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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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物し催

ふれあいコンサート
優雅な昼のひとときを

日時＝7月22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＝成田国際高校筝

そう
曲部による演奏

定員＝88人（先着順）
入場料＝無料
※申し込みは7月7日㈭〜21日㈭に文化国

際課（☎20-1534）へ。

成田楽市×鶴マルシェ
地域の魅力を発見

　地域の生産者を応援するため、日本の
農水産物の魅力を発見・体験できるイベ
ント「成田楽市」と、日本航空㈱による物
産展「鶴マルシェ」を共同で開催します。
地域産品の即売や生マグロ解体ショー、
子ども向け体験コーナー、ご当地キャラ
によるステージなどを行います。
日時＝7月23日㈯ 午前8時〜午後1時
会場＝卸売市場（天神峰）
※参加は無料です。参加を希望する人は

当日直接会場へ。くわしくは卸売市場
（☎37-7018）へ。

スカイタウンコンサート
オーボエとピアノのデュオ

　オーボエ奏者の篠
しの

原
はら

拓
たく

也
や

さんとピアニ
ストの江

え
口
ぐち

景
けい

子
こ

さんによるコンサートを
開催します。モーツァルトのオーボエ協
奏曲などなじみのある名曲を演奏します。
日時＝9月10日㈯ 午後2時から
会場＝スカイタウンホール
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）
申込方法＝7月7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

※未就学児は入場できません。くわしく
は同センター（7月18日を除く月曜日、
7月19日㈫は休館）へ。

「原爆の図」展
戦争の悲惨さを伝え平和を願う

　画家の丸
まる

木
き

位
い

里
り

・俊
とし

夫妻の作品を展示
し、原爆の被害の実態と平和の尊さ、核
の廃絶を訴えます。
　今回は、全15部で構成される「原爆の
図」のうち、第2部「火」・第3部「水」・第
5部「少年少女」の複製画、第12部「とう
ろう流し」・第15部「長崎」の大パネルを
展示します。また、関連事業として灯籠
を作る、子どものためのワークショップ
や原爆の図丸木美術館学芸員の岡

おか
村
むら

幸
ゆき

宣
のぶ

さんを講師にギャラリートークとトーク
ショーを開催します。
展覧会
日時＝7月30日㈯〜8月13日㈯ 午前10

時〜午後5時
会場＝スカイタウンギャラリー
入場料＝無料
子どもとうろう作り教室
日時＝7月23日㈯ 午後2時〜3時30分
会場＝スカイタウンホール
内容＝和紙で灯籠を作り展覧会に展示す

る
対象＝小学生（3年生以下は保護者同伴）
定員＝15人（先着順）
参加費＝600円（材料費）
持ち物＝はさみ、鉛筆、消しゴム、のり、

ピンセット
申込期間＝7月5日㈫ 〜20日㈬
ギャラリートーク
日時＝8月12日㈮ 午前11時〜11時30

分
会場＝スカイタウンギャラリー
定員と入場料＝15人（先着順）・無料
申込開始日＝7月15日㈮ 
トークショー
日時＝8月12日㈮ 午後2時〜3時30分
会場＝スカイタウンホール
テーマ＝戦後社会と原爆の図
定員と入場料＝120人（先着順）・無料
申込開始日＝7月15日㈮
※子どもとうろう作り教室、ギャラリー

トーク、トークショーの申し込みは各
申込開始日の午前10時から文化芸術
センター（☎20-1133）、展覧会の鑑
賞を希望する人は当日直接会場へ。く
わしくは同センター（7月18日を除く
月曜日、7月19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＝4日㈪・11日㈪・19日㈫・
25日㈪・29日㈮（館内整理日）

※ 18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
◦7月16日㈯＝「英国王のスピーチ」
　2010年・イギリス・吹替
※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 54.1

水掛 53.0

荒海 59.1

荒海橋本 60.1

飯岡 55.2

久住小 54.3

芦田（NAA）52.7

芦田 58.9

大生 56.0

赤荻 55.0

西和泉 61.9

東和泉 54.9

野毛平 55.6

野毛平
工業団地

55.3

堀之内 51.9

測定局 �Lden

猿山 48.0

滑川 55.0

新川 53.6

西大須賀 59.2

四谷 57.3

高倉 61.9

幡谷 54.2

内宿 53.2

土室（県） 65.4

土室（NAA）54.6

成毛 54.0

大室 56.5

大室（NAA）55.9

新田（NAA）46.9

新田 47.4

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5月分（単位：デシベル）

測定局 �Lden

竜台 51.0

北羽鳥 53.1

北羽鳥北部 52.1

長沼 53.1

押畑 45.8

下金山 45.7

馬場 49.6

遠山小 52.8

本三里塚 54.6

三里塚小 57.0

御料牧場
記念館

53.1

三里塚
グラウンド

60.8

本城 54.7

南三里塚 58.1

航空機騒音測定結果
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伝 言 板

パラスポルト大会
体験して理解を深める

日時＝7月10日㈰ 午前9時〜午後1時
会場＝中台運動公園陸上競技場
内容＝サッカー・バルシューレ・Nチャ

レンジ・陸上・スポーツ鬼ごっこなど
の体験
参加費＝300円（保険料など）
持ち物＝運動のできる服装、飲み物
※参加を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは成田スポーツアカデミー
（☎36-5318 ホームページhttps://
www.npo-narita-sports.or.jp）へ。

