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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　広報政策課

　　☎内線3221、3222　　

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　システム管理課☎内線1672

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

「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。

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「UUラジオ854」
月～金曜日午前10時～正午

（再放送：午後5時～7時）

生放送「ぎゅぎゅっとラジオ854」
月～金曜日午後1時～3時

（再放送：午後8時～10時）

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

牛久市民による情報発信番組「夕暮れモー

モー」。YouTubeで平日午後7時～7時45分に

生放送中！（放送はいつでも視聴可能）

問　NPO法人ちゃんみよTV 

☎・FAX871-8034

Ｅ□chanmiyo@chanmiyo.tv

●「牛久市中学生平和使節」 

派遣生徒の募集

期間　7月26日（水）～28日（金）

派遣先　広島市方面

対　市内在住の中学2年生

定　25人（定員を超えた場合抽選）

内　広島市における平和学習

￥　2万円程度（1人あたりの経

費の3分の1程度）

締　5月12日（金）

申　市内公立中学校の生徒は各

校の先生へ、他校の生徒は教育

委員会放課後対策課へ

問　放課後対策課☎内線3091

●一家にひとり地域ヘルパー

養成研修

　在宅での介護や地域のボラン

ティア活動を行うための基本的な

知識と技術を身につけましょう。

日　6月3日（土）～8月26日（土）

の間で11日間

所　市保健センター研修室およ

び市内高齢者等福祉施設

対　市内在住・在勤・在学の中

学生以上の方

内　介護に関する講義・演習お

よび福祉施設における実習

講　医師・市内介護事業所職員・

関係行政職員など

定　30人

￥　1人3,000円（テキスト代等）

申　5月31日（水）までに電話、

または直接窓口で申し込み

問　牛久市社会福祉協議会

☎878-5050FAX871-0540

●ご存知ですか？高次脳機能障がい

　頭を強くぶつけたり、脳卒中などの病気で倒れた後に「新しいことが

覚えられない」「人が変わった」「今までと違う」などと感じたら、高次

脳機能障がいかもしれません。高次脳機能障がいは外見からは分かりづ

らく、周りから見過ごされたり、本人も気づかないことがあります。県

立リハビリテーションセンターでは、専任の支援コーディネーターによ

る相談と自立訓練や就労移行支援など、身体障がい者や高次脳機能障が

い者を対象とした訓練を行っています。お気軽にご相談ください。

問　茨城県立リハビリテーションセンター（高次脳機能障害者支援

相談窓口）☎029-887-2605、HP茨城県高次脳機能障害者支援情報サ

イト（http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/riha/sodan/kojino/index.html）
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日＝日程　所＝場所　内＝内容　対＝対象　定＝定員　講＝講師　￥＝費用　持＝持ち物　申＝申し込み方法項目の見方

