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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、基本的な感染症対策を徹底してください
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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）

※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

物し催

シルバーいきいき作品展
自信作が勢ぞろい

期間＝8月18日㈭〜24日㈬
会場＝赤坂ふれあいセンター
内容＝書、絵画・写真、手工芸、短歌・

俳句、川柳の展示
入場料＝無料
※鑑賞を希望する人は当日直接会場へ。

くわしくは同センター（☎26-0236）へ。

共生社会ウィークメインイベント
理解を深めるきっかけに

期日＝8月20日㈯
会場＝市体育館
内容＝ボッチャなどのパラスポーツ体験、

和太鼓奏者・林
はやし

田
だ

ひろゆきさんによる
音楽のステージ、パラスポーツについ
て学べる展示、福祉施設による食品の
販売など
申込方法＝申し込み専用

フォーム（https://log 
oform.jp/form/kR3j 
/118545）から申し込む

※入場は無料です。くわしくはスポーツ
振興課（☎20-1584）または市ホーム
ページ（https://www.city.narita.ch 
iba.jp/bunka_sports/page31280 
0_00019.html）へ。

ふれあいコンサート
優雅な昼のひとときを

日時＝8月19日㈮ 午後0時10分〜0時
50分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝H

ハ イ
IGH N

ノ ー ツ
OTES J

ジ ャ ズ
AZZ O

オ ー ケ ス
RCHES 

T
ト ラ
RAによるジャズコンサート

定員＝88人（先着順）
入場料＝無料
※申し込みは8月4日㈭〜18日㈭に文化

国際課（☎20-1534）へ。

平和の集い
戦争について考える

　戦争体験者による講話や平和教育映画
「はとよ ひろしまの空を」を上映します。
平和について考えてみませんか。
日時＝8月11日（木・祝） 午前10時〜正

午
会場＝もりんぴあこうづ
定員＝50人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同館（☎27-5252）へ。

若い芽の作品展
公津の杜中学校の生徒による

　書道部と美術部の日頃の活動の成果を
展示します。
日時＝8月8日㈪〜21日㈰ 午前9時〜午

後7時（17日㈬は午後5時から、21日
㈰は午後3時まで）
会場＝もりんぴあこうづ
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）へ。

寄席さんりづか亭
笑う門には福来る

　落語が好きな人はもちろん、初めての
人でも楽しめます。
日時＝9月7日㈬ 午後1時30分〜3時
会場＝三里塚コミュニティセンター
出演＝めずらし家

や
芝
しば

楽
らく

さん、百
ひゃく

楽
らく

庵
あん

金
きん

一
いち

さん、アタチ稔
みのる

さん
定員＝30人（先着順）
入場料（全席自由）＝500円（高校生以下

は無料）
※申し込みは同センター（☎40-4880、

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＝1日㈪・8日㈪・15日㈪・
22日㈪・29日㈪・31日㈬（館内整理日）

※ 11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
◦8月21日㈰＝「フジコ・ヘミングの時間」
　2018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 54.5

水掛 52.9

荒海 59.5

荒海橋本 60.5

飯岡 55.6

久住小 54.2

芦田（NAA）53.3

芦田 59.6

大生 56.2

赤荻 55.9

西和泉 62.4

東和泉 55.0

野毛平 56.0

野毛平
工業団地

55.4

堀之内 51.4

測定局 �Lden

猿山 47.7

滑川 54.8

新川 53.8

西大須賀 59.4

四谷 57.2

高倉 62.0

幡谷 54.0

内宿 52.9

土室（県） 65.6

土室（NAA）54.3

成毛 53.9

大室 56.0

大室（NAA）55.6

新田（NAA）47.8

新田 49.1

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6月分（単位：デシベル）

測定局 �Lden

竜台 52.6

北羽鳥 53.8

北羽鳥北部 52.8

長沼 53.5

押畑 45.9

下金山 42.8

馬場 48.8

遠山小 52.2

本三里塚 55.1

三里塚小 57.4

御料牧場
記念館

52.8

三里塚
グラウンド

60.4

本城 53.9

南三里塚 57.8

航空機騒音測定結果



お
知
ら
せ

催 

し 

物

広報なりた 2022.8.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です広報なりた 2022.8.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です19

募
　
集

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

伝 言 板

体力・運動能力測定会
成人・高齢者を対象に

日時＝9月10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8月31日㈬までにスポー

ツ振興課（☎20-1584）へ。

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＝9月2日㈮〜4日㈰ 午後5時から
（2日は午後6時から）
会場＝ZOZOマリンスタジアム（千葉市）
対戦相手＝オリックス・バファローズ
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＝8月1日㈪午前10時〜14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/fs 
city）から申し込む。当
選結果は8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。

七宝焼きアクセサリー作り
ペンダントやブローチなどを

日時＝9月21日㈬ 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＝10人（先着順）
参加費＝2,000円（材料費）
持ち物＝エプロン
※申し込みは8月5日㈮から同センター
（☎40-4880、9月19日を除く月曜日、
9月20日㈫は休館）へ。

