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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）

牛久市の魅力を発

信中！楽しい情報、

美味しい情報いろ

いろあります。

牛久を動画で楽しもう。観光

PRムービー「Welcome to White 

Party」も公開中。「そ

うだったのか！」と

驚くラストは必見。

牛久市役所公式LINEアカウン

ト。友だち登録してね★

問　広報政策課☎内線3222

イベント、防災・防

犯、各学校などの

市の情報をメール

でお届けします。

問　システム管理課☎内線1672

メールマガジン

「かっぱメール」

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

「UUラジオ854」
月～金曜日午前10時～正午

（再放送：午後5時～7時）

「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）

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

市からのお知らせ

FM
周波数

85.4MHz

動画サイト「You	Tube」

牛久市公式チャンネル

●防災行政無線を用いた緊急地震速報訓練を実施します

　地震の発生時に備え、次のとおり緊急地震速報訓練を行います。こ

の訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート※）を用いた訓練で、緊

急地震速報を発表する全ての地域で行われます。

※ Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国か

ら人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

訓練実施日時　　7月5日（水）午前10時15分頃

訓練で行う放送　市内114カ所に設置してある防災行政無線から、

一斉に、次のように放送されます。

〈上り4音チャイム音〉

　「こちらは、ぼうさいうしくです。」

　「ただいまから訓練放送を行います。」

【緊急地震速報チャイム音

　緊急地震速報。大地震（おおじしん）です。大地震です。

　これは訓練放送です。】×3回

　「こちらは、ぼうさいうしくです。」

　「これで訓練放送を終わります。」

〈下り4音チャイム音〉

訓練放送で行う行動　訓練放送に合わせ、安全な場所に移動し丈夫

な机の下に隠れるなど、身体の安全を守る行動をとってください。

問　交通防災課☎内線1681

●防災行政無線による正午の時報について

　7月10日（月）から、毎日正午（12時）の時刻にあわせ、市内114か所

に設置してある防災行政無線から、時報放送（チャイム）を流します。

　この放送は、防災行政無線の正常動作を確認するための試験放送

を兼ねています。ご理解とご協力をお願いします。

放送開始日時　7月10日（月）正午（12時）

放送内容　チャイム放送

問　交通防災課☎内線1681
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●「子育てポケットガイド2017

年度版」が完成しました

　 妊 娠 か

ら出産そし

て子育てを

していく中

で、どのよ

うなサービ

スや相談窓

口があるの

でしょうか。牛久市では、そん

な疑問に応える「牛久市子育てポ

ケットガイド2017」を作成しまし

た。折りたたむと母子健康手帳に

入り、お持ちいただくのにちょう

どよいサイズに仕上げています。

こども家庭課や子育て広場など

の窓口にご用意していますので、

どうぞご利用ください。

問　こども家庭課☎内線1732

●後期高齢者医療制度の被保

険者証の更新について

　8月1日以降にご使用いただ

く後期高齢者医療制度の被保険

者証については、次のとおり郵

送します。

配達期間　7月14日（金）～23日（日）

配達方法　簡易書留

◆ご不在の場合の受け取り方法

●7月24日（月）～31日（月）の間

…牛久郵便局窓口においてお受

け取り※詳しくは、ご不在時に

投函される「郵便物お預かりの

お知らせ」をご覧ください。

●8月1日（火）以降…市医療年

金課☎873-2111

※被保険者証の受け取りの際は、

ご本人様と確認できる証明資料

（免許証、健康保険証、住基カー

ドなど）と印鑑が必要です。

問　医療年金課☎内線1721、1722

●菜の花油新商品「OLIO（オーリオ）」発売中！

　うしくグリーンファーム（久野町）

とつくば栄養医療調理製菓専門学校

（ひたち野東）がコラボ企画したハー

ブ油「オーリオ」が6月30日より販売

されています。

　この「オーリオ」は、うしくグリー

ンファームが栽培・搾油した菜の

花油を使用し、専門学校が加工した

もの。にんにくと鷹の爪がたっぷり

入った「ロッソ」、ローズマリーやピ

ンクペッパーなどのスパイスが入った「ハーブ」、フライドバジルが

入った「バジル」の3種類を発売。赤黄緑のきれいな菜の花のラベル

が目印です。パスタやピザにかけたり、ドレッシングにしたり、肉

や魚料理のソースにしたりと、料理の幅がぐんと広がること間違い

なし。牛久で生まれた、牛久のハーブ油、ぜひご賞味ください！

価格　税込500円（1本90g入り）　　販売予定数　1,000本限定

販売所・問　うしくグリーンファーム☎875-1333、レストラン＆ベー

カリーミーモ（つくば栄養医療調理製菓専門学校併設）☎870-3111

バジルロッソ ハーブ

オーリオ

●稀勢の里応援団

稀勢の里関を応援しよう！

　7月9日から始まる

「大相撲7月場所」で

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。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」が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　7月9日（日）～16日（日）