 【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

●地域福祉活動助成金の交付

申請受け付けについて

　社会福祉協議会では、赤い羽

根共同募金を活用し、地域福祉

の向上につながるボランティ

ア・市民活動に対して、その経

費の一部を助成します。助成対

象や申請書類などの詳細は、直

接お問い合せください。

受付締切　5月31日（水）

助成金額決定　6月下旬（予定）

問・提出先　牛久市社会福祉協

議会（中央3-15-1市役所分庁舎1

階☎871-1295FAX871-1296

●平成29年工業統計調査を実

施します

　工業統計調査は、我が国にお

ける工業の実態を明らかにする

ことを目的とする政府の重要な

調査で、統計法に基づく報告義

務のある基幹統計調査です。調

査の結果は、中小企業施策や地

域振興など、国および地域行政

施策のための基礎資料として利

活用されます。調査の趣旨・必

要性をご理解いただき、ご回答

をお願いします。

対　従業者4人以上の全ての製

造事業所（平成29年6月1日時点）

※調査票に記入いただいた内容は、

統計法の目的以外（税の資料など）

に使用することは絶対にありません。

問　政策企画課☎内線1212

●公平委員が決まりました

　牛久市等公平委員会委員が、

平成29年第1回市議会定例会で

同意され、選任されましたので

ご紹介します。

◆公平委員会委員

　栁井三郎氏（再任）

任期　平成33年3月31日まで（4年）

※公平委員会は、地方公共団体

での職員の任免、懲戒などの人

事権の行使が適正に行われるよ

うに設けられた任命権者（市長な

ど）から独立した行政委員会です。

問　監査委員事務局☎内線3801

●ひとり親家庭自立促進講習会

　「介護職員初任者研修」

日　6月11日～10月1日の期間

の日曜日で16日間（130時間）

所　茨城県母子寡婦福祉連合会�

母子・父子福祉センター会議室

（水戸市八幡町11-52）

対　母子家庭の母、父子家庭の

父、寡婦家庭で、全日程出席で

き、今後就労を希望する方

定　20人

￥　自己負担6,000円（ボランティ

ア行事保険料が別途かかります）。

※託児あり（2歳児以上）。ひと

り親家庭となって7年未満の方

で所得が一定以下の方は、交通

費の一部が支給されます。

締　5月22日（月）（消印有効）

申　申込用紙に受講理由を添え

て、直接申し込み（用紙はこども

家庭課窓口、ホームページから

ダウンロードできます）。

申・問　茨城県母子寡婦福祉連

合会母子・父子福祉センター

☎029-221-8497

●関東地方環境美化運動の日

　関東地方では、毎年5月30日

（ごみゼロの日）を中心として「関

東地方環境美化運動の日」統一美

化キャンペーンを実施していま

す。牛久市でもこれに合わせ、市

内全域の環境美化を図るため、清

掃活動を実施しますので、ご協力

をお願いします。なお、ここ最近

の市内一斉清掃において、ご家庭

から排出されたと思われる不用

品などが多く目立ちます。このよ

うな不用品は、違反ごみ扱いとし

て回収しません。

日　5月28日（日）午前8時～

※小雨決行（雨天の場合は翌週）。

また、一部行政区では実施時間

などが異なる場合がありますの

で、回覧などでご確認ください。

所　市内全域

内　地域内の道路、公園、水辺

などの公共の場所やその周辺の

清掃活動

問　廃棄物対策課

☎内線1571～1573

●行政相談（相談無料）

　平成29年4月1日、牛久市では

次の方が総務大臣から行政相談

委員を委嘱されました。

◆行政相談委員の紹介

　鈴木久悦委員（再任）

　櫻井明良委員（再任）

　宮﨑千代子委員（再任）

　行政相談委員は、皆さんのご

意見・ご要望をお聴きし、公正・

中立の立場から関係行政機関な

どに必要なあっせんを行い、そ

の解決や実現の促進を図るとと

もに、皆さんの声を行政の制度

や運営の改善に活かしています。

