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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

FM
周波数

85.4MHz

動画サイト「YouTube」

牛久市公式チャンネル

市からのお知らせ

●児童手当の現況届は提出済ですか？！

　現在児童手当を受けている方は、6月以降の支給について、引き

続き受給要件があるかを確認するために、現況届を提出していただ

く必要があります。まだ提出されていない方は、早急にこども家庭

課へご提出願います。なお、提出が遅れますと、10月の定期支払い

に間に合わず、支払いが遅れる場合がありますのでご注意ください。

対象者には、ご案内の通知（必要書類等含む）を6月1日付で発送して

いますのでご確認ください。

郵送受付時の注意点　郵送でも受け付けをしますが、以下の点にご

注意のうえ、こども家庭課まで送付願います。

①封筒に「現況届、在中」と記入してください。

②現況届の電話番号記載欄に必ず電話番号を記入してください。

③ 郵送する書類の再確認をお願いします。不備があった場合は受け

付けできません。

受付場所　こども家庭課窓口

問　こども家庭課☎内線1732、1733

●入札参加資格追加申請・小規模事業者登録申請

　市が行う競争入札に参加を希望する方の資格審査の受け付けを行

います。

◆�入札参加資格審査【建設工事・測量等コンサルタント・物品（役務

の提供含む）】

　今回は追加受け付けですので、資格認定期間は、既認定者の残期

間になります。

◆小規模事業者登録【物品（ただし30万円以下の発注に限る）】

受付期間　9月1日（金）～12日（火）

受付場所　契約検査課（市役所本庁舎3階）

※提出要領および申請書類は市ホームページ「ビジネス・行政／入

札・契約／入札契約情報／入札・契約情報」からダウンロードできま

す。また、契約検査課窓口でも配布します。

問　契約検査課☎内線1031、1032

広報うしく 2017年8月1日号 20



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

●いきいき茨城ゆめ国体2019�Ushiku.ver�ポロシャツ発売中!

