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 情報
     ひろば

問　牛久市役所

　　☎ 029-873-2111（代表）

　　FAX�029-873-7510（代表）

※�番号のお間違いにはご注意

ください。

牛久市の魅力を市内外に発信。

楽しい情報、美味

しい情報いろいろ

あります。

問　秘書課

　　☎内線3201、3202

市政イベント、防災・防犯、

各学校など、市の情報をお届

けする「かっぱメール」にご登

録ください。かっぱメール登

録・解説ページ（牛久市公式

ウェブサイト）で

登録できます。ご

不明な点はお問い

合わせください。

問　情報政策課☎内線1673

かっぱメール 検 索

「かっぱメール」に�

 登録しましょう！

https://www.facebook.com/ushiku.citypromotion

「牛久市シティ
 プロモーション」
フェイスブックページ

牛久情報満載の市民発信インターネットTV番

組をYouTubeで生放送！登録は上記から！

◆放送時間　平日午後6時45分～7時45分

問　NPO法人ちゃんみよTV☎・FAX871-8034

Ｅ□chanmiyo@chanmiyo.tv

「広報うしく」は、

毎月1日号（行政

区配布）と15日

号（全戸ポスティ

ング）の月2回発

行しています。市

ホームページで

も全ての内容を

掲載しています。

皆さんの生活に密着した情報が盛りだく

さん！災害時の情報伝達にも役立ちます。

問　NPO法人牛久コミュニティ放送

☎875-8541 FAX875-8686 Ｅ□ushiku@fmuu.jp

FMうしくうれしく放送
生放送「ひるラジ！」
月～金曜日午前10時～午後1時30分
（再放送：午後5時～8時30分）

FM
周波数

85.4MHz

午前11時～正午は牛久市広報番組を放送！

市からのお知らせ

●シャトーカミヤ ３Ｄプロジェクションマッピング

　 「BON APPÉTIT! ～ワインの街うしく～」

　牛久市内初の大規模プロジェクションマッピングを開催！東日本

大震災の災害復旧が完了し、昨年7月から一般公開を再開している

国指定重要文化財・シャトーカミヤの活用の一環として、牛久市の

魅力がたくさんつまった映像をシャトーカミヤに映し出します。

アクセス　JR常磐線「牛久駅」東口（シャトー口）より徒歩約8分

※公共交通機関でお越しください。車でお越しの際は近隣の有料駐

車場をご利用ください。

主　牛久市文化遺産活用実行委員会

共　牛久市、牛久市教育委員会　　後援　牛久市観光協会

協力　オエノングループ シャトーカミヤ、株式会社日立ライフ ラ

イフツリーひたち野うしく、有限会社シンセイ

問　牛久市文化遺産活用実行委員会事務局（文化芸術課内）

☎871-2301 FAX871-1334 Ｅ □ bunka@city.ushiku.ibaraki.jp

10・11
シャトーカミヤ（牛久市中央3-20-1）
※鑑賞エリアはシャトーカミヤ本館北側中庭になります。

午後6時（最終上映午後8時）
随時上映3

会

場

入場無料

金 土
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●マイナンバーのお知らせ

　引越しの際は、住所の異動手続を忘れずに！

　住民票の住所の異動届（転出届・転入届・転

居届など）は、国民健康保険、国民年金、選挙

人名簿への登録などにつながる大切な手続

です｡ 住民の皆さまに送付しているマイナン

バーの「通知カード」、身分証明書となる「マ

イナンバーカード（個人番号カード）」の「住

所」は最新のものにする必要があります。

市区町村窓口での「正確な住所の届出」が必

要です。（法律上の義務です）

　入学・就職・転勤等による引越しで住所を異動される方は、住民

票の異動の届出（転出届、転入届、転居届など）を！

◆他の市区町村に転出・転入される場合

【転出前に】…�引越前の市区町村で転出届を提出して転出証明書を受

け取る

【転入後に】…�引越先の市区町村で転入した日から14日以内に転出

証明書を添えて転入届を提出

◆牛久市内で転居される場合…転居した日から14日以内に転居届を提出

●稀勢の里応援団

稀勢の里関を応援しよう！

大相撲3月場所

　3月12日から始ま

る「大相撲3月場所」

での稀勢の里関の

勝数を予想してご応募ください。

的中した方の中から10人に、「稀

勢の里応援団加盟店」から賞品

をプレゼント。さらに今回は横

綱昇進を祝して「牛久スタンプ

会」からも正解者の中から抽選

で10人に賞品をプレゼント！商

品の発送をもって、当選の発表

に代えさせていただきます。

申　場所中、「稀勢の里応援団の

ぼり」の立っている応援団加盟

店にある応募用紙に、住所・氏

名・年齢・電話番号・予想した

勝数を記入の上、応募期間中に

お買い物したレシートを添付し

て応援団加盟店で応募ください。

※応募は1人1通まで。

締　3月12日（日）～19日（日）

問　牛久市観光協会☎874-5554

HP�http://www.kisenosato.e-ushiku.jp

 【あいさつ運動】 明るく元気な市役所を目指し、職員一人ひとりがおもてなしの心を持って、明るく元気な「あいさつ運動」実施中

上記届出の際はマイナンバーの｢通知カード｣､｢マイナンバー

カード（個人番号カード）」｢住民基本台帳カード｣の住所変更の

届出もお忘れなく！

※正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下

の過料に処されることがあります。

問　総合窓口課☎内線1623、1624

通知カード

個人番号カード

●国民健康保険被保険者証の更新

　4月1日以降にご使用いただく国民健康保険被保

険者証について、次のとおり郵送します。

配達期間　3月上旬から中旬　配達方法　簡易書留

【郵送時不在の場合】

　ご不在時に投函される連絡票をご確認いただき、

再配達を希望されるか、または直接牛久郵便局でお

受け取りください。なお、郵便局での保管期間が過

ぎてしまった場合は、市役所医療年金課窓口でのお

受け取りになります。お受け取りの際には、ご本人

様と確認できる証明資料（免許証、健康保険証、個人

番号カード等）が必要です。

問　医療年金課☎内線1724～1727

●環境配慮型浄化槽（旧：高度処理型合併処理

浄化槽）設置事業補助金について

　平成29年度から、補助対象となる浄化槽が

「環境配慮型浄化槽」として性能要件を満たして

いるものとなります。環境配慮型浄化槽以外の

浄化槽を設置する場合は、対象となりませんの

でご注意ください。環境配慮型浄化槽とは、高

度処理型合併処理浄化槽のうち、消費電力及び

本体の大きさなどが国の基準を満たすもので

す。対象となる浄化槽の機種一覧等については、

ホームページでご覧いただくか下水道課までお

問い合わせください。

問　下水道課☎内線2543
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●道路交通法が改正されます　～平成29年3月12日施行～　