行政相談開催日　毎月第1月曜

日（祝日の場合は第2月曜日）

※日程などの詳細は、お問い合

わせください。

問　総務課☎内線1012
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●平成29年度農作業標準賃金

　この賃金表は、農業者の方が作業員を臨時に雇用する場合や、他

の農業者へ農作業を委託する際に、支払う賃金等の目安となる金額

です。実際に契約する場合は、農地の条件、作業効率、地域の慣例

などを十分考慮の上、お互い合意の下に取り決めてください。この

賃金表は、農業委員会のホームページにも掲載されています。

◆賃貸料情報

　●田10a当たり10,000～20,000円 ●畑10a当たり3,000～8,000円

◆農作業臨時雇標準賃金

◆農業作業標準料金

作業名 単　位 料　金 備　考

深耕 10a 10,000円

プラウ耕 10a 6,000円

デスク耕 10a 3,500円 パワーデスク

普通ロータリー 10a 5,000円 畑

耕起 10a 5,000円 田

代かき 10a 6,000円

畦塗り 1m当たり 35円

育苗 1箱 700円 硬化苗

田植え 10a 6,500円 条件により料金割増

育苗～田植え 10a
18,000～
20,000円

刈取り～脱穀 10a
16,000～
20,000円

倒伏等の条件により上限とする

刈取り～調整 10a
30,000～
35,000円

倒伏等の条件により上限とする
（袋詰めまで）

乾燥～調整 玄米60kg当たり 1,800円（袋詰めまで）

籾すり 玄米60kg当たり 1,000円（袋詰めまで）

麦刈り～調整 10a 22,000円
倒伏等の条件により上限とする

（袋詰めまで）

甘藷マルチ張り 10a 10,000円 薬剤散布含む

甘藷マルチ張り 10a 5,000円 薬剤散布なし

落花生マルチ張り 10a 4,000円

肥料と土壌改良
剤の散布

10a 2,500円
資材の運搬は含まない、片方の
みの散布は1,500円

作業名 賃金（実働8時間）

田植え／稲刈り／水田除草 7,000円

畑除草／その他作業 6,200円

●稀勢の里応援団　稀勢の里関を応援しよう！

　5月14日（日）から始まる「大相撲5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。

　なお、賞品の発送をもって、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ご

応募ください。※応募は1人1通まで。

締　5月14日（日）～21日（日）

問　牛久市観光協会☎874-5554 HP http://www.kisenosato.e-ushiku.jp

●奥野小地区社会福祉協議会

農業体験広場「ゆめ」

　さつま芋の栽培・そばの栽培

に参加しませんか。種まきから

収穫までの作業で、作物を育て

る喜びを体験してください。

①さつま芋の栽培

日　【植え付け日】5月27日（土）

（予備日5月28日（日））、【収穫

日】10月下旬（芋の種類は、安納

芋10本、その他10本）

定　50区画（1区画・20本植え付け）

内　オーナー制で自分の区画は、

植え付けから収穫まで担当しま

す。植え付けの準備から収穫ま

での管理は、地区社協が担当。

￥　1区画3,000円（収穫予想量

20kg）

②常陸秋そばの栽培

日　【播種日】8月5日（土）（予備日

8月6日（日））、【収穫日】10月下旬、

【秋そば収穫祭】11月23日（木・祝）

定・￥　50家族・無料

内　播種の準備から収穫までの

管理は、地区社協が担当。

【①、②共通】

対　市内在住

締　5月12日（金）

主　奥野小地区社会福祉協議会

申・問　唯根☎・FAX875-0778、

☎080-6656-8491

問　農業委員会事務局☎内線3701
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●手話を学んでみませんか？

