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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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下水道
正しい使用と点検を

　各家庭の排水管へ、野菜くず・残飯・
油・薬品類・水に溶けない紙などを流す
と、汚水管の変形や詰まりの原因となり
ます。
　修理には多額の費用がかかる場合があ
りますので、日頃から正しい使用と点検
をお願いします。
※くわしくは下水道課（☎20-1553）へ。

物し催

教科書展示会
手に取って見てください

日時＝6月10日㈮〜23日㈭ 午前9時〜
午後5時
会場＝中央公民館
内容＝小中学校・特別支援学校・特別支

援学級用教科書見本の展示
※県内各地の県教科書センター・移動教

科書展示場でも展示しています。くわ
しくは県学習指導課（☎043-223-40 
59）へ。

ふれあいコンサート
優雅な昼のひとときを

日時＝6月16日㈭ 午後0時10分〜0時5 
0分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝Y

ワイ
.M

ム ジ ー ク
usikによるソプラノ二重唱な

どの声楽コンサート
定員＝88人（先着順）
入場料＝無料
※申し込みは6月7日㈫から文化国際課
（☎20-1534）へ。

宗吾霊堂紫陽花まつり
イベントも色とりどりに

期間＝6月5日㈰〜26日㈰
会場＝宗吾霊堂あじさい園
箏
こと
・尺八・二胡などの演奏会
期日＝期間中の日曜日
時間＝午前10時〜午後3時
※くわしくは「紫陽花植樹による観光地

づくり」実行委員会事務局（成田市観光
協会・☎22-2102）へ。

成田祇園祭関連イベント
展示と講演会を開催

関東の山車人形と成田祇園祭展
日時＝6月4日㈯〜7月10日㈰ 午前10時

〜午後5時（6月21日㈫〜24日㈮に山
車人形の展示替えを行います）
会場＝スカイタウンギャラリー
内容＝江戸末期などに制作された関東各

地の山車人形24体や成田祇園祭に関
する資料の展示
入場料＝無料
成田祇園祭特別講演会
日時＝7月9日㈯ 午後4時から
会場＝スカイタウンホール
講師＝関

せき
根
ね

賢
けん

次
じ

さん（成田市副市長）
定員と参加費＝225人（先着順）・無料
申込方法＝6月5日㈰から電話・FAX・

Eメールのいずれかで氏名・電話番号・
参加人数を文化芸術センター（☎20-1 
133 FAX22-7311 Eメールskytow 
n@city.narita.chiba.jp）へ

※関東の山車人形と成田祇園祭展の鑑賞
を希望する人は当日直接会場へ。くわ
しくは、関東の山車人形と成田祇園祭
展については観光プロモーション課（☎
20-1540）、成田祇園祭特別講演会に
ついては文化芸術センター（月曜日は
休館）へ。

スカイタウンコンサート
親子で楽しむクラシック

　ヴァイオリンとハープによる子どもの
ための夕涼みコンサートを開催します。
くるみ割り人形より「花のワルツ」など、
なじみのある曲を演奏します。
日時＝7月29日㈮ 午後5時から
会場＝スカイタウンホール
出演＝大

おお
木
き

理
り

恵
え

さん、若
わか

林
ばやし

佳
よし

水
み

さん
定員＝278人（先着順）
入場料（全席指定）＝1,500円（高校生以

下は500円。2歳以下は1人まで膝上
鑑賞無料）
申込方法＝6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 電話は
同日午前10時から）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。

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＝6日㈪・13日㈪・20日㈪・
27日㈪・30日㈭（館内整理日）

図書館

会場＝市立図書館本館
◦6月11日㈯＝「ターシャ・テューダー 静

かな水の物語」
　2017年・日本
※上映は午後2時から、定員は158人（先着

順）、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 55.2

水掛 54.5

荒海 58.9

荒海橋本 59.9

飯岡 56.3

久住小 55.4

芦田（NAA）54.0

芦田 59.3

大生 56.8

赤荻 56.2

西和泉 61.7

東和泉 55.8

野毛平 57.1

野毛平
工業団地

56.6

堀之内 54.0

測定局 �Lden

猿山 49.4

滑川 55.2

新川 54.6

西大須賀 58.8

四谷 57.3

高倉 61.4

幡谷 55.4

内宿 54.2

土室（県） 64.6

土室（NAA）55.6

成毛 56.1

大室 57.3

大室（NAA）57.1

新田（NAA）48.3

新田 49.0

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。くわしくは空港対
策課（☎20-1521）へ。

令和4年4月分（単位：デシベル）

測定局 �Lden

竜台 50.9

北羽鳥 54.4

北羽鳥北部 53.1

長沼 54.2

押畑 46.9

下金山 49.4

馬場 51.8

遠山小 54.7

本三里塚 56.5

三里塚小 57.6

御料牧場
記念館

54.8

三里塚
グラウンド

61.4

本城 55.4

南三里塚 57.9

航空機騒音測定結果
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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