うんどう教室
遊具を使って介護予防

　公園にある遊具を使用して足の疲れを
取る運動や、腰痛・転倒・ふらつき予防
などに効果のある運動を行います。
　また、教室終了後も参加者でグループ
を作り継続的に活動してもらうため、グ
ループを指導する指導員向けの教室を行
います。
期日＝9月12日・26日、10月17日・31

日、11月14日・28日、12月12日の月
曜日（全7回）
時間
①参加者…午後2時〜3時
②指導員…午後1時〜3時
会場＝赤坂公園（雨天時は赤坂ふれあい

センター）
対象＝市内在住の65歳以上の人
定員＝①30人②10人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは8月12日㈮までに介護保険

課（☎20-1545）へ。

料理コンクール
レシピを考えて応募しよう

　健康かみかみ弁当をテーマにした料理
コンクールを行います。
　レシピを考えて自慢の作品を応募して
みませんか。
応募資格＝県内在住・在勤・在学の人
応募規定＝次の全ての要件を満たす弁当
◦よくかんで味わえる子ども向けのもの
◦家庭や集団で楽しめるもの
◦材料費が1人当たり600円程度のもの
◦県内の農水産物を使用したもの
◦手軽に作れるもの
応募方法＝9月9日㈮（当日消印有効）ま

でに千葉県歯科衛生士会ホームページ
（http://www.chiba-dha.net）にある
応募用紙と作った弁当の写真を郵送で
千葉県歯科衛生士会事務所（〒261-0 
002 千葉市美浜区新港32-17 千葉県
口
こう

腔
くう

保健センター内）へ
※くわしくは同会（☎043-241-9903）ま

たは同会ホームページへ。

一般事務員
商工課で働きませんか

応募資格＝パソコン操作と接客ができる
人
募集人員＝①2人②2人
業務内容＝申請書の受け付け業務、デー

タ入力、書類整理など
勤務期間＝①9月1日〜1月20日②9月1

日〜11月30日
勤務日時＝月10日程度（土・日曜日、祝

日を除く） 午前9時〜午後4時または
午前10時〜午後5時のシフト制
勤務場所＝商工課（市役所4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＝8月10日㈬（必着）までに写

真を貼った履歴書に希望する勤務期間
を書いて直接または郵送で商工課（〒 
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（☎20-1622）へ。

税務職員
社会人経験者採用試験

　人事院では30歳以上の社会人経験者を
対象に税務職員（国税調査官級）を募集し
ています。第1次試験日は10月2日㈰です。
申込方法＝8月15日㈪までに人事院ホー

ムページ（https://www.jinji-shike 
n.go.jp/juken.html）から申し込む

※くわしくは東京国税局（☎03-3542-
2111）へ。

バウンドテニス体験教室
室内で楽しもう

　室内の小さなコートで行うテニスで
す。気軽に楽しめるので参加してみませ
んか。
日時＝9月15日㈭・22日㈭ 午前9時45

分〜11時45分
会場＝市体育館
対象＝16歳以上の人
定員＝各20人（応募者多数は抽選）
参加費（1回当たり）＝100円（保険料）
持ち物＝運動のできる服装、上履き、飲

み物、ラケット（貸し出しあり）
※申し込みは各開催日の3日前までに市レ

クリエーション協会事務局（スポーツ振
興課・☎20-1584）へ。

募 集
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公共職業訓練
再就職を目指して

　再就職を目指す人を対象とした、専門
的な知識や技能を学ぶための職業訓練を
実施します。
期間＝10月3日㈪から7カ月間（溶接技

術科は6カ月間）
会場＝ポリテクセンター千葉（千葉市）
対象＝公共職業安定所に登録し、再就職

を希望する人
科目と募集人員
◦溶接技術科…15人
◦生産設備科…16人
◦生産システム・ネットワーク技術科…

24人
選考日＝9月3日㈯（筆記試験・面接）
受講料＝無料（テキスト・作業服代は実

費）
申込方法＝8月22日㈪までにハローワー

ク成田駅前庁舎（スカイタウン成田2階）
へ

※8月18日㈭午後1時から説明会を行い
ます。参加を希望する人はポリテクセ
ンター千葉（☎043-422-4810）へ。く
わしくは同センターへ。

成田スポーツフェスティバル
家族や友人と楽しもう

日時＝10月8日㈯ 午前9時〜正午、午
後1時〜4時
会場＝市体育館、中台運動公園陸上競技

場（雨天時は市体育館のみ）
内容＝陸上競技、サッカー、バスケット

ボール、ラグビー、卓球、スポーツク
ライミング、ボッチャ、ニュースポー
ツの体験
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員と参加費＝各400人（先着順）・無料
申込方法＝9月2日㈮までに申し込み専

用フォーム（https://lo 
goform.jp/form/kR3 
j/63856）から申し込
む

※くわしくは成田スポーツフェスティバ
ル実行委員会事務局（スポーツ振興課・
☎20-1584）または市ホームページ

（https://www.city.narita.chiba.j 
p/bunka_sports/page213100.ht 
ml）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＝8月18日㈭〜21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＝8月23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23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、8月11日（木・祝）
は休館）へ。