　「手話講習会Ⅱ（基礎レベル）」

　手話を使って、ろう者と日常的な

コミュニケーションを取れるようになることを目

指します。興味のある方、お待ちしています。

日　平成29年6月14日～平成30年1月下旬までの

水曜日（月3回程度）午前10時～正午（全25回予定）

所　中央生涯学習センターなど

対　市内または龍ケ崎市に在住・在勤の16歳以上

で、自己紹介や、あいさつ等の簡単な会話が手話

でできる方。

定　25人※希望者多数の場合は抽選。

￥　無料※テキスト代（3,240円）の負担あり。

締　5月22日（月）必着

申　はがきまたはFAXで、①郵便番号②住所③氏名

④生年月日⑤電話番号⑥手話講座等受講歴⑦受講

動機を具体的に記入しお申し込みください（牛久市

または龍ケ崎市に通勤している方は通勤先も記入）。

問　社会福祉課☎内線1712 FAX874-0421　　　

（〒300-1292牛久市中央3-15-1牛久市社会福祉課

「手話講習会Ⅱ（基礎レベル）」係）

●春先に多い昆虫について

　4月～5月に

かけて日当た

りの良いあき

地や庭などで、

体長0.5～1.5

㎝くらいの黒いハエのような虫

が多数飛びまわることがありま

す。これはケバエという蚊やハ

エの仲間で、寿命は短く1～2週

間程度です。人体に害を与える

事はないので、駆除の必要はあ

りません。湿潤な場所にある落

ち葉や堆肥の下で発生している

事が多く、洗濯物にとまるなど

不快感を与えますが、市販のハ

エ蚊用のエアゾールを噴霧する

と殺虫できます。

問　環境政策課☎内線1563

●映画「天心」上映会のお知らせ

　日本の近代美術に大きな足跡を残し

た、岡倉天心と弟子たちの師弟愛を描

いた映画「天心」を上映します。松村監

督によるトークショー（各回上映会終

了後実施）や、撮影で使用した日本画の

パネル展示など、特別イベントもあり

ますのでぜひご来場ください。

日　7月8日（土）①午前10時30分～

②午後2時～③午後5時30分～（各回30

分前開場）

所　中央生涯学習センター文化ホール

￥　一般・シニア1,000円、中高生800円※全席自由・先着順

チケット販売所　中央生涯学習センター☎871-2300（午前9時～午

後5時）、エスカードプラザ☎中央生涯学習センターへ（午前10時～

午後5時）、ウインズ・ユー☎870-3663（午前10時～閉店）

主　映画「天心」製作委員会

共　牛久市、牛久市教育委員会

問　文化芸術課☎871-2300※第2・4月曜日（祝日の場合は翌火曜日）休館。

●第128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、アマチュアは問いませ

ん。初めての方も大歓迎です。

日　6月11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（申込

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」宛てに郵送してください。※記入漏れな

ど、不備がある場合は受け付けできません。電話、

FAX、窓口での受け付けはできません。申し込み

は1組1枚。2枚目以降は無効。複数応募は不可。

締　5月1日（月）～12日（金）必着

※定員を超えた場合は抽選。当選結果は通知。

問　商工観光課☎内線1523
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住宅用火災警報器の設置はお済みですか 救急車の適正利用にご協力ください