問　牛久市観光協会☎874-5554

HP	http://www.kisenosato.e-ushiku.jp

●統計調査員の募集

　国や県など公的機関で実施す

る統計調査の登録調査員を随時

募集しています。統計調査に興

味のある方は、ぜひ登録をお願

いします。仕事は、調査内容や

対象地域に応じ、ご案内します。

今年度は、10月1日および2月1日

を基準日とする調査があります。

主な仕事　対象地域の地図・名

簿作成、調査票の配付・回収

身分　非常勤の公務員（任命期

間内）

報酬　各省統一の単価ベースに、

業務量に応じた形でお支払い

申　政策企画課窓口に直接お越

しの上、登録様式にご記入いた

だくか、市ホームページからも

様式のダウンロードができます

のでご利用ください。

問　政策企画課企画統計グルー

プ☎内線1212
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 【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

●外国人のための日本語教室学習者募集（平成29年度2学期）

　日本語がうまく話せないため困っている外国人のお友達や、さら

に上達を希望される外国の方がご近所にお住まいでしたら、ぜひこ

の教室をご紹介ください。

対　日本語の日常会話を学びたい外国人など（希望者が多数の場合

は牛久市在住の方を優先します）

￥　1,000円（1学期・10回分）

申　必ず希望者ご本人が市民活動課の窓口に申し込みに来てください。

日本語が話せない方は付き添いの方と一緒に来て手続きをしてください。

締　8月4日（金）

※希望者が多い場合は、キャンセル待ちになる場合があります。

問　牛久市国際交流協会事務局（市民活動課内）☎内線1631

FAX873-2512 Ｅ□shimin@city.ushiku.ibaraki.jp

日程　9月7日～11月9日の毎週木曜日（全10回）

時間　 【AMクラス】午前10時～、 

【PMクラス】午後1時～、 

【EVクラス】午後7時～（各90分）

所　中央生涯学習センター中講座室（2階）他

●おくのキャンパス、おくの

ふれあいまつり開催

　地域に住むさまざまな年齢層

の方たちとの交流を通して、地

域の活性化につなげていくまつ

りです。市内にお住まいの方は

どなたでも参加できます。出店

や販売等もあり、終了後には花

火も見られます。

日　7月15日（土）午後3時～6時

30分

所　奥野小学校校庭

内　【第一部】中学生が交流ブー

スを開き、各ブースで保育園児・

小学生・中学生が楽しく交流

【第二部】地域から参加されてい

る各団体と楽しく交流

問　奥野小学校☎875-0024、

牛久第二中学校☎875-0055

●第５回ひたち野ふれあいま

つり ―盆踊り!!―

　ひたち野うし

く小学校区地区

社協主催の「第

5回ひたち野ふ

れあいまつり盆踊り大会!!」を

開催。盆踊りや焼きそば販売な

ど、楽しいイベントが盛りだく

さんです。皆さんお誘い合わせ

の上、ぜひお越しください。

日　8月5日（土）午後4時～8時

※小雨決行（荒天中止）

所　ひたち野うしく小学校校庭

内　盆踊り、子どもコーナー、模

擬店など※駐車場がありません

ので、自家用車でのご来場はご

遠慮ください。

問　牛久市社会福祉協議会

☎871-1295

●我が家の耐震診断

―牛久市木造住宅耐震診断士

　派遣事業―

　市では、木造住宅の耐震性の

向上を図り、地震に強いまちづ

くりを目指すため、昭和56年5

月以前に建築された木造住宅に

対し、「牛久市木造住宅耐震診断

士派遣事業」を実施します。県の

登録を受けた茨城県木造住宅耐

震診断士が直接お宅に伺い、住

宅の耐震に関する診断を行いま

す。申請者個人の診断料の負担

はありません。詳しくはお問い

合わせください。※本事業で実

施するのは「耐震診断」であり、

震災により受けた被害の程度を

判断するものではありません。

申　7月18日（火）～8月31日（木）

問　建築住宅課☎内線2561、2562

●夏休みこども司書体験募集

日　８月22日（火）・23日（水）・

24日（木）・25日（金）【4日間】

時　【午前の部】午前9時～正午

【午後の部】午後1時～4時

所　中央図書館

内　カウンターでの貸出と返却、

本のフィルムコート等の図書館

の仕事を体験。

対　市内の小学5・6年生

定　午前・午後の部各2人（計16

人）

申　7月1日（土）～12日（水）に

中央図書館カウンターの申込用

紙にご記入の上お申し込みくだ

さい（受付は開館中のみ）。結果

はハガキでお知らせします。申

込多数の場合は抽選。

問　NPO法人リーブルの会（中

央図書館内）☎871-1400
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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　7月25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（保育士）募集
職　種 ①保育士 ②保育士（育休代替） 短時間保育士（①②遅番 ③早番）

募集人数 ①1人　②1人 ①3人　②1人　③1人

勤務場所 市内公立保育園

任用期間

①平成29年8月1日～平成30年
3月31日

②平成29年8月20日～平成30
年3月31日

（再任用制度あり※ただし②に
ついては非常勤職員の育児休
業期間内に限る）

平成29年8月1日～平成30年3
月31日（再任用制度あり）

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

仕事内容 保育園の乳幼児の保育全般

勤
務
条
件
等

①報酬額 時間額：1,000円　交通費：交通手段、距離区分に応じて支給

②勤務日数

 ・時　間

週5日：1日7時間30分
（週37時間30分以内）
午前8時30分～午後5時

週5日：1日2時間（週19時間以内）
①午後4時～6時
②午後4時30分～6時30分
③午前7時30分～10時30分

※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※年数回の土曜日勤務あり

④福利厚生 社会保険・雇用保険加入あり 社会保険・雇用保険加入なし

申込期間 平成29年7月3日（月）～7月12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、郵送先は保育

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1043

●初心者向け高齢者パソコン教室受講生募集

日　★9月4日～10月12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★9月1日～10月4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、「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。8月10日（木）公開抽選。