親子リサイクル教室
小物入れを作ろう

日時＝8月27日㈯ 午後1時〜4時
会場＝リサイクルプラザ
対象＝小学生と保護者
定員＝10組（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝チラシ5枚、牛乳パック、のり、

はさみ
※申し込みは同館（☎36-1000、8月11

日（木・祝）は休館）へ。

小学生相撲大会
目指せ横綱

日時＝9月25日㈰ 午前9時40分から
会場＝市相撲場
競技方法
◦個人戦…小学1〜6年生の部
◦団体戦…小学2〜6年生1人ずつの5人

編成
対象＝市内在住・在学の小学生
参加費＝無料
※申し込みは8月31日㈬までにスポーツ

振興課（☎20-1584）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分からないな
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＝9月6日・13日・20日・27日、10

月4日・11日・18日の火曜日（全7回） 
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＝8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9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

　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を行います。気
軽に参加してみませんか。
日時＝8月6日㈯ 午後5時〜8時
会場＝中台運動公園テニスコート
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。

里山ボランティア研修会
みんなで進める森づくり

期日＝9月10日㈯、10月8日㈯・29日
㈯、11月19日㈯（全4回）
会場＝市役所6階大会議室、市内の里山
内容＝座学、先進地の見学、現場実習な

どを通して里山の保全について学ぶ
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
申込方法＝9月2日㈮までに電話または

Eメールで住所・氏名・電話番号を農
政課（☎20-1541 Eメールnosei＠ci 
ty.narita.chiba.jp）へ

※くわしくは同課へ。
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一般事務員
資産税課で働きませんか

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝1人
業務内容＝データ入力、書類整理など
勤務期間＝9月1日〜3月31日
勤務日時＝週2日程度（土・日曜日、祝

日を除く） 午前9時〜午後5時
勤務場所＝資産税課（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＝8月12日㈮（必着）までに写

真を貼った履歴書を直接または郵送で
資産税課（〒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（☎20-1514）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＝9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＝8月12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。

グランドピアノの一般開放
市役所ロビーで演奏を

日時＝9月5日㈪・16日㈮・21日㈬・29
日㈭、10月3日㈪・11日㈫・20日㈭・
28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＝各1組（先着順）
参加費＝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。

入門中国語講座
初歩から学ぶ

　講座を受講するには、成田市国際交流
協会の入会金1,000円（学生は500円）が
必要です。
日時＝9月5日・19日、10月3日・17日、

11月7日・21日、12月5日・19日、
1月16日・30日、2月6日・20日 の
月曜日（全12回） 午前11時30分〜午
後0時30分
会場＝もりんぴあこうづ
講師＝梁

リョウ
暁
キョウ

華
カ

さん（成田市国際交流協会
職員）
定員＝15人（先着順）
参加費＝8,750円（教材費など）
申込方法＝8月26日㈮までに電話または

Eメールで住所・氏名・電話番号を成
田市国際交流協会（☎23-3231 Eメー
ルnifs@ngy.3web.ne.jp）へ

※くわしくは同協会へ。

再就職支援セミナー・出張相談
女性のための

期日＝9月16日㈮
会場＝市役所6階中会議室
対象＝就職を希望する女性
参加費＝無料
再就職支援セミナー
時間＝午前10時〜正午
内容＝女性を取り巻く環境、自己分析と

適職の理解、応募書類の書き方と面接
対策について学ぶ
定員＝20人（先着順）
出張相談
時間＝午後1時30分〜4時（1人当たり30

分程度）
定員＝4人（セミナー参加者で先着順）
※申し込みは商工課（☎20-1622）へ。

託児（1歳〜未就学児。12人・先着順）
を希望する人は8月19日㈮までに同
課へ。

市民ゴルフ競技大会
全力を出し切って

日時＝9月5日㈪（雨天決行） 午前8時か
ら
会場＝白鳳カントリー倶楽部（磯部）
対象＝市内在住の男子アマチュアプレー

ヤーで、各地区の予選会などで選出さ
れた人

※予選会への参加を希望する人は市アマ
チュアゴルフ協会事務局（㈱日翔・☎
22-1251）へ。

バルーンスライムを作ろう
子どもに大人気

日時＝8月25日㈭・26日㈮ 午前10時〜
11時30分
会場＝子ども館
内容＝のりとホウ砂を混ぜてスライムを作

り、ストローで空気を入れて膨らませる
対象＝小学生
定員＝各16人（応募者多数は抽選）
参加費＝100円（材料費）
申込方法＝8月7日㈰までにEメールで住

所・氏名（ふりがな）・電話番号・学校
名・学年・イベント名・希望日を子ど
も館（Eメールkodomokan-event@r 
oukyou.gr.jp）へ。8月7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、
祝日は休館）へ。

陸・海・空の自衛官
平和を守るために

応募資格と受付期限
◦自衛官候補生…18〜32歳の人・年間

を通して随時受け付け
◦航空学生…高卒（見込みを含む）で、

21歳未満の人（海上自衛官は23歳未
満の人）・9月8日㈭

◦一般曹候補生…18〜32歳の人・9月
5日㈪

※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎
22-6275）へ。
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