【一般会計】� （単位：千円）

歳　入 歳　出

項　目 予算額 構成比 項　目 予算額 構成比

分賦金及び
負担金

3,756,058 94.8％ 議会費 3,929 0.1％

使用料及び
手数料

8,242 0.2％ 総務費 111,028 2.8％

国庫支出金 16,458 0.4％ 消防費 3,612,226 91.2％

県支出金 14,000 0.4％ 公債費 233,517 5.9％

財産収入 31 0.0％ 予備費 900 0.0％

寄附金 1 0.0％

繰入金 64,500 1.6％

繰越金 10,000 0.2％

諸収入 2,810 0.1％

組合債 89,500 2.3％

合　計 3,961,600 100.0％ 合　計 3,961,600 100.0％

【水防事業特別会計】� （単位：千円）

歳　入 歳　出

項　目 予算額 構成比 項　目 予算額 構成比

分賦金及び
負担金

9,436 87.4％ 水防費 10,700 99.1％

財産収入 721 6.7％ 予備費 100 0.9％

繰越金 500 4.6％

諸収入 143 1.3％

合　計 10,800 100.0％ 合　計 10,800 100％

●稲敷地方広域市町村圏事務組合からのお知らせ

◆平成29年度予算について ◆平成28年消防ミニ白書

●火災…　平成28年中の火災

発生件数は、管内全域で64件発

生し、昨年と比較すると35件減

少しました。火災が原因で1人の

尊い命が失われ、13人の方が負

傷しています。

●救急・救助…　平成28年中の

救急出動件数は12,775件で、昨年

より99件増加しました。救急種

別では、急病が8,565件と最も多

く、次いで一般負傷1,711件、交

通事故1,215件、転院659件、その

他625件でした。救助出動件数は

159件（昨年より8件減少）で、救助

種別では、交通事故78件、火災

事故34件、その他が47件でした。

市町村別発生状況

龍ケ崎市 15件
牛久市 13件
稲敷市 15件
阿見町 10件
利根町 6件
河内町 3件
美浦村 2件

火災件数 64件

火災種別発生状況

建物 35件
林野 1件
車両 7件
その他 21件

火災件数 64件

出火原因ワースト３

１放火（疑い）� ６件

１たばこ� ６件

３こんろ� ４件

傷病者程度別搬送状況

軽症 6,393人
中等症 4,316人
重症 964人
死亡 222人
その他 1人

搬送人員 11,896人

市町村別救急出動件数

龍ケ崎市 3,248件
牛久市 3,351件
稲敷市 2,328件
阿見町 2,057件
利根町 678件
河内町 396件
美浦村 710件
圏域外 7件

出動件数 12,775件

問　稲敷地方広域市町村圏事務組合☎0297-64-3741（代） HP http://www.inashiki-kouiki.jp/

●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　5月23日（火）午後1時～5時

所　ひたち野リフレ第2会議室

対　15歳～39歳の若年無業者

およびその家族※相談無料。

申　相談日の3日前までに電話、

FAXまたはEメールでお申し込み。

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

●一般職非常勤職員（看護師）募集

職　種 一般職非常勤職員（看護師） 募集人数 1人

勤務場所 市保健センター（牛久市役所 健康づくり推進課）

任用期間 平成29年6月1日～平成30年3月31日（再任用あり）

応募資格
・看護師免許を有する方 ・普通自動車運転免許を有する方
・健康で、市民の健康づくり支援に意欲のある方

仕事内容 ・介護予防事業に関すること・健康づくり事業全般

勤
務
条
件
等

①報酬額 時間額:1,500円※交通費は交通手段、距離区分に応じて支給。

②勤務日
月～金曜日　午前8時30分～午後5時（不定期で土・日曜日出勤

あり）※時間外勤務あり

③休　日 【基本】土・日曜日、祝日

④福利厚生 社会保険（厚生年金・健康保険）、雇用保険加入

申込期間 平成29年5月1日（月）～5月17日（水）

◆選考方法　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㎝）を貼付し、持参するか、郵送（〒300-1292�牛久市

中央3丁目15番地1）でお申し込みください（提出先、郵送先は健康

づくり推進課、人事課のいずれでも可）。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
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●第110回ヘルシーボール教室

