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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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シニアバスケットボール大会
B&G杯

日時＝6月11日㈯・12日㈰ 午前9時か
ら
会場＝大栄B&G海洋センター
対象＝市内・近隣市町に在住・在勤の昭

和57年度以前に生まれた人で編成さ
れたチーム
定員＝男女各8チーム（応募者多数は抽

選）
参加費（1チーム当たり）＝1,500円（賞

品代など）
申込方法＝5月29日㈰までに市バスケッ

トボール協会ホームページ（https://
basketnrt.web.fc2.com）にある申込
書をEメールで同協会（you832215 
@yahoo.co.jp）へ

※くわしくは同協会・宮
みや

本
もと

さん（☎080-
5475-1188）へ。

市民硬式テニス教室
初心者でも楽しめる

日時＝5月14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
はやし

さ
ん（☎090-4063-5859）へ。

ら知お せi

広報なりたの配布
駅や郵便局でも

　市では、広報なりたを新聞折り込みで
配布するほか、市内の各施設や郵便局な
どでも配布しています。
配布場所＝行政資料室（市役所1階）、下

総・大栄支所、保健福祉館、各公民館、
市立図書館、そのほか市が所管する施
設、JR成田駅、京成成田駅、公津の杜
駅、各郵便局、イオンモール成田（さ
くら広場）など

※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

下総支所の千葉銀行ATM
営業を終了します

　下総支所の駐車場に設置されている千
葉銀行のATMは、銀行側の都合により
6月5日㈰午後6時をもって営業を終了
します。
※くわしくは千葉銀行神崎支店（☎047 

8-72-2331）へ。

物し催

平和大塔まつり奉納総踊り
3年ぶりの開催は新勝寺境内で

日時＝5月7日㈯ 午後2時50分〜3時45
分
コース＝大本堂前〜平和大塔
※くわしくは成田市観光協会（☎22-21 

02）へ。

ふれあいコンサート
優雅な昼のひとときを

日時＝5月26日㈭ 午後0時10分〜0時
50分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝ケニチロカルテットによるクラリ

ネット四重奏
定員＝88人（先着順）
入場料＝無料
※申し込みは5月11日㈬から文化国際

課（☎20-1534）へ。

若い芽の作品展
県内出身の若手作家による

日時＝5月9日㈪〜6月12日㈰ 午前9時
〜午後7時
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝窪

くぼ
田
た

一
かず

登
と

さんによる「不可視の作
用」をテーマにした絵画の展示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは同館（☎27-5252、第4月
曜日は休館）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

PDF版・電子ブック版

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＝2日㈪・9日㈪・16日㈪・
23日㈪・30日㈪・31日㈫（館内整理日）

※ 3日（火・祝）〜5日（木・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
◦5月22日㈰＝「フェアウェル」
　2019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 55.8

水掛 55.0

荒海 59.3

荒海橋本 60.2

飯岡 56.9

久住小 55.8

芦田（NAA）54.6

芦田 59.8

大生 57.5

赤荻 57.4

西和泉 62.0

東和泉 56.4

野毛平 57.8

野毛平
工業団地 57.5

堀之内 54.7

測定局 �Lden

猿山 49.7

滑川 55.6

新川 55.0

西大須賀 58.6

四谷 57.7

高倉 61.5

幡谷 55.8

内宿 54.3

土室（県） 64.4

土室（NAA）55.9

成毛 56.2

大室 57.5

大室（NAA）57.2

新田（NAA）49.7

新田 51.7

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4年3月分（単位：デシベル）
測定局 �Lden

竜台 51.7

北羽鳥 54.9

北羽鳥北部 53.9

長沼 54.7

押畑 47.7

下金山 49.3

馬場 52.7

遠山小 56.9

本三里塚 58.4

三里塚小 59.3

御料牧場
記念館 55.2

三里塚
グラウンド 62.2

本城 55.6

南三里塚 58.2

航空機騒音測定結果



お
知
ら
せ

催 

し 

物

広報なりた 2022.5.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です19

募
　
集

明治大学・成田社会人大学
もっと知りたいをサポート

　令和4年度の受講生と会場設営や受け
付けなどを行う運営ボランティアを募集
します。ボランティアの定員は各課程3
人程度（応募者多数は抽選）で、講座を受
講する際の受講料が無料になります。
日時＝6月11日・18日、7月2日・9日・