ら知お せi

スポーツ用具の貸し出し
イベントやサークル活動に

　市では、幅広い世代で楽しめるニュー
スポーツなどに使用するスポーツ用具を
貸し出しています。
　貸し出しは無料ですので気軽に利用し
てください。
対象種目＝グラウンド・ゴルフ、ディス

クゴルフ、ペタンク、輪投げ、ターゲッ
トバードゴルフ、大縄、ユニカール、
ビーンボウリング、ストラックアウト、
スカットボール、ボッチャ

※申し込みはスポーツ振興課（☎20-15 
84）へ。

市契約の臨海宿泊施設
利用料を助成します

契約施設と問い合わせ先
◦休暇村館山（☎0470-29-0211）
◦蓮沼ガーデンハウスマリーノ（☎04 

75-86-2511）
◦鵜原民宿組合（☎0470-76-2077）
◦岩井民宿組合（☎0470-57-2088）
対象＝市に住民登録がある小学生以上
助成額＝小学生2,000円、中学生以上2, 

500円
利用方法＝宿泊施設に予約後、スポーツ

振興課（市役所4階）へ申請し、発行さ
れた利用券を宿泊施設に提出する

※年度内に1人1回まで利用できます。
くわしくは同課（☎20-1584）へ。

図書館のおはなし会
夏休みにも開催

会場＝市立図書館本館
参加費＝無料
申込方法＝市立図書館（☎27-2000）へ。

同館ホームページ（https://www.li 
brary.city.narita.lg.jp）からも申し込
めます。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
0・1歳のおはなしかい
日時＝7月15日㈮ 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）
持ち物＝薄手のハンカチ
2・3歳のおはなしかい
日時＝7月15日㈮ 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）
持ち物＝薄手のハンカチ
なつやすみおはなしかい
日時＝7月21日㈭ ①午前10時〜10時

30分②午前11時15分〜正午
内容＝①「ふたりのケーキづくり」「世界

でいちばんきれいな声」ほか②「めっき
らもっきらどおんどん」「ブレーメンの
音楽隊」ほか
対象＝①3歳以上の未就学児と保護者②

小学生（保護者も可）
定員＝①15組②30人（先着順）
※くわしくは市立図書館へ。

市民硬式テニス教室
初心者でも楽しめる

日時＝7月16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。

路上の看板など
道路に物を置かないで

　道路や歩道上に看板、商品、のぼり旗、
植木鉢などが置かれると通行の妨げにな
り、事故の原因になりかねません。
　安全に通行できるよう、看板などは敷
地内に置くようにしましょう。
※くわしくは道路管理課（☎20-1551）へ。

我が家の照明LED化キャンペーン
省エネに取り組もう

　県では、省エネを促進するキャンペー
ンを実施しています。家庭の照明器具を
LEDに交換することで、地球温暖化の原
因となる二酸化炭素の排出量の削減につ
ながります。
　12月31日㈯までにLED照明器具（シー
リングライト・ペンダントライト）を購
入して応募すると抽選で100人に賞品
が当たります。
応募方法＝1月6日㈮（当日消印有効）ま

でに、環境計画課（市役所5階）や県
ホームページ（https://www.pref.c 
hiba.lg.jp/shigen/chikyuukanky 
ou/led/index.html）にある応募用紙
とLED照明器具の購入日・製品の型
番が分かる物（レシートや納品書など）
のコピーを、郵送またはFAXで県温
暖化対策推進課（〒260-8667 千葉
市中央区市場町1-1 FAX043-224-2 
330）へ。同ホームページからも応募
できます

※くわしくは県温暖化対策推進課（☎0 
43-223-4139）へ。

シルバー人材センター
入会説明会を開催

　シルバー人材センターでは、能力や経
験を生かして働きたいという市内在住の
60歳以上の会員に、就業の機会を提供
しています。
　入会説明会は毎月最終水曜日に予約制
で行われているほか、7月は次の日程で
も開催されます。
日時＝7月22日㈮ 午前9時30分〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
定員＝10人（先着順）
※申し込みは7月15日㈮までに成田市シ