１ �「準中型免許」が新設されます
① 「準中型免許」の新設により、18歳から運転で

きる自動車の範囲が広がります。

　�「準中型免許」は、車両総重量7.5トン未満・最

大積載量4.5トン未満の自動車を18歳以上の

方が取得可能になります。

② 「普通免許」で運転できる自動車の範囲が狭ま

ります。

　�「普通免許」は、車両総重量3.5トン未満・最大

積載量2トン未満の自動車を運転できます。

③ 改正前に取得した普通免許で運転できる自動

車の範囲は、改正後も変わりません。

　�改正前に取得した普通免許は5トン限定準中

型免許とみなされ、改正前に運転できた自動

車を引き続き運転できます。（改正前車両総重

量5トン未満・最大積載量3トン未満）

2 ��75歳以上のドライバー認知機能　　

　　　　チェックが強化されます
①免許証の更新時には…

・�「認知機能検査」で「認知症のおそれあり」と判定

された人は、専門医の診断が義務づけられます。

・�「認知機能検査」の結果により、高齢者講習の

時間が延長されます。

②規定の違反行為をしたら…

・�臨時に「認知機能検査」が実施され、「認知症の

おそれあり」と判定された人は、専門医の診断

が義務づけられます。

・�「認知機能検査」で「認知機能の低下」があった

場合、「臨時高齢者講習」が実施されます。

問　牛久警察署交通課☎871-0110

　　※詳細はお問い合わせください。

●第127回うしくゴッ多市出店募集　フリーマーケット

　個人、グループ、プロ、アマチュア、初めての方も大歓迎。

日　4月9日（日）午前10時～午後3時　　所　中央生涯学習センター駐車場

￥　（A）1区画2,000円、（B）半区画1,200円

定　（A）30区画、（B）20区画

申　はがきに①希望する区画（A、Bどちらかを必ず記載。「どちらで

も」は不可）②氏名（ふりがな）③郵便番号④住所⑤確実に連絡のとれ

る電話番号（申し込み内容について問い合わせをすることがありま

す）⑥出店品目（例…衣類、雑貨）を明記の上、「〒300-1292牛久市中

央3-15-1牛久市商工観光課ゴッ多市係」宛てに郵送ください。

※記入漏れなど、不備がある場合は受け付けできません。

※申し込みは1組1枚まで、2枚目以降は無効。複数応募は不可。

※電話、FAX、窓口での受け付けはできません。

締　3月1日（水）～10日（金）必着

※定員を超えた場合は抽選。結果は通知します。

問　商工観光課☎内線1823

●不動産公売のお知らせ

　市では、市民の方も参加でき

る入札により、不動産公売を実

施します。

日　3月14日（火）午後1時～

所　市役所分庁舎2階第2会議室

◆公売物件

①牛久市南3丁目3番8（宅地と

店舗）：見積価額2,750,000円

②牛久市上太田町字辺田前635

番（山林）：見積価額2,360,000円

※詳細は、市のホームページを

ご覧いただくか、収納課で無料

配布する「公売のご案内」をご覧

ください。

問　収納課☎内線1066

●飲酒運転をなくそう！

飲酒運転による交通死亡事故ワースト1位

　昨年、茨城県内で飲酒運転による交通死亡事故は19件で全国ワースト1位になってしまいました。飲酒運転

は犯罪で、免許取り消しなどの厳しい処分が待っています。また運転する人にお酒を勧めたり、飲んだ人に車

を貸したり、飲んだ人の車に同乗する行為も禁止です。交通ルールとマナーを守り安全な街にしましょう。

問　牛久警察署交通課☎871-0110
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●親子ふれあい映画鑑賞会