　自転車や家具類などのリサイクル製品
を販売します。故障したり破損したりし
た箇所は丁寧に修理されているので活用
してみませんか。
日時＝6月9日㈭〜12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＝6月14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14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。

フレンドリータウンデイズ
鹿島アントラーズを応援しよう

　サッカー J1リーグの「鹿島アントラー
ズ対ヴィッセル神戸」の試合にペアで無
料招待します。
日時＝7月16日㈯ 午後6時から
会場＝カシマサッカースタジアム（茨城

県鹿嶋市）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝1,000組2,000人（抽選）
申込方法＝6月17日㈮までに鹿島アン

トラーズホームページ
（https://form.jleag 
ue.jp/members/au 
th/index/KA/2015 
0_avdb_1072?cid=nmkdbRpFul
l&mode=default&favopp=KA_2 
0220716_invite_ftd_narita）から申
し込む

※くわしくは午前10時〜午後4時に鹿
島アントラーズコールセンター（☎02 
99-82-5555 Eメールsupport@ant 
lers.co.jp）へ。

市民文化祭
芸術の秋に向けて

　10・11月に開催される市民文化祭の
参加者を募集します。
展示の会場と催し物・期日
中央公民館
◦山野草展…10月8日㈯・9日㈰
スカイタウンギャラリー
◦陶芸展…10月14日㈮〜20日㈭
◦市民美術展…10月15日㈯〜23日㈰
◦いけばな展…10月29日㈯・30日㈰
◦書道協会展…10月29日㈯〜11月6日

㈰
◦文芸・手工芸・写真・市民書道展…

11月2日㈬〜6日㈰
発表の会場と催し物・期日
スカイタウンホール
◦邦楽のつどい…10月8日㈯
◦軽音楽のつどい…10月9日㈰
◦古典の日記念朗読コンサート…10月

15日㈯
◦ダンス・バレエの祭典…10月22日㈯
◦舞踊の祭典…10月30日㈰
◦演劇祭…11月6日㈰
大栄公民館
◦吟道の祭典…10月2日㈰
◦歌謡の祭典…10月9日㈰
◦民謡の祭典…11月13日㈰
大会の会場と催し物・期日
スカイタウンホール
◦健康マージャン大会…10月2日㈰
成田公民館
◦短歌大会…10月8日㈯
中央公民館
◦将棋大会…10月9日㈰
◦囲碁大会…10月16日㈰
対象＝市内在住・在勤・在学の人
申込方法＝6月24日㈮（必着）までに、は

がき・FAX・Eメールのいずれかで参
加者（団体の場合は代表者）の住所・氏
名・年齢・電話番号・参加希望の催し
物を書いて文化国際課（〒286-8585 
花崎町760 FAX22-4494 Eメール
bunkoku@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課（☎20-1534）へ。

親子環境学習会
印旛沼の水循環や生態を知る

日時＝7月28日㈭ 午前9時〜午後4時
集合場所＝市役所1階ロビー
見学先＝佐倉草ぶえの丘、佐倉市観光

船
対象＝市内在住の小学生と保護者
定員＝12人（応募者多数は抽選）
参加費＝小学生100円、高校生以上41 

0円（入園料）
申込方法＝6月30日㈭（必着）までに、

はがき・FAX・Eメールのいずれかで
参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・
年齢・性別・電話番号を、なりた環
境ネットワーク事務局（〒286-8585 
花崎町760 FAX22-4449 Eメール
kankei@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同事務局（環境計画課・☎
20-1533）へ。

ら知お せi

街路樹の害虫
見つけたら連絡を

　害虫による街路樹の被害を最小限に
抑えるためには、害虫を早期に発見す
ることが必要です。街路樹の葉に害虫
や異変を発見した場合は、道路管理課

（☎20-1551）へ連絡してください。
※くわしくは同課へ。

大栄B＆G海洋センター
プールがオープン

期間＝9月30日㈮まで
時間＝午前9時30分〜正午、午後1時

30分〜4時（金・土曜日は午後5時30
分〜8時）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
料金＝小中学生50円、高校生以上110

円
※新型コロナウイルス感染症の拡大防

止のため、施設の利用を制限してい
ます。くわしくは大栄B＆G海洋セン
ター（☎73-5110、月曜日、祝日の翌
日は休館）または市スポーツ・みどり
振興財団ホームページ（https://ww 
w.park-narita.jp）へ。