ルバー人材センター（☎36-6161）へ。

募 集
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なりた郷土史セミナー
ふるさとの歴史を学ぶ

日時＝7月24日、8月28日、9月25日、
10月30日、11月27日の日曜日（全5
回） 午後2時〜4時
会場＝中央公民館（7月24日は下総公民

館）
テーマと講師
◦成田市総論…高

たか
木
ぎ

博
ひろ

彦
ひこ

さん（元大利根
博物館館長）

◦原始古代：考古学からみた成田のくら
し…小

お
川
がわ

和
かず

博
ひろ

さん（市文化財保護協会
副会長）

◦中世：中世の成田と千葉氏一族の発展
…木

き
村
むら

修
おさむ

さん（市文化財審議委員会副
委員長）

◦近世：成田山信仰と門前町の発展…深
ふか

田
だ

富
ふ

佐
さ

夫
お

さん（成田高校教諭）
◦近代：下総牧の解体と台地開発…吉

よし
林
ばやし

昌
まさ

寿
とし

さん（富里市生涯学習課学芸員）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝20人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
申込方法＝7月14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・セミナー名を中央公
民館（〒286-0017 赤坂1-1-3 Eメー
ルkominkan@city.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日、祝日、7月19日㈫は休館）へ。

印旛地区自閉症協会講演会
発達が気になる子どもへのアプローチ

日時＝8月7日㈰ 午前10時〜正午
会場＝国際文化会館
講師＝臼

うす
井
い

潤
じゅん

記
き

さん（県発達障害者支援
センター相談員）
定員と参加費＝70人（先着順）・無料
申込方法＝7月31日㈰までにFAXまた

はEメールで住所・氏名・電話番号を
印旛地区自閉症協会事務局（FAX04 
3-386-3429 Eメールa_inbachiku_
c2002＠yahoo.co.jp）へ

※くわしくは同事務局・会
あい

田
だ

さん（☎04 
3-386-3429）へ。

アート・フォト・NARITA
入選作品には賞状と記念品が

　11月19日㈯〜12月4日㈰にもりんぴ
あこうづで開催されるアート写真展に出
品しませんか。
テーマ＝道
規格＝A4判（1人3枚まで）
応募方法＝9月1日㈭〜10月15日㈯（当

日消印有効）にもりんぴあこうづ、ま
たは同館ホームページ（http://morin 
piakozu.jp/event/apn5）にある応募
票を作品の裏に貼り、直接または郵送
で同館（〒286-0048 公津の杜4-8）へ

※くわしくは同館（☎27-5252、第4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

日時＝7月7日㈭〜10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＝7月12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12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。

ユニカール大会
成田エアポートカップ

日時＝8月7日㈰ 午前9時から
会場＝市体育館
競技方法＝3人編成のチームでの団体戦
参加費（1人当たり）＝1,700円（昼食・

飲み物代など）
※申し込みは7月20日㈬までに市ユニ

カール協会事務局・鈴
すず

木
き
さん（☎22-69 

20）へ。

高等学校等開放講座
家庭でできる介護と食事の作り方

日時＝8月3日㈬〜7日㈰（全5回） 午前9
時30分〜正午（3日は午前10時から、
6日・7日は午前10時〜午後3時）
会場＝成田国際福祉専門学校（郷部）
内容＝体位変換・衣類着脱などの実習や

調理実習など
対象＝市内在住・在勤・在学の20歳以

上の人
定員＝15人（先着順）
参加費＝1,000円（教材費）
申込方法＝7月15日㈮までに電話または

FAXで住所・氏名（ふりがな）・年齢・電
話番号を生涯学習課（☎20-1583 FA 
X24-4326）へ。

採用予定人員
◦一般行政職初級…若干名（うち障が

い者若干名）
◦消防職…4人程度
◦消防職（救急救命士）…若干名
受験資格
◦一般行政職初級…平成13年4月2

日〜17年4月1日生まれの人
◦一般行政職初級（障がい者）…昭和

62年4月2日〜平成17年4月1日生
まれで、障害者手帳の交付を受け
ている人

◦消防職…平成6年4月2日〜17年4
月1日生まれの人

◦消防職（救急救命士）…平成6年4月

2日〜15年4月1日生まれで、救急
救命士の資格を持つ人（令和5年春
季までに取得見込みの人を含む）
試験案内の配布場所＝人事課（市役

所3階）、市ホームページ（https://
www.city.narita.chiba.jp/bosh 
u/page050601.html）
配布開始日＝7月1日㈮
申込方法＝7月25日㈪〜8月8日㈪に

同ホームページ内にある申し込み
専用フォームから申し込む
試験日＝9月18日㈰
会場＝佐倉中学校
※くわしくは同課（☎20-1505）へ。

令和5年4月採用の市職員新しい力を求めます
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世界少年野球親子体験教室
初めてでも大丈夫