16日・23日・30日、8月6日・20日・
27日、9月3日・10日・17日、10月1日・
8日・15日・29日、11月12日・19日・
26日の土曜日のうち、各課程10日間
①午後2時〜4時②午前10時〜正午
会場＝①市役所6階大会議室②Web会

議サービス「Zoom」（市役所6階大会
議室でも受講可能）
課程とテーマ・講師（各全10回）
①国際社会課程・「揺らぐ世界秩序を地

政学・地経学から考える」…小
こ

林
ばやし

尚
なお

朗
き

さん（明治大学商学部教授）、福
ふく

田
だ

邦
くに

夫
お

さん（同大学名誉教授）ほか
②ライフマネジメント課程・「ライフス

タイルマネジメント〜健康な生活から
資産の運用まで」…釜

かま
崎
さき

太
ふとし

さん（同大
学法学部教授）、宮

みや
脇
わき

梨
り

奈
な

さん（同大学
文学部講師）ほか
対象＝市内在住・在勤・在学の18歳以

上で、学習意欲のある人
定員＝各100人（応募者多数は初めての

人を優先に抽選）
受講料＝各1万円（材料費などは実費）
申込方法＝5月16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・性別・電話番号・職業（市
外の人は勤務先や学校名も）・希望す
る課程名（1人1課程）・運営ボランティ
ア希望の場合は「運営ボランティア希
望」を書いて生涯学習課「明大」係（〒2 
86-8585 花崎町760 Eメールshog 
aku@city.narita.chiba.jp）へ

※日程は変更となる場合があります。②
を自宅で受講する場合はインターネッ
ト環境が必要になりますので注意して
ください。くわしくは同課（☎20-15 
83）へ。

なりた冒険塾
いろいろチャレンジ

期日＝6月18日、7月16日、8月27日、9
月24日、10月29日、11月19日、12月
3日の土曜日（全7回。このほかに実施
内容を考えるための作戦会議を随時実
施）
内容＝野外体験など自分たちで考えた内

容を実践し、自ら学び考える力を養う
対象＝市内在住・在学の小学4〜6年生
定員＝18人（応募者多数は抽選）
参加費＝4,000円程度（教材費）
申込方法＝5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
室名を中央公民館（〒286-0017 赤坂
1-1-3 Eメールkominkan@city.nari 
ta.chiba.jp）へ

※会場は開催日ごとに異なり、原則現地
集合・現地解散となります。くわしく
は同館（☎27-5911、第1月曜日、祝
日は休館）へ。

動物愛護事業
ペットと楽しく暮らすために

県動物愛護センター
◦犬・猫の飼い主…理由があって飼い続

けることが難しくなったり、県動物愛
護センターが保護したりした犬・猫の
新しい飼い主を募集しています

◦動物愛護教室…依頼に応じて、学校の
授業や地域の勉強会などに講師を派遣
します

◦犬のしつけ方教室…希望者へ動画配信
サイト「YouTube」で配信しています

◦親子体験教室（夏休み期間のみ）…小学
生と保護者を対象に、犬との安全な接
し方などについて講習します
千葉県動物保護管理協会
◦動物の飼い方相談・教室…動物の飼い

方相談やしつけ方教室を開催していま
す

※くわしくは県動物愛護センター（☎9 
3-5711 ホームページhttps://www. 
pref.chiba.lg.jp/aigo/index.html）、
動物の飼い方相談・教室については千
葉県動物保護管理協会（☎043-214-
7814 ホームページhttp://www.c- 
animal.jp）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＝6月22日㈬・29日㈬、7月13日

㈬・20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＝18歳以上の人
定員＝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5月5日（木・祝）から同セン

ター（☎40-4880、月曜日は休館）へ。

ウォークラリー大会
チームで問題を解きながら

日時＝6月12日㈰ 午前9時から（雨天決
行）
集合場所＝中台運動公園陸上競技場
コース＝参道と電車道をたどるコース
（約5km）
対象＝市内在住・在勤・在学の小学生以