ユニバーサル・スタジオが贈るミ

ニオンズスタッフ最新作「ペット」

　あなたが留守にしている間、

愛する家族たちはいったい何を

しているんだろう？ニューヨー

クの街で繰り広げられるペット

たちの笑いと感動と絆の物語。

日　3月19日（日）【1回目】午前9

時30分開場、10時開演、【2回目】

午後1時開場、1時30分開演※上

映時間90分。

所　中央生涯学習センター文化

ホール

￥　無料 ※全席自由・予約不要

主　青少年育成牛久市民会議

問　青少年育成牛久市民会議事

務局☎871-2301

●エスカードシネマクラブ�

特別企画・無料上映会

　お子様から高齢の方まで家族

みんなで楽しめる映画上映会を

開催します。エスカードシネマ

クラブ会員以外の方も鑑賞いた

だけます。

日　3月25日（土）

所　エスカードホール

◆上映作品・上映時間

①『ミニオンズ―怪盗グル―の

月泥棒』（日本語吹替版）午前10

時40分～午後0時10分（開場午

前10時10分）　

②『体脂肪計タニタの社員食堂』

午後2時～3時30分（開場午後1

時30分）　

定　各回、先着220人※当日、整

理券を①午前10時、②午後1時

にエスカードホール前でお配り

します。

問　エスカードシネマクラブ運

営委員会事務局（中央生涯学習

センター内）※第2・4月曜休館。

☎871-2301�FAX871-1334

Ｅ □ chuuou@city.ushiku.ibaraki.jp

●牛久市少年少女発明クラブ員

募集

　新3年生以上の小学生を対象

とした楽しい工作教室です。科

学的な視点と工夫する力を養う

ことを目標に、苦労しながら工

作を完成させる達成感も味わっ

てもらいたいと思います。専門

的な知識のある市民ボランティ

アが指導にあたります。

対　市内小学校新3～6年生

活動期間　平成29年4月～平成

30年3月の第1・3土曜日午前中

所　向台小学校図工室

￥　年4,000円

申　往復はがきの往信用に①氏

名（ふりがな）②性別③住所④電

話番号⑤学校名⑥新学年を記入。

返信用宛先には申込者の住所・

氏名を記入し、「〒300-1211牛

久市柏田町1606-1中央生涯学

習センター発明クラブ担当」宛

てに送付。

締　３月15日（水）必着

問　発明クラブ（川本）

☎080-4292-2913

●日本語講師ボランティア募集（有資格者）

牛久市国際交流協会主催の日本語教室で教えてくださるボランティアさんを募集します。

◆応募の資格と条件 ※学生の方は対象外とします。

　�①日本語学科を主専攻・副専攻した方、②日本語教師養成講座420時間修了者、③日本語教育能力検

定試験合格者、④日本語講師ボランティア養成講座を修了し、外国人に日本語を教えた経験のある方

上記①～④のいずれかの資格を有する方で、

・各学期（10回）、毎週木曜日、AMクラス（午前10時～11時30分）、PMクラス（午後1時～2時30分）、

　もしくはEVクラス（午後7時～8時30分）の授業に参加できる方。

・授業だけでなく教室の運営活動にも協力できる方。

申　上記①～④の資格等が証明できる書類の写しを持参の上、牛久市役所市民活動課でお申し込み。

選考方法　書類審査および面接（4月上旬予定）を実施。決定後、応募者全員に結果を通知します。

締　3月24日（金）必着

問　牛久市国際交流協会事務局（〒300-1292牛久市中央3-15-1牛久市役所市民活動課内）

　　☎873-2111内線1633 FAX873-2512
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スポーツ