日時＝8月28日㈰（雨天時は29日㈪） 午
後1時30分から
会場＝大谷津運動公園野球場
内容＝キャッチボールやバッテイングな

ど
講師＝全日本女子野球連盟派遣コーチ
対象＝4歳〜小学2年生と保護者
定員＝30組（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、タオル、飲

み物
申込方法＝7月31日㈰までに申し込み

専用フォーム（https://logoform.jp/ 
f/QUaYd）から申し込む

※当日は全日本女子硬式クラブ野球選手
権大会の準々決勝（2試合）を観戦でき
ます。くわしくはスポーツ振興課（☎
20-1584）へ。

認知症サポーター養成講座
小学生を対象とした

　認知症サポーターは、認知症について
正しい知識を持ち、認知症の人やその家
族を見守る応援者です。誰もが暮らしや
すい地域をつくるため、家族や友人を
誘って認知症に対する正しい知識と具体
的な対応方法について学びませんか。
日時＝7月28日㈭ 午前10時〜正午
会場＝市役所6階中会議室
対象＝小学生と保護者
定員と参加費＝24人（先着順）・無料
※申し込みは介護保険課（☎20-1545）へ。

ボランティアスクール
バルーンアートで地域に貢献

日時＝7月31日㈰、8月7日㈰（全2回） 午
前10時〜正午
会場＝保健福祉館
内容＝バルーンアートの体験やボラン

ティアの心得について学ぶ
講師＝小

こ
林
ばやし

玲
れい

子
こ
さん（バルーンアート教室

講師）
対象＝高校生・専門学校生・大学生
定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは7月25日㈪までにボラン

ティアセンター（☎27-8010）へ。

社会を明るくする運動
犯罪のない世の中を目指して

成田市大会
日時＝7月23日㈯ 午後2時〜4時
会場＝保健福祉館
テーマ＝安全で安心して暮らせる地域社

会づくり
講師＝高

たか
橋
はし

清
きよ

孝
たか

さん（元警視総監）
参加費＝無料
作文募集
内容＝犯罪や非行のない社会を築くため

に思うことなどについて、家庭・学校
生活の中で体験したことを題材に「社
会を明るくする運動」に関するもの（4 
00字詰め原稿用紙3〜5枚程度）
対象＝市内在住・在学の小中学生
応募方法＝9月6日㈫までに社会福祉課
（市役所議会棟1階）へ

※大会への参加を希望する人は当日直接
会場へ。くわしくは同課（☎20-1536）へ。

児童ホーム支援員
小学校の夏休み期間に

　市内の児童ホームで、児童ホーム支援
員として働きませんか。
応募資格＝18歳以上で業務に意欲的に

取り組める人（高校生を除く）
募集人員＝20人程度
業務内容＝留守家庭児童（小学生）の育成

支援など
勤務期間＝7月21日〜8月31日
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
勤務場所＝市内児童ホーム
時給＝1,140円〜1,180円（金額は職務

経験年数に応じて決定）
応募方法＝7月11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。

自衛隊説明会
平和を守る仕事に就こう

　国では、18〜32歳の人を対象に自衛
官候補生を募集しています。
日時＝7月2日・23日、8月6日・27日、

9月3日・17日の土曜日 午前10時〜
11時30分、午後1時〜2時30分、午
後3時〜4時30分
会場＝生涯学習会館（花崎町）
※申し込みは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

杜のなつやすみおはなしかい
ちょっとこわい

日時＝7月26日㈫ 午後3時〜3時40分
会場＝もりんぴあこうづ
内容＝絵本の読み聞かせ、語り
対象＝4歳〜小学生（保護者も可）
定員と参加費＝28人（先着順）・無料
申込方法＝市立図書館公津の杜分館（☎

27-7100）へ。同館ホームページ（ht 
tps://www.library.city.narita.lg.jp）
からも申し込めます

※くわしくは同館へ。

世界少年野球
Girl's Baseball Clinic in NARITA

　女子野球の普及を目的に、インターナ
ショナルスクールに通う生徒と野球体験
やボール遊びなどを通して交流を深める
イベントを開催します。野球の経験がな
くても参加できます。国境を越えて友情
の輪を広げませんか。
日時＝8月30日㈫ 午前9時〜午後3時30

分
会場＝市体育館
講師＝元プロ野球選手、全日本野球連盟

コーチほか
対象＝市内在住の小学3年生〜中学3年

生の女性
定員＝40人（応募者多数は抽選）
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、上履き、タ

オル、飲み物
申込方法＝7月31日㈰までに申し込み

専用フォーム（https://logoform.jp 
/f/hWHIs）から申し込む

※くわしくはスポーツ振興課（☎20-15 
84）へ。
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