上で構成された2〜5人のチーム
定員＝30チーム（先着順）
参加費（1人当たり）＝小中学生300円、

高校生以上500円（保険料・賞品代な
ど）

※申し込みは6月3日㈮までに市レクリ
エーション協会事務局（スポーツ振興
課・☎20-1584）へ。
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期日＝1日㈰・3日（火・祝）〜5日（木・
祝）・7日㈯・8日㈰・14日㈯・15
日㈰・21日㈯・22日㈰・28日㈯・
29日㈰
区間と時間
◦JR成田駅〜薬師堂…午前11時〜

午後2時（28日・29日は午前10
時〜午後4時）

◦薬師堂〜成田山門前（鍋店角）…
午前11時〜午後4時（28日・29
日は午前10時から）

※くわしくは、28日・29日について
は観光プロモーション課（☎20-1 
540）、そのほかの日については
成田市観光協会（☎22-2102）へ。

表参道の交通規制
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リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

日時＝5月19日㈭〜22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＝5月24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24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。

植木剪定教室
手入れに役立つ知識を伝授

日時＝6月4日㈯・5日㈰（全2回） 午前10
時〜午後3時
会場＝遠山公民館
内容＝道具の手入れや植木の剪

せん
定
てい

方法を
実技を交えて学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の18歳以

上の人
定員＝18人（応募者多数は初めての人を

優先に抽選）
参加費＝無料
持ち物＝剪定道具、飲み物、昼食
申込方法＝5月13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・教室名を
遠山公民館（〒286-0122 大清水48- 
7 Eメールkominkan@city.narita.c 
hiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎35-0600、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＝5月20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＝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
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。

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/
boshu/index0644.html）
申込方法＝5月18日㈬〜6月1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（〒286-85 
85 花崎町760）へ

試験日＝7月10日㈰
会場＝東京学館高校（酒々井町）
※試験日などは変更になる場合があります。初級職な

どの採用試験日程は、広報なりた7月1日号に掲載予
定です。くわしくは人事課（☎20-1505）へ。

令和5年4月採用の市職員を募集
募集職種 募集人員 受験資格

一般行政職上級 13人程度
次のいずれかに当てはまる人
◦平成4年4月2日〜13年4月1日生まれの人
◦平成13年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業または令和

5年3月末日までに卒業見込みの人

一般行政職上級
（専門試験なし） 7人程度

次のいずれかに当てはまる人
◦昭和62年4月2日〜平成13年4月1日生まれの人
◦平成13年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業または令和

5年3月末日までに卒業見込みの人
一般行政職上級

（社会福祉主事） 若干名 昭和57年4月2日以降に生まれ、社会福祉主事任用資格（社会福祉士・精神保健福祉士資格を含
む）を持つ人（令和5年3月末日までに取得見込みの人を含む）

一般行政職上級
（学芸員） 若干名

平成4年4月2日以降に生まれ、次の全てに当てはまる人
◦博物館法に基づく学芸員の資格を持つ人（令和5年3月末日までに取得見込みの人を含む）
◦大学または大学院において文化財（考古学）に関する専門課程を修了または令和5年3月末日ま

でに修了見込みの人で、国内における文化財の発掘調査や保護に関する専門的知識・技術を
有する人

一般行政職上級
（障がい者） 若干名

障害者手帳の交付を受けていて、次のいずれかに当てはまる人
◦昭和57年4月2日〜平成13年4月1日生まれの人
◦平成13年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業または令和

5年3月末日までに卒業見込みの人
技術職土木上級 5人程度 次のいずれかに当てはまる人

◦昭和57年4月2日〜平成13年4月1日生まれの人
◦平成13年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業または令和

5年3月末日までに卒業見込みの人技術職建築上級 若干名

保育士 3人程度 昭和57年4月2日〜平成15年4月1日生まれで、保育士（本市に係る国家戦略特別区域限定保育
士を含む）の登録を受けている人（令和5年3月末日までに登録見込みの人を含む）
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トライアスロン大会
成田キッズ

日時＝7月16日㈯ 午前8時30分から
会場＝中台運動公園内特設会場
競技種目
◦小学1・2年生…スイム25m・バイク

1km・ラン750m
◦小学3・4年生…スイム50m・バイク

2km・ラン750m
◦小学5・6年生…スイム100m・バイ

ク2km・ラン1.5km
◦中学生…スイム300m・ラン3km
定員＝小学生各90人・中学生30人（先

着順）
参加費＝各3,500円（保険料など）
申込方法＝6月24日㈮までに成田キッ

ズトライアスロン大会ホームページ（h 
ttps://www.ne.jp/asahi/shake/h 
and）へ
トライアスロン教室
日時＝6月25日㈯ 午前10時〜正午
会場＝下総運動公園サイクルロード
内容＝トライアスロン競技のバイクやラ