募 集
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0・1歳のおはなしかい
えほんとあそぼう

日時＝6月17日㈮ 午前11時〜11時30
分
会場＝市立図書館本館
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）
参加費＝無料
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

※くわしくは同館へ。

グランドピアノの一般開放
市役所ロビーで演奏を

日時＝7月6日㈬・11日㈪・20日㈬・26
日㈫、8月4日㈭・10日㈬・16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（中学

生以下は保護者同伴）
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。

ベビーマッサージ教室
助産師から学ぶ

　助産師に教わりながらベビーマッサー
ジに挑戦します。また、災害時における
ミルクなどの備えについて学びます。
日時＝6月22日㈬・29日㈬、7月6日㈬
（全3回） 午前10時〜11時
会場＝久住公民館
対象＝生後3〜8カ月のはいはい前の赤

ちゃんと母親
定員＝8組（応募者多数は抽選）
参加費＝100円（教材費）
申込方法＝6月10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）・電話番号・子どもの月
齢・教室名・託児（1〜6歳）の有無を
久住公民館（〒286-0814 幡谷922-2 
Eメールkominkan@city.narita.chib 
a.jp）へ

※くわしくは同館（☎36-1646、月曜日
は休館）へ。

伝統文化親子体験教室
楽しく学ぼう

定員＝各20人（先着順）
参加費＝無料
おこと・三味線教室
日時＝7月16日㈯・17日㈰・23日㈯・24

日㈰・30日㈯・31日㈰、8月6日㈯・7
日㈰（全8回） 午後2時30分〜4時
会場＝中央公民館
対象＝小学4年生〜中学生
申込先＝清

せい
野
の
さん（☎080-6002-1825）

尺八教室
日時＝7月17日・24日・31日、8月7日・

14日・21日・28日の日曜日（全7回） 
午前10時〜11時
会場＝中央公民館
対象＝小学3年生〜高校生
申込先＝清

せい
野
の
さん（☎090-9132-0494）

五色百人一首・書き初め
日時＝7月31日㈰、8月7日㈰・21日㈰・

28日㈰、1月5日㈭（全5回） 午前10
時〜11時30分
会場＝赤坂ふれあいセンター
対象＝5歳〜小学生
申込先＝小

こ
林
ばやし

さん（☎090-6145-6115）
※くわしくは各申込先へ。

職種（募集人員）
勤務場所 応募資格 業務内容 勤務条件（勤務時間には休憩を含む） 応募期間

応募・問い合わせ先など

保育士
（7人程度）
市立保育園

保育士の資格を持
つ人（学生不可） 乳幼児の保育

勤務日時＝月〜金曜日と月1回の土曜日（祝日を除く） 午前8時30
分〜午後5時のシフト制（時間外勤務あり。短時間勤務も可）

時給＊＝1,270円〜1,320円（勤務時間に応じ期末手当あり）

◦6月15日㈬（当日消印有効）
まで（土・日曜日、祝日を
除く）

◦保育課（市役所2階 〒28 
6-8585 花崎町760）・☎
20-1607

　後日、面接日を通知します

看護師
（3人程度）
市立保育園

看護師または准看
護師の資格を持つ
人

園児の健康管
理、乳幼児保
育の補助

勤務日時＝月〜金曜日と月1回の土曜日（祝日を除く） 午前8時30
分〜午後5時のシフト制（時間外勤務あり。短時間勤務も可）

時給＊＝1,400円〜1,440円（勤務時間に応じ期末手当あり）

児童ホーム支援
員

（100人程度）
市内児童ホーム

18歳以上で業務に
意欲的に取り組め
る人（高校生を除く）

留守家庭児童
（小学生）の育
成支援など

勤務日時＝月〜土曜日（祝日を除く）午前7時30分〜午後7時のシ
フト制

時給＊＝1,140円〜1,180円

預かり保育従事
者

（1人）
大栄幼稚園

幼稚園教諭免許ま
たは保育士の資格
を持つ人（学生不可）

預かり保育中
の園児の保育

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）

時給＊＝1,270円〜1,320円（勤務時間に応じ社会・雇用保険加入
と期末手当あり）

一般事務員
（1人）
市立図書館本館・
公津の杜分館

パソコン操作がで
きる人

図書の排架、
書架整理、カ
ウンターでの
貸し出し・返
却業務など

勤務日時＝月14日程度（土・日曜日、祝日を含む） 午前8時30分
〜午後5時15分または午前10時30分〜午後7時15分のシフト
制

時給＊＝990円〜1,010円（期末手当あり）

◦6月15日㈬（必着）まで（月
曜日を除く）

◦市立図書館（〒286-0017 
赤坂1-1-3）・☎27-2000

　後日、面接日を通知します

保育園などで働きませんか
勤務期間＝7月1日〜3月31日（児童ホーム支援員は7月21日〜8月31日）
応募方法＝封筒に職種を書き、写真（6カ月以内に撮影した物）を貼った履歴書を直接または郵送で各応募先へ