●牛久市シルバー人材セン

ターからのお知らせ

初心者向け高齢者パソコン教室

受講生募集

日　★5月8日～6月8日の毎週月・

木曜日…【Aコース】午前10時～正

午、【Bコース】午後1時～3時

★5月10日～6月9日の毎週水・

金曜日…【Cコース】午前10時～

正午、【Dコース】午後1時～3時

所　市総合福祉センター

内　パソコンの基本的操作の仕

方、Eメール、インターネット、

はがき作成（年賀状など）を予定。

※「Windows�Vista」使用、入力は

「ローマ字」入力方式。

対　市内に在住の60歳以上の

方（初めて受講の方を優先）

定　各コース5人※応募者多数

の場合は抽選。4月21日（金）公

開抽選を実施。

￥　2,000円（テキスト代含む）

申　往復はがきの往信用に参加

希望者の氏名、年齢、電話番号と

A～ Dの中からご希望のコース

を第2希望まで記入し、返信用

に送り先を明記の上、「〒300-

1214牛久市女化町859-3牛久市

総合福祉センター内（公社）牛久

市シルバー人材センターパソコ

ン教室係」まで送付してくださ

い。複数枚のお申し込みは不可。

結果は4月初旬ごろ、返信はが

きで通知します。

締　4月20日（木）必着

問　（公社）牛久市シルバー人材

センター事務局

☎871-1468 FAX871-0800

●第108回ヘルシーボール教室

日　3月25日（土）午前9時～11時

所　牛久運動公園体育館サブア

リーナ

対　市内在住・在勤の方（年齢不問）

￥　大人100円（保険代）※当日集金。

持　運動のできる服装、上履き

主　牛久市体育協会ヘルシー

ボールサークル「Beヘルシー」

締　3月22日（水）

申・問　牛久市体育協会事務局

☎873-2486

●第46回牛久市内春季野球大

会新規参加チーム募集

　企業、行政区および学窓など

でチームを編成し、野球を楽し

みましょう。

大会日　4月の毎週日曜日・祝日

登録締切　3月18日（土）※登録

用紙は牛久運動公園体育館・牛

久市体育協会に用意。

抽選日　3月25日（土）午後6時～

中央生涯学習センター大講座室

主　牛久野球連盟

問　渡部☎090-5343-6432

●茨城県南水道企業団指定給

水装置工事事業者の指定等

の手数料について

　平成29年4月1日より、茨城県

南水道企業団の指定給水装置工

事事業者の指定、および指定給

水装置工事事業者証再交付に手

数料がかかります。詳しくは当

企業団ホームページでご確認く

ださい。

問　茨城県南水道企業団総務課

庶務係☎0297-66-5131

HP　http://www.ibananww.ne.jp/

●稲敷地方広域市町村圏事務

組合養護老人ホーム松風園

民営化のお知らせ

　稲敷地方広域市町村圏事務組

合が運営してきました養護老人

ホーム事業は、平成29年4月1日

より下記法人に引き継がれます。

運営者　社会福祉法人「広文会」

理事長　秋本�優（稲敷市：江戸

崎病院長）

　今後は民間施設「松風園」とし

て養護老人ホーム事業が展開さ

れますが、入所手続きにつきまし

ては、従来どおり各市町村の高齢

福祉担当課へご相談ください。

問　稲敷地方広域市町村圏事務

組合事務局管理課☎0297-64-

3741FAX0297-64-5146

●「全国春の火災予防運動週間」

が始まります！

「消しましょう その火その時 そ

の場所で」 平成28年度防火標語

　3月1日～7日は、春季全国火

災予防運動週間です！火災が発

生しやすい時季を迎えるに当た

り、次の7つのポイントを守り火

災予防の意識を高めましょう。

①寝タバコは絶対やめる。

②ストーブは燃えやすいものか

ら離れた位置で使用する。

③ガスコンロなどのそばを離れ

るときは、必ず火を消す。

④逃げ遅れを防ぐために、住宅

用火災警報器を設置する。

⑤寝具・衣類及びカーテンは、防

炎物品を使用する。

⑥火災を小さいうちに消すため

に、住宅用消火器を設置する。

⑦お年寄りや身体の不自由な人を守

るために、隣近所の協力体制をつくる。

問　牛久消防署☎873-0119
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●牛久市役所一般職非常勤職員募集

