ソフトテニス教室
1年かけてじっくり上達

日時＝4月2日・23日、5月21日、6月4
日・11日・25日、7月2日・23日、8
月13日・27日、9月3日・10日、10
月1日・22日、11月19日、12月10日・
17日・24日、1月14日・28日、2月
4日・25日、3月11日・25日の土曜
日（全24回） 午前9時～11時30分（午
前8時時点で雨天の場合は中止）
会場＝中台運動公園テニスコート
対象＝小学4～6年生の初心者
参加費＝300円（保険料など）
持ち物＝運動靴、ラケット（貸し出しあり）
申込方法＝Eメールで住所・氏名・電話

番号・学校名・学年を市ソフトテニス
連盟事務局（Eメールnrt.softtennis＠ 
gmail.com）へ

※くわしくは同事務局・麻
あ そ う

生さん（☎0 
90-4223-5530）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＝5月6日㈮・12日㈭・16日㈪・
24日㈫、6月9日㈭・13日㈪・24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
定員と参加費＝各1組（先着順）・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。

子育て支援員研修
保育の仕事に携わる

　保育施設などで働くことを目指す人を
対象に研修を開催します。
　修了者には全国の保育施設などで子育
て支援員として働くことができる修了証
書を交付します。
科目と期日
◦基本研修…5月9日㈪・16日㈪・23

日㈪（全3回）
◦共通科目…5月28日㈯・30日㈪、6

月4日㈯・6日㈪・11日㈯、7月25日
㈪（全6回。このほかに心肺蘇生法講習
1回あり）

◦選択科目…①②のいずれかを選択（両
方も可）

①保育従事者…6月27日㈪、7月4日㈪
（このほかに2日間の保育実習あり）

②ファミリー・サポート・センター協力
会員…6月13日㈪・20日㈪
時間＝午前9時20分～午後1時10分
会場＝成田国際福祉専門学校（郷部）、市

内保育園
内容＝乳幼児の食事と栄養、子どもの発

達などを講義や実習を通して学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の20歳以

上で、基本研修・共通科目・選択科目
の全日程に参加できる人
定員＝15人（応募者多数は抽選。団体で

申し込む場合は1事業者当たり5人まで）
参加費＝3,000円（テキスト代など）
申込方法＝4月18日㈪までに子育て支

援課（市役所2階）または市ホームペー
ジ（https://www.city.narita.chiba.
jp/kosodate/page139100.html）
にある申込用紙に必要事項を書いて同
課へ

※くわしくは同課（☎20-1538）へ。

広 報 なり た

市ホームページで閲覧できます。
https://www.city.narita.chiba.jpURL
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伝統文化親子体験教室
楽しく学ぼう

会場＝中央公民館
茶道教室
日時＝5月15日、7月17日、8月7日・

28日、9月18日、11月20日、12月
18日、1月15日の日曜日（全8回） 午
前9時30分～正午
対象＝5歳～中学生
定員＝20人（先着順）
参加費（1回当たり）＝500円（茶菓子代）
申込先＝瀧

たき
澤
ざわ

さん（☎26-0216）
日本舞踊教室
日時＝6月5日・19日、7月10日、8月7

日、9月11日、10月16日、11月13日、
12月18日、1月15日の日曜日（全9回） 
午後1時～3時
対象＝5歳～高校生
定員＝15人（先着順）
参加費＝無料
申込先＝椿

つばき
さん（☎28-2058）

書道教室
日時＝6月11日、7月2日、8月27日、9

月10日、10月8日、11月12日・26日、
12月10日の土曜日（全8回） 午後1時～
3時
対象＝小学1～3年生
定員＝40人（先着順）
参加費＝無料
申込先＝吉

よし
田
だ

さん（☎22-2539）
※くわしくは各申込先へ。

春季バドミントン大会
力を合わせて挑む

日時＝4月24日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
競技方法＝男女別ダブルス
対象＝中学生以上
定員＝150組（先着順）
参加費（1組当たり）＝2,000円（シャト

ル代など）
申込方法＝4月15日㈮までにEメールで

住所・ペアの氏名（ふりがな）・電話番
号・所属チーム名・参加ランク（分か
る人のみ）を市バドミントン協会事務
局・藤

ふじ
野
の

さん（Eメールnrt-badkyo@
cpost.plala.or.jp）へ

※くわしくは市スポーツ協会事務局（☎
33-3811）へ。

預かり保育従事者
大栄幼稚園で働きませんか

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
勤務期間＝5月1日～3月31日
勤務日時＝週3～5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）
勤務場所＝大栄幼稚園
時給＝1,270円～1,320円（金額は職務

経験年数に応じて決定。勤務時間に応
じ社会・雇用保険加入と期末手当あ
り）
応募方法＝4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

※くわしくは保育課（☎20-1607）へ。

親子体験農業教室
収穫の喜びを味わえる

　自分の畑を持ち、植え付けから収穫ま
でを1年間を通して体験します。また、6・
9・11・3月には市内の畑や農園でナシ
やイチゴ狩りなどを行います。家族と一
緒に自然との触れ合いを楽しみません
か。
対象＝市内在住の小学生とその家族
定員＝12家族（応募者多数は初めての家

族を優先に抽選）
参加費（1家族当たり）＝年間1万円
申込方法＝4月15日㈮（必着）までに、は

がきまたはEメールで住所、参加者全
員の氏名・年齢、電話番号を農政課

（〒286-8585 花崎町760 Eメールn 
osei@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1542）へ。

児童ホーム支援員
一緒に働きませんか

応募資格＝18歳以上で業務に意欲的に
取り組める人
募集人員＝3人程度
業務内容＝留守家庭児童（小学生）の育成

支援
勤務期間＝5月1日～3月31日
勤務日時＝月～土曜日（祝日を除く） 午

後1時30分～7時のシフト制（土曜日、
小学校の長期休業期間は午前7時30
分から）
勤務場所＝市内児童ホーム
時給＝放課後児童支援員の資格あり1,1 

70円～1,220円、資格なし1,140円～
1,180円（金額は職務経験年数に応じ
て決定。勤務時間に応じ社会・雇用保
険加入と期末手当あり）
応募方法＝4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
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。

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
◦5月15日㈰…成田消防署（☎20-1594）
◦5月22日㈰…赤坂消防署（☎26-3210）
◦6月19日㈰…三里塚消防署（☎35-100 

7）
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＝6月25日㈯ 午前9時～午後5時
会場＝市役所6階大会議室
定員＝30人（先着順）
申込方法＝5月9日㈪午前9時から警防

課（☎20-1592）へ
※くわしくは各申込先へ。

募 集