　いきいき茨城ゆめ国体牛久市実行委員会では、国体開催に向け、ポ

ロシャツを作成しました！6月から市役所職員を中心に、また、7月8日

からは市内スポーツ店「サンスポーツ」で絶賛発売中。カラーもホワイ

トやネイビーといった定番色

を含んだ全7色！牛久市全体

で2019年茨城国体を盛り上げ

ましょう！

価格　1着2,500円（税込み）

問　（有）サンスポーツ（南2-11-

37）☎872-6460、市国体推進課

☎873-2486

●第23回うしく現代美術展�

ボランティア募集

　現在活躍中の牛久市および近

隣のアーティストの作品を展示

する「うしく現代美術展」が今年

も下記の日程で開催されます。

　この展示会は、地元アーティ

ストの作品を広く紹介し、作家、

市民、行政が一体となって地域

の文化振興を図るものです。当

展示会が平成7年に始まって以

来、市民の方々の主体的な支援

によって運営、継続され、今年

で23回を迎えます。

　うしく現代美術展実行委員会

では、文化芸術に関心のある方、

ボランティア活動に興味のある

方の参加を募っています。作家

の方々と一緒になって美術展を

つくりあげてくださる方のご応

募をお待ちしています。

美術展開催期間　11月19日（日） 

～12月3日（日）

応募要件　18歳以上の方、無償

を原則とします。

仕事の内容　第23回うしく現

代美術展の広報活動・開催時の

受付などを実行委員と話し合い

ながら行います。詳しくはお問

い合わせください。

締　8月31日（木）

申　申込用紙にご記入の上、下

記のうしく現代美術展実行委員

会事務局へFAXまたは直接お申

し込みください。申込用紙は中

央生涯学習センター窓口でご請

求ください。

問　うしく現代美術展実行委員会

事務局☎871-2300 FAX871-1334

HP�http://www.ushiku-genbi.org/

Ｅ□info@ushiku-genbi.org

●2017年イースタン・リーグ公式戦 牛久・土浦開催

開�催

開　　場：午前11時30分（予定）

試合開始：午後1時
時�間

…牛久運動公園野球場

…Ｊ：ＣＯＭスタジアム（土浦市）
　（川口運動公園野球場）

９
９

２
３

土

日

チケット料金（すべて税込み）

席　種 価　格

ネット裏指定席
（限定Ｔシャツ付）

3,000円

内野指定席 1,500円

内野自由席 1,000円

外野自由エリア
おとな 800円

こども 500円

車いす席 1,500円

こども料金は4歳から小学6年生まで。

4歳からチケットが必要です。

チケット販売

◆ファイターズ公式オンラインチケット「チョッ QR」インターネッ

ト予約（http://www.fighters.co.jp/ticket/）

◆ファイターズ鎌ケ谷スタジアムチケット売場

◆ローソン（ローソンチケット）【店頭】Lコード36902【インターネッ

ト予約】http://l-tike.com/search/?keyword=36902【電話予約】☎0570-

000-732（午前10時～午後8時）

◆セブンーイレブン（セブンチケット）【店頭】「セブンチケット⇒野

球⇒ファイターズ」【インターネット予約】http://7ticket.jp/g/000041

【スマートフォンサイト予約】http://7ticket.jp/g/000041

主・問　（株）北海道日本ハムファイターズ☎011-857-3939
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●牛久市国際交流協会主催 第71回世界家庭料理の会

　－アメリカ料理（ネブラスカ州）編－

　アメリカ料理はステーキやホットドックだけじゃない！Heart of 

Americaと呼ばれるネブラスカ州のソウルフードを一緒に作りましょう。

◆メニュー
①Runzas（肉野菜包みパン）　

②Alphabet�Soup（ABCパスタ入りトマトスープ）

③Corn�on�the�Cob（かぶりつきコーン）

④Waldorf�Salad（リンゴとクルミのサラダ）

⑤Vegetable�Dip（野菜のディップ）

⑥Chocolate�Cake（チョコレートケーキ）

※天候などにより使用する野菜が変更になる場合があります。

日　9月30日（土）午前9時30分～午後1時頃

所　中央生涯学習センター調理実習室

対　市内に在住・在勤の18歳以上の方

定　25人程度※申込多数の場合は抽選。　￥　700円（当日集金）

申　住所、在勤の方はお勤め先住所、氏名、年齢、日中連絡の取れ

る電話番号を明記の上、①はがき②FAX③ホームページのいずれか

の方法でお申し込みください。①・②の場合、下記までお申し込み

ください。③の場合、牛久市公式ホームページから【アメリカ料理申

込フォーム】を開き、必要事項を入力の上、送信してください。

締　9月1日（金）午後5時必着※参加の可否は9月15日頃に郵送。

申・問　牛久市国際交流協会世界家庭料理の会アメリカ料理参加者募集係

（〒300-1292牛久市中央3-15-1牛久市役所市民活動課内）☎内線1632 FAX873-2512 

講師　

大久保シェリルさん

●茨城租税債権管理機構から不動産公売のお知らせ

　茨城租税債権管理機構では、一般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　10月3日（火）午後0時50分～　　所　茨城県水戸合同庁舎2階大会議室

公売物件

①牛久市久野町2923番（畑）、2926番（畑）見積価額790,000円

②牛久市久野町2928番（畑）見積価額870,000円

③牛久市久野町2933番（畑）見積価額190,000円

※農地物件につき「買受適格証明書」の提出を要します。

※詳細については茨城租税債権管理機構にお問い合わせください。

ホームページでも、詳しい内容をご覧いただけます。

　茨城租税債権管理機構とは、茨城県内の市町村から滞納事案の移

管を受け、滞納処分（差押・公売）等の滞納整理により、市町村税の徴

収を行う特別公共団体（一部事務組合）です。なお、今回の公売に必要

な「買受適格証明書」の申請期限は平成29年8月25日（金）までとなっ

ています。手続等の詳細は牛久市農業委員会へお問い合わせください。

問　茨城租税債権管理機構☎029-225-1221、市農業委員会☎内線3701

●高校生模擬議会を�

傍聴しませんか

　高校生の模擬議会を開催しま

す。市内4高等学校から生徒3人

ずつ（計12人）が模擬議員とし

て市長、教育長へ質問します。ど

なたでも傍聴できますので、ぜ

ひお越しください。

日　8月18日（金）午後1時30分

開会（午後1時15分開場）

所　市議会議場傍聴席（市役所

本庁舎5階）

問　教育総務課☎内線3012、広

報政策課☎内線3221、庶務議事

課☎内線3532

●地域の子育てに�

ご協力ください

　牛久市社会福祉協議会では、

地域における支え合い・助け合

いの活動として、家族が子ども

の面倒を見られない時の保育

や、産前産後の家事援助を行う

「ファミリーサポート事業」を実

施しています。協力会員として

活動して頂ける方を募集します。

養成研修を開催しますので、ぜ

ひご参加ください。

日　9月19日（火）午前10時～午後

3時、9月26日（火）午前10時～午後

3時、9月27日（水）午前10時～正午

所　ボランティア・市民活動セン

ター懇談スペース（市役所分庁舎）

内　事業説明と保育に関する講義

対　保育に関する知識と経験を

有する方、または育児経験を有

する方で、研修全日程に参加可

能な方

申　9月8日（金）までに電話、も

しくは直接お申し込み

問　牛久市社会福祉協議会

☎870-1001
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●平成30年度　私立幼稚園・認定こども園　新入園児募集