◆選考方法　書類選考・面接試験 ※書類選考後、対象者に面接日を通知。

◆ 申込方法　「非常勤・臨時職員登録申込書」に必要事項を記入の上（写真4㎝×3㎝貼付）、保育課または

人事課に持参か郵送でお申し込みください。申込書は人事課窓口のほか、人事課ホームページからも

ダウンロードできます。※地方公務員法第16条（欠格条項）に該当する方は、応募できません。

問　人事課☎内線1042

人材募集・就職支援

●いばらき県南若者サポート

ステーション就労相談

　「働きたいのに働けない」「就

職活動のやり方を教えてほし

い」など、就職に悩む若者の相談

を受け付けます。

日　3月28日（火）午後1時～5時

所　ひたち野リフレ第2会議室

対　15～39歳の若年無業者お

よびその家族※相談無料

申　電話、FAX、Eメールで、相

談日の3日前までにお申し込み。

問　いばらき県南若者サポートス

テーション（一般社団法人アイケ

イつくば）☎893-3380 FAX893-

3381 Ｅ□ info@saposute-tsukuba.jp

催し・講座

●霞ヶ浦駐屯地開設64周年・関

東補給処創立19周年記念行事

日　5月21日（日）午前9時～午

後4時【一般開放】

所　陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地

（土浦市右籾2410）

内　記念式典、儀仗ドリル、観閲

行進・観閲飛行、トロッコ列車、ミ

ニコンサート、装備品展示、展示飛

行、ヘリコプター地上滑走の試乗、

装備品（戦車）試乗、警備犬展示

◆戦車およびヘリコプター体験

試乗については事前申し込み

締　3月31日（金）

問　陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地広

報班☎842-1211

職　種 短時間保育士（遅番） 12日以内勤務保育士 看護師

勤務場所 市内公立保育園 下根保育園

任用期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日（再任用あり）

応募資格 65歳未満の方で、保育士の資格を取得している方

・65歳未満の方・普通自動車運転免許
を有する方・ 看護師の資格を有する
方・ 看護師としての職務経験が１年
以上ある方

仕事内容 保育園乳幼児の保育全般
公立保育園在園児の健康管理に関す
ること全般

募集人数 若干名 1人 1人

勤
務
条
件
等

①報酬額
時間額：1,000円

時間額：1,500円
※勤務成績により月額制度移行あり

交通費：交通手段、距離区分に応じて支給

②勤務日数
　　・
　時 間

�①週3日 午後3時～午後7時
②週5日 午後4時～午後6時
（週19時間以内）

月12日以内 午前9時～午後5時
（1日7時間以内）

週5日午前8時30分～午後5時
（1日7時間30分）
※シフト勤務あり。

※午前7時～午後7時内でシフト勤務あり。時間外勤務あり。

③休 日
土・日曜日、祝日

※年3～4回土曜出勤あり。
土・日曜日、祝日

④福利厚生 社会保険、雇用保険加入なし 社会保険、雇用保険加入

申込期間 3月1日（水）～13日（月）

●花柳流八重花会日本舞踊�

おさらい会

日　3月20日（月・祝）開場：午

後0時30分、開演：午後1時

所　エスカードホール

￥　無料

主　花柳流八重花会

問　藤田☎090-2536-0974

●3月は自殺防止月間です

　茨城県では「いばらきここ

ろのホットライン」を開設し

ています。周囲で悩みを抱え

ている方に紹介してください。

平日　☎029-244-0556

土日　 0120-236-556

時間　午前9時～正午、午後1

時～4時※年末年始は休み。
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●平地林の手入れ作業

　「森林ボランティア」

日　3月19日（日）午前8時30分�

～正午

所　牛久城址※集合場所はお問