日　5月27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・当日徴収）

持　運動のできる服装、上履き

締　5月24日（水）

主　牛久市体育協会ヘルシー

ボールサークル「Beヘルシー」

申・問　牛久市体育協会事務局

☎873-2486

●牛久市長杯争奪 第6回牛久

市スポーツ吹矢大会

スポーツチャンピオンフェス

ティバル

　スポーツ吹矢は腹式呼吸で矢

を吹いて得点を競うスポーツで

す。健康にも効果があるとい

われており、2019年「いきいき

茨城ゆめ国体」にもデモンスト

レーションスポーツとして採用

された、今注目のスポーツです。

興味のある方はぜひこの機会に

お越しください。

日　5月27日（土）午前9時～午

後4時30分

所　牛久運動公園体育館メイン

アリーナ

問　藤野☎873-2697

●やさしいゲートボール教室

　用具は連合会で用意します。

初心者大歓迎です。参加無料。

日　【第1回】6月5日（月）～6月7

日（水）【第2回】6月12日（月）～

6月14日（水）午前9時～正午

所　刈谷ゲートボール場（刈谷

自治会館隣）

申　6月4日（日）までに電話。

※当日、現場での参加も可。

問　牛久市ゲートボール連合会

（浅野）☎872-1918、牛久市体育

協会事務局☎873-2486

●2017年牛久の街を走る会

　みんなで牛久の街を楽しく

走ってみませんか？メタボリッ

ク対策、走力アップなど目的は

いろいろ。個人での参加はもち

ろん、ご家族、ご友人との参加

をお待ちしています。いつから

でも、何回でも参加可能です。

日　5月7日（日）、6月4日（日）午

前8時30分集合

所　牛久運動公園プール前

￥　無料（当日申し込み）

問　牛久走友会ホームページ

「お問い合わせ」、もしくは（荒

木）☎080-3462-9324�まで。

催し・講座

●フィオリーナマンドリンア

ンサンブル第6回定期演奏会

　マンドリニスト青山忠氏の指

揮による、皆様よくご存じの曲

と迫力あるマンドリンオリジナ

ル曲の楽しい演奏会です。

日　5月20日（土）午後1時30分

開場、午後2時開演※入場無料

所　ノバホール（つくば市）

演奏曲　ディズニーメドレー、

ベニスの夏の日、メキシコ組曲、

蒼いノクターン など

主　フィオリーナマンドリンア

ンサンブル

後援　牛久市教育委員会、つくば

市教育委員会、土浦市教育委員会

問　村上☎852-9394

スポーツ

●自動車税の納期限は5月31日です

　自動車税は、毎年4月1日現在で自動車の所有者（割賦販売契約の場合は使用者）

として登録されている方に課税されます。

平成29年度納期限：5月31日（水）

　5月上旬までに納税通知書が郵送されますので必ず納期限までに、お近くのコンビニエンスストア、

金融機関、郵便局または県税事務所窓口で納付してください。納付できる場所は、納税通知書裏面に

記載されています。パソコン等から専用サイトを利用してクレジットカード納税することも可能です。

また、「Pay-easy（ペイジー）」での納付を希望される方は、県税事務所へお問い合わせください。

問　茨城県土浦県税事務所収税第一課☎822-7205（受付時間：平日午前8時30分～午後5時15分）

●ドキュメンタリー映画上映

会「陸軍登戸研究所」

日　5月3日（水・祝）午後1時15

分～5時

所　中央生涯学習センター視聴覚室

内　太平洋戦争を裏で支えた兵

器開発基地の秘密戦・謀略戦の

全貌。楠山監督のトークあり。

￥　無料（事前申し込み不要）

主　環境学習同好会

問　中村☎874-5089
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●第24回「写友ラダック」写真展