ンの基礎技術を学ぶ
対象＝初心者の小学生
定員＝30人（先着順）
参加費＝500円（保険料）
申込方法＝6月18日㈯までに成田キッ

ズトライアスロン大会ホームページへ
※くわしくは成田トライアスリートクラ

ブ事務局・園
その

川
かわ

さん（☎090-1105-97 
73）へ。

歌舞伎講座〜歌舞伎の衣裳
着付けの様子を交えて解説

　舞台を彩る衣装の細部のこだわりなど
を実際に着付ける様子を交えながら解説
します。
　日本の伝統芸能である歌舞伎につい
て、理解を深めてみませんか。
日時＝6月4日㈯ 午後1時30分〜3時
会場＝スカイタウンホール
講師＝上

うえ
松
まつ

朋
とも

美
み

さん（松竹衣裳㈱）
定員＝246人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは5月6日㈮から観光プロモー

ション課（☎20-1540）へ。全席指定
となりますが、席を選ぶことはできま
せん。

自衛官候補生
国を守る力に

応募資格＝18〜32歳の人
※年間を通して随時受け付けています。

くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎
22-6275）へ。

かんたんへアアレンジ講座
親子で参加

　難しい道具は使わず、簡単にできるヘ
アアレンジの方法を美容師が分かりやす
く教えます。
日時＝6月5日㈰ 午前10時〜11時
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝髪の毛が肩より長い3歳〜小学生

と保護者
定員＝10組20人（先着順）
参加費（1人当たり）＝300円（保険料な

ど）
持ち物＝飲み物
※申し込みは5月5日（木・祝）からもり

んぴあこうづ（☎27-5252、第4月曜
日は休館）へ。

一般事務員
子育て支援課で

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝2人
業務内容＝窓口での受け付け事務、デー

タ入力、書類整理など
勤務期間＝7月15日〜10月14日
勤務日時＝週3日程度（土・日曜日、祝

日を除く） 午前9時〜午後5時
勤務場所＝子育て支援課（市役所2階）
時給＝990円〜1,010円（金額は職務経

験年数に応じて決定）
応募方法＝5月20日㈮（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
子育て支援課（〒286-8585 花崎町7 
60）へ。後日、面接日を通知します

※くわしくは同課（☎20-1538）へ。

男女共同参画講座
初回のみの参加もできます

　年間を通して、ワーク・ライフ・バラ
ンスについての講座を開催します。
　どの世代の人にとっても身近な内容な
ので参加してみませんか。
期日とテーマ・講師（全5回）
①6月26日㈰…イライラから自由にもっ

と笑顔に・菅
かん

野
の

昭
しょう

子
こ

さん（アンガーマ
ネジメントファシリテーター）

②7月24日㈰…お父さんの「ケアする力」
を高めよう！仕事も家庭も大切に男も
育児・介護する社会へ向けて・古

ふる
山
やま

陽
よう

一
いち

さん（国際医療福祉大学成田キャン
パス看護学部専任講師）

③10月10日（月・祝）…人生笑顔でしな
やかに・三

さん
遊
ゆう

亭
てい

金
きん

朝
ちょう

さん（落語家）
④11月19日㈯…あなたの睡眠大丈夫で

すか?・星
ほし

野
の

達
たつ

也
や

さん（成田赤十字病
院精神科認定看護師）

⑤令和5年2月開催予定（日程などの詳細
が決まり次第、市ホームページでお知
らせします）
時間＝午前10時30分〜正午（②③は午

後1時30分〜3時）
会場＝赤坂ふれあいセンター（③はスカ

イタウンホール）
対象＝市内在住・在勤・在学の人（①のみ

の受講を希望する場合は、どなたでも）
定員（先着順）
◦全講座の受講を希望する人…15人
◦①のみの受講を希望する人…35人（市

内在住・在勤・在学の人を優先）
参加費＝無料
申込方法＝6月22日㈬までに電話・FA 

X・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
児の申し込みは6月15日㈬までに同
課へ

※くわしくは同課へ。

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。