￥　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

数枚の申し込みは不可。結果は8月中旬ごろ、返信はがきで通知します。

締　8月9日（水）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

●平成29年度茨城県警察官	

採用試験（第2回）

採用予定日　平成30年4月1日

受験資格　【警察官A（男女）】昭

和59年4月2日以降に生まれた

方で、学校教育法による大学（短

期大学を除く）を卒業した方も

しくは、平成30年3月31日まで

に卒業見込みの方、または人事

委員会がこれと同等と認める方。

【警察官B（男女）】昭和59年4月2

日～平成12年4月1日に生まれ

た方で、警察官Aの受験資格（学

歴区分）に該当しない方。

※上記資格に該当する方でも欠

格条項があります。

締　7月3日（月）～8月29日（火）

消印有効

※インターネット受付は8月28

日（月）午後5時受信有効

問　茨城県警察本部警務部警務課

☎029-301-0110、 0120-3
サイヨーゴハッピー

14058

牛久警察署警務係☎871-0110
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相　談

催し・講座

スポーツ

●国選択・県指定無形民俗文

化財「撞
つくまい

舞」 ―龍ケ崎市―

　撞舞と書いて「つくまい」。龍

を象徴する柱（撞
つくばしら

柱）は高さ14ｍ

もあり、雨蛙の面を付けた舞
まいおとこ

男

が撞柱昇りさまざまな妙技を繰

り広げ、それは龍の背中に雨蛙

がよじ登る様子とされています。

今年も2人の舞男が演技予定。ま

た、演技前には貝原塚おごど囃

子や龍神太鼓もあります。

日　7月23日（日）夕刻

所　根町撞舞通り

問　龍ケ崎市商工観光課

☎0297-64-1111内線406

●第112回ヘルシーボール教室

日　7月29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　7月26日（水）

申・問　牛久市体育協会事務局

☎873-2486

●第24回牛久オープン	

バドミントン大会

日　7月23日（日）午前8時30分～

所　牛久運動公園体育館

種目　男子・女子ダブルス個人

戦（クラス別としミックス不可）

【1部】…上級者、【2部】…中級者、

【3部】…初級者（経験2年未満ま

たは60歳以上）

対　高校生以上の方

￥　牛久市体育協会会員…1人

1,000円、その他…1人1,500円

※大会当日受付で支払い。

申　7月14日（金）までに、参加

申込書を郵送（〒300-1288牛久

市久野町1907中島政順宛て）ま

たは牛久運動公園体育館内牛久

市体育協会事務局へ提出。

問　牛久市体育協会事務局

☎873-2486 FAX873-2895

中島☎875-0283（午後7時以降）

●筑波銀行休日年金相談

　（要予約）

日　7月8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）

①ひたち野うしくローンプラザ

日　7月8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　7月24日（月）午前10時～午後3時

申・問　常陽銀行牛久支店

☎872-5112

●行政書士無料相談会

日　7月22日（土）、8月26日（土）、

9月23日（土・祝）午後1時～4時

所　中央生涯学習センター

内　相続、遺言、農地転用など

※予約不要、秘密厳守

問　茨城県行政書士会県南支部

（石神）☎896-3417

●歴史を語り合う会