　牛久市で昭和57年から活動し

ている写真クラブです。今年も会

員の作品を展示します。バラエ

ティに富んだ自慢の写真で、皆さ

んのご来場をお待ちしています。

日　5月14日（日）～20日（土）午

前10時～午後5時※最終日は午

後4時まで。

所　中央生涯学習センター2階

展示ホール

￥　無料

問　津田☎080-1124-4186

●歴史のフィルドワーク

　日本初の大公害＝足尾銅山鉱

毒事件の真相と反公害の先駆

者・田中正造の足跡を訪ねる。

日　5月7日（日）午前8時～午後5時

所　足尾銅山および佐野周辺

対　成人一般

定　先着40人（高速代、お茶代）

￥　2,000円（資料代含む）

団　牛久史談会

問　板宮☎090-2327-6304

●牛久市民吹奏楽団

　第31回定期演奏会

日　5月28日（日）午後1時20分

開場、午後2時開演

所　中央生涯学習センター文化

ホール 

内　日本民謡組曲、シェヘラ

ザード終楽章、ザ・ピーナッ

ツ・メドレー、ウエストサイド

ストーリーセレクションなど

￥　無料

後援　牛久市、牛久市教育委員

会、牛久市文化協会

問　黒田☎090-1332-2686

●平地林の手入れ作業

　「森林ボランティア」

　今回は早めに作業を終了し、

平地林保全の勉強会を行います。

日　5月21日（日）午前8時30分�

～正午

所　井ノ岡町3706-1※現地集合

内　下草刈り・伐採・枝打ち

持　ナタ、カマ、のこぎり、作

業服、手袋、飲み水

￥　保険代1人300円（1家族500円）

※作業後、軽食を用意。

問　木とふれあうネットワーク

事務局（阿部）☎873-6424

●筑波銀行年金無料相談

　年金に関するご相談、手続き

など個別に対応します。要予約。

日　5月13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

　銀行顧問の社会保険労務士が

ご相談に応じます。要予約。

①ひたち野うしくローンプラザ

日　5月13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　5月22日（月）午前10時～午後3時

申・問　常陽銀行牛久支店☎

872-5112

相　談

●健康増進！ストレッチ体操体験会

　音楽に合わせて、楽しみなが

ら体操を始めてみませんか？

日　5月18日（木）、6月1日（木）

午前10時10分～11時30分

所　奥野生涯学習センター多目的室

対・￥　成人女性・無料

持　運動できる服装、シューズ、

飲み物

団　3B体操

申・問　伊藤☎090-6948-3569

FAX873-7379

●子育てママのワークショップ

　子どもが言うことを聞いてく

れない、いやいや期で手を焼い

ている、育てにくくて困ってい

る、そんなお悩みありません

か？一人で抱えていないで一緒

にコツを練習しましょう。

日　【全5回】6月16日、7月21日、

8月18日、9月15日、10月20日

の第3金曜日、午後1時～3時

所　ハグハウス牛久店（田宮

2-1-3）

￥　1回1,000円※連続ワーク

ショップ

申・問　カウンセリングルーム

インサイト☎873-4232（平日午

前10時～午後5時）

●牛久愛和総合病院

　第63回生活習慣病教室

テーマ「脂肪肝－本当はコワイ

脂肪肝－」

　医師、各部門スタッフがあな

たの疑問にお答えします。予約

不要、入場無料。

日　5月25日（木）午後2時30分�

～3時30分

講　千葉俊也医師（消化器内科

特任副院長）

所　牛久愛和総合病院Ｂ館２階

大ホール

主　牛久愛和総合病院広報委員会

問　牛久愛和総合病院総務課

☎873-3111（代表）
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●NPO法人リーブルの会員募集

（大学生および専門学生可）

仕事の内容　図書館業務　図書

の貸出・返却、本の整理等

勤務時間　早番（午前8時30分～

午後0時30分）、中番（午後0時30

分～5時15分）、遅番（午後5時15

分～9時15分）の3交代制。

時間給　795円

募集人員　若干名

申　中央図書館にある「会員応

募申込書および学生アルバイト

応募申込書」に記入し、写真貼付

の上提出してください。

締　5月1日（月）～15日（月）

面接日　5月21日（日）※詳細は

書類選考後、連絡します。

問　NPO法人リーブルの会（中

央図書館内）☎871-1400

●NPO法人うしく里山の会

　クラフトプロジェクトメンバー

　現在、市総合福祉センターの

工作室で、木材を主体とした創

作活動（子ども向けのおもちゃ

作り）や、地域の催しでの子ども

向けクラフト教室の準備を行っ

ています。木育玩具を一緒に作

りませんか？ものづくりに興味

ある方大歓迎です（見学可）。

日　毎月第1・3金・日曜日午前9時�

～午後4時（都合の付く日時でOK）

所　市総合福祉センター内創造

の家（工作室）

￥　年2,000円

団　NPO法人うしく里山の会ク

ラフトプロジェクト

申・問　千葉☎・FAX0297-64-

6523、☎090-3591-4481

Ｅ□�chibachan@able.ocn.ne.jp

メンバー募集

●ギターをはじめませんか？

　ギターの合奏を楽しむシニア

のグループです。活動の様子を

公開します。

日　5月7日（日）午後2時～3時

所　中央生涯学習センター中講

座室

対　クラシックギターの初心者

￥　無料

団　初級ギター講座

問　高橋☎873-7839
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