い合わせください。

内　下草刈り、伐採、枝打ち

※作業後、軽食を用意。

持　ナタ、カマ、ノコギリ、作

業服、手袋、飲み水

￥　保険代1人300円（1家族500円）

団　木とふれあうネットワーク

問　事務局（阿部）☎873-6424

●第5回市民参加の盆栽・盆草展

　日ごろより丹精込めて育てた

盆栽・盆草展を開催します。出品

を希望される方は3月20日（月・

祝）までにご連絡ください。

日　4月7日（金）～9日（日）午前9時�

～午後4時（最終日は午後3時まで）

所　中央生涯学習センター展示

ホール（2階）

主　牛久盆栽研究会

後援　牛久市教育委員会、牛久

市文化協会

問　潮
うしおだ

田☎873-6538

●歴史を語り合う会

日　3月19日（日）午後2時～5時

所　エスカード生涯学習セン

ター第1・2講座室（4階）

演題　再考、日露戦争―平成の

視点から見る

内　国家浮沈の瀬戸際に追い込

まれた日本はいかにロシアとの

戦いに勝ったのか？今の視点も

含めて考察する。

講　柊昌夫氏

￥　300円（資料代）

主　牛久史談会

問　染谷☎090-7948-3361

●牛久栄進高等学校吹奏楽部

　第26回定期演奏会

日　3月26日（日）開場：午後1時

30分、開演：午後2時

所　中央生涯学習センター文化

ホール※入場無料

曲目　メリーゴーランド、シネ

マ・シメリック、昭和アイドル

コレクション�など

主　県立牛久栄進高等学校吹奏

楽部

問　牛久栄進高等学校（梅
うめた

田）☎

843ｰ3110

●牛久高校文化部スプリング

フェスティバル

　文化部の楽しい演奏と舞台を

見に来てください！

日　3月31日（金）午後1時～4時

10分（午後0時30分開場）������������������

所　中央生涯学習センター文化

ホール�※入場無料

内　【第1部】吹奏楽部演奏会、

【第2部】演劇部公演、【第3部】軽

音楽部ライブ

主　県立牛久高等学校吹奏楽

部・演劇部・軽音楽部

問　牛久高等学校（柴本）☎

873-6220

●第16回フォトクラブ三日月

写真展

　風景や花鳥など四季の自然の

情景写真展です。会員の募集も

行っています。

日　3月21日（火）～26日（日）午前

10時～午後5時30分（初日は午後

1時から、最終日は午後4時まで）

所　三越牛久店2階アートギャ

ラリー

主　フォトクラブ三日月

問　巾
はばしま

嶋☎874-3680

●牛久味わい亭第17回落語会

　三
さんゆうてい

遊亭圓
えんそう

窓師匠に師事し、茨

城県内で活躍しているアマチュ

ア落語家が出演します。

日　3月19日（日）午後1時45分

開場、午後2時開演※入場無料。

所　中央生涯学習センター大講座

室※お体の不自由な方は優先席を

用意。前日までにご連絡ください。

出演　牛
ぎゅうきゅうてい

久亭学
がっつ

津、牛
ぎゅうきゅうてい

久亭高
こう

塀
べい

、有
ありがてい

難亭良
ら じ お

慈緒、有
ありがてい

難亭南
なんみょう

夢明、

好
こうぶんてい

文亭梅
ばいちょう

朝

主　落語会「牛久味わい亭」

問　望月☎090-4757-4414

●牛久愛和総合病院�

第62回生活習慣病教室

ペットと安心して生活するために

―人畜共通感染症の基礎知識―

　医師、各部門スタッフが疑問

にお答えします。

日　3月17日（金）午後2時30分�

～3時30分

所　牛久愛和総合病院B館2階

大ホール

講　瀬口雅人医師（血液内科特

任副院長）

￥　無料（事前予約不要）

問　牛久愛和総合病院総務課

☎873-3111（代表）

●帰りたいけど帰れない�

福島原発事故被害者のいま

日　3月26日（日）午後2時～4時

30分

所　中央生涯学習センター大講

座室

内　福島原発被害者のおかれた

状況などを講演します。

￥　資料代300円

主　原発いらない牛久の会

問　藤田☎080-5193-5218