日　7月16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　童話にもなった「ハーメ

ルンの笛吹き男」を追う

内　笛吹き男がねずみをおぼれ

させ、子どもたちを連れ去った

伝説から当時の生活を表します。

講　山田実氏

￥　300円（資料代）

主　牛久史談会

問　板宮☎090-2327-6304

●平地林の手入れ作業

　「森林ボランティア」

日　7月16日（日）午前8時30分 

～正午

所　つくば市高崎※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

持　ナタ、カマ、のこぎり、作業

服、手袋、飲み水※作業終了後、

軽食（おにぎり・とん汁）を用意。

￥　保険代300円（1家族500円）

問　木とふれあうネットワーク

事務局（阿部）☎873-6424

●牛久愛和総合病院	

第64回生活習慣病教室

「いつまでも元気に動ける身体を

作ろう～介護予防の視点から～」

日　7月19日（水）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 ※予約不要、入場無料

講　和田拓理学療法士

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）FAX873-8359

近隣市町村のご紹介
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メンバー募集
●英語で脳活、記憶力アップ！

　幅広いトピックを資料に使い

ながら楽しく英語を話す、読む、

書く学習を一緒にいかがですか。

日　毎週木曜日午前10時～正午

所　中央生涯学習センター

定・￥　先着5人・3,500円

団　サークルオクト

申・問　千葉☎871-5085（夜間

連絡希望）

●太極拳無料体験教室

　自分の体調に合わせて、ゆっ

くりとした呼吸で教室の皆さん

と動いてみませんか。

日　7月18日（火）・25日（火）午

後1時30分～3時

所　三日月橋生涯学習センター

和室（2階）

講　野口昌
ま さ こ

子師範

団　牛久沼友の会

申・問　猪熊☎・FAX873-7918

●牛久ハッピー音頭の踊り手

募集＆講習会（無料）

　うしくかっぱ祭りの踊りパ

レードに一緒に参加しませんか。

日　7月17日（月・祝）午後3時～5時

所　中央生涯学習センター和室

講　華扇 れは先生（新華扇流

二代目家元）

対　どなたでも ※申込不要。

団　ハッピー音頭の和

問　上野☎873-5309

●チャリティダンスパーティ

　ダンススポーツで楽しく元気

に夏を乗り切りましょう

日　7月22日（土）午後5時30分 

～8時30分

所　牛久運動公園体育館メインアリーナ

￥　1,000円（飲み物付き）

主　牛久スポーツダンスクラブ

問　浜口☎873-2718

●うしく音楽家協会会員募集

　地域の音楽文化の発展を目指し、

牛久市を中心に定期的なコンサー

トや、小中学校における音楽部活等

の指導や派遣を行っています。舞台

での演奏のみを目的とするのでは

なく、共に支え合い協力し、より良

い舞台のために情熱を傾け、地域文

化の向上に真摯に向き合ってくだ

さるプロの音楽家を募集します。

オーディション　７月30日（日）

所　エスカードホール

対　市内および近隣に在住・在

勤のプロの音楽家、舞台芸術・プ

ロデュース家。音大、または音楽

関係の学部の大学生・大学院生。

締　7月15日（土）

団　うしく音楽家協会

申・問　上仲☎090-1548-4172

Ｅ □ n.uenaka132@gmail.com
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