＊金額は職務経験年数に応じて決定

緑道は歩行者と自転
車の専用道路です。
バイクの乗り入れは
禁止されています。
絶対にやめましょう。

緑道は
バイク
禁止
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リサイクル教室
エコバッグを作ろう

日時＝6月24日㈮ 午前10時〜午後4時
会場＝リサイクルプラザ
内容＝壊れた傘を再利用してエコバッグ

を作る
定員と参加費＝10人（先着順）・無料
持ち物＝壊れた傘1本、裁縫道具
※申し込みは同館（☎36-1000）へ。

ユネスコ世界遺産講演会
古代日本人へ思いをはせて

日時＝6月27日㈪ 午後3時〜5時
会場＝市役所6階中会議室
テーマ＝御所野遺跡と縄文文化について

〜北海道・北東北の縄文遺跡群の世界
遺産登録から
講師＝高

たか
田
だ

和
かず

徳
のり

さん（御所野縄文博物館
館長）
定員と参加費＝40人（先着順）・無料
申込方法＝6月24日㈮までに電話・FA 

X・Eメールのいずれかで氏名（ふりが
な）・電話番号を成田ユネスコ協会事
務局（生涯学習課・☎20-1583 FAX 
24-4326 Eメールshogaku@city.na 
rita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。

印旛沼環境基金
助成金を交付します

　印旛沼と印旛沼流域における環境の改
善に向けて、助成金を交付することで活
動の活性化を図っています。
対象＝令和4年度中に印旛沼とその流域

での環境保全のための活動を行う学校
や団体など
助成金額（1団体当たり）＝上限20万円（小

中学校・高校は15万円。それ以外は
助成対象経費の3分の2以内が限度。
応募団体多数の場合は、予算の範囲内
で交付）
応募方法＝6月17日㈮（必着）までに印旛

沼環境基金ホームページ（https://ww 
w.i-kouiki.jp/imbanuma/index.ht 
ml）または同基金窓口にある申請書類
を直接または郵送で印旛沼環境基金（〒 
285-8533 佐倉市宮小路町12）へ

※くわしくは同基金（☎043-485-0397）
へ。

育休代替任期付職員
司書・保健師など

募集人員
◦一般行政職…5人程度
◦司書…1人
◦保健師…1人
◦作業療法士…1人
◦言語聴覚士…1人
任期＝おおむね6カ月〜2年6カ月
受験資格
◦一般行政職…平成16年4月1日までに

生まれた人
◦司書…司書の資格を持つ人
◦保健師…保健師の資格を持つ人
◦作業療法士…作業療法士の資格を持つ

人
◦言語聴覚士…言語聴覚士の資格を持つ

人
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/bosh 
u/index0644.html）
申込方法＝6月15日㈬（当日消印有効）

までに申込書を直接または郵送で人事
課（〒286-8585 花崎町760）へ。後
日、試験会場を通知します
試験日＝6月27日㈪
※くわしくは同課（☎20-1505）へ。

プール監視員
大栄B＆G海洋センターの

応募資格＝高校生以上
募集人員＝20人
勤務内容＝プールの監視、清掃
勤務日時＝9月30日㈮までのプール開

催日、午前9時〜午後5時（金・土曜日
は午後9時まで）のシフト制
勤務場所＝大栄B&G海洋センター
時給＝1,050円（高校生は1,000円）
※申し込みは同センター（☎73-5110、

月曜日、祝日の翌日は休館）へ。

普通救命講習会
いざというときのために

期日と会場・申込先
◦7月24日㈰…大栄消防署（☎73-4141）
◦8月7日㈰…公津分署（☎29-6627）
◦8月11日（木・祝）…下総分署（☎96-40 

23）
◦8月21日㈰…成田消防署（☎20-1594）
時間＝午前9時〜正午
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
定員＝各10人（先着順）
参加費＝無料
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
※くわしくは各申込先へ。

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わからないな
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
ション方法などを学びます。
日時＝7月12日㈫ 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平成26年4

月2日〜令和2年4月1日生まれの子ど
もの保護者
定員＝20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7月1日㈮までに
子育て支援課（☎20-1538）へ。

市民硬式テニス教室
初心者でも楽しめる

日時＝6月11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。

募 集