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メンバー募集

●ドキュメンタリー映画上映会

①「奪われた村」飯舘村のお話

日　3月12日（日）午後1時30分～

4時

所　市総合福祉センター・ビデ

オ映画館

￥　300円（資料代）

②「放射能を浴びたＸ年後1・2」

日　3月20日（月・祝）午後1時30

分～5時

所　中央生涯学習センター視聴

覚室

￥　500円（資料代）

【①・②共通】

主　環境学習同好会

問　中村☎874-5089

●民踊・2
にまるまるご

00 5�

福祉センター会員募集

　気軽な服装でふるさとの民踊

を楽しく元気に踊りましょう。

日　毎月第2・4土曜日午後1時

30分※会場の都合により変更

あり。4月は8日（土）・22日（土）。

所　市総合福祉センター

講　公益社団法人日本フォーク

ダンス連盟民踊部公認指導者

対　どなたでも

￥　年1,000円（保険代含む）

持　上履き、飲み物

申　当日会場で受け付け

団　民踊・2005

問　望月☎873-9711、松岡☎

871-5809

●郵便局無料年金相談会�

（要予約）

　社会保険労務士や郵便局社員

が年金制度・手続きに関するご相

談にお答えします。参加者にはプ

レゼントをご用意しています。

日　3月12日（日）午前10時～午

後4時20分（1組40分程度）

所　ひたち野リフレプラザ※駐

車券をお渡しします。

定　先着40人

申・問　ひたち野うしく郵便局

☎874-1330

●筑波銀行休日年金相談

　（要予約）

　年金に関するご相談、手続きの

サポートなど個別に対応します。

日　3月11日（土）午前10時～午

後4時

所　すまいるプラザ牛久（筑波

銀行ひたち野うしく支店内）

申・問　筑波銀行牛久支店

（塚本）☎872-1310

●常陽銀行年金無料相談

　（要予約）

　銀行顧問の社会保険労務士が

ご相談に応じます。

①ひたち野うしくローンプラザ

日　3月11日（土）午前10時～午

後4時

申・問　常陽銀行ひたち野うし

く支店☎871-8122

②常陽銀行牛久支店

日　3月27日（月）午前10時～午

後3時

所　常陽銀行牛久支店

申・問　常陽銀行牛久支店

☎872-5112

相　談
●野球同好会メンバー募集

　軽いキャッチボールとバッ

ティングをして運動不足を解消

しませんか。初心者・女性も大

歓迎です。

日　土・日曜日・祝日を除く毎

日午前10時30分～（約2時間）

所　栄町運動広場

対　年齢60歳以上※現在のメ

ンバーは70代以上が大半です。

￥　なし

持　グローブ、バット、ボール

団　栄町ヤンガース

申・問　永井☎090-5449-2474

●スクエアダンス初心者講習会

　スクエアダンスはペア4組（8

人）が1セットになり、リズム

にのって、隊形を四角から円に、

円から長方形やひし形へと形を

変えながら歩くパズル感覚の

ウォーキングダンスです。楽し

さ、面白さを実感してください。

心身ともにリフレッシュし、健

康で明るい日々を過ごしましょ

う。男女を問わず参加できます。

日　4月6日（木）から�毎月第1・

2・4木曜日午後1時30分～4時

所　三日月橋生涯学習センター

定　10人程度

￥　月1,000円（教材費、おやつ

代など）

持　軽い運動のできる格好、飲

み物

団　牛久スクエアダンスサークル

問　松本☎･FAX873-9319

●茨城県弁護士会憲法講演会　木村草太先生おおいに語る

日　3月18日（土）午後1時30分～4時30分（開場午後1時）

所　県南生涯学習センター中講座室1（土浦市大和町9-1）※入場無料

主　日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会、茨城県弁護士会

問　茨城県弁護士会☎029-221-3501
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