◆入園案内書・願書配布�9月1日（金）　　◆入園願書受付�10月2日（月）

※説明会は各園で行います。各園から入園案内書・入園願書は各家庭への郵送はしません。詳しくはご

希望の園までお願いします。

幼稚園・認定こども園名 入園説明会・公開保育日 時　間 問い合わせ

フレンド幼稚園
公開保育：9月  5日（火）
説 明 会：9月  7日（木）

午前10時～ 上柏田3489-2  ☎873-7435

うしく文化認定こども園 9月  2日（土） 午前10時～ 遠山町643-2  ☎873-8253

こばと幼稚園 9月13日（水） 午前10時～ 猪子町828-33  ☎873-0147

ひたち野牛久幼稚園 9月12日（火） 午前10時15分～ 東猯穴町新地山827-2 ☎843-1120

牛久幼稚園 9月22日（金） 午前10時30分～ 上柏田3-8-3  ☎874-2246

●いばらき県南若者サポートステーション就労相談

日　8月22日（火）午後1時～5時　　所　ひたち野リフレ第2会議室 ※相談無料

対　15歳～39歳の若年無業者およびその家族。　申　相談日の3日前までに電話、FAXまたはEメールで

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 短時間保育士（①②遅番 ③早番）

募集人数 ①3人　②1人　③1人

勤務場所 市内公立保育園

任用期間 平成29年9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・雇用保険加入なし

申込期間 平成29年8月1日（火）～8月15日（火）

◆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

●東京都内で学生を対象とし

た就職面接会を開催します

　都内で茨城県内の企業20社

が集結する就職面接会を開催し

ます。東京等に進学したお子様

にぜひお知らせください。

日　8月26日（土）午後1時30分

開始予定※正午からオープニン

グセミナー、午後0時30分から

出展企業アピールタイムを開催

予定です。

所　パレスサイドビル9階マイ

ナビルーム（東京都千代田区一

ツ橋1-1-1）

対　主に首都圏の大学等に進学

した2018年3月新規学卒者など

※既卒3年以内の方を含む。

出店企業等　県内に就労場所を

有する企業20社程度

主　茨城県

問　茨城県商工労働観光部労働

政策課☎029-301-3645（直通）

人材募集・就職支援
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スポーツ

●第113回ヘルシーボール教室

　大人も子どもも楽しく汗を流

しましょう。

日　8月26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）

￥　大人のみ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　8月23日（水）

申・問　牛久市体育協会事務局

☎873-2486

●体力テストに参加してみま

せんか？

　日頃運動不足の方も、体力自慢

の方も、自分の体力年齢を測定し

てみませんか？参加費は無料で

すので、ぜひご参加ください。

日　9月16日（ 土 ）午 後1時～5時

（体力テストは1時間程度を予定）

所　牛久運動公園体育館内サブ

アリーナ

種目　◆20歳～64歳までの男

女…握力・上体起こし・長座体

前屈・反復横とび・20mシャト

ルラン・立ち幅とび、◆65歳以

上の男女…ADL（日常生活活動

テスト）・握力・上体起こし・長

座体前屈・開眼片足立ち・10m

障害物歩行・6分間歩行

対　20歳以上の市内在住・在勤

の方

定　先着80人

持　上履き、汗拭きタオル※運動

のできる服装でお越しください。

問　スポーツ推進課☎873-2486

相　談

●マリッジサポーターの�

第21回結婚相談会（無料）

　まず親子の話し合いが大切で

す。次はマリッジサポーターと

相談することです。

日　9月10日（日）午後1時30分 

～4時（受付は午後3時まで）

所　中央生涯学習センター中講座室

主　マリッジサポーター県南地

域活動協議会牛久地区

問　平元☎080-2259-4866、木

村☎090-5819-7521

●筑波銀行年金相談

　（要予約）

①休日年金相談

日　8月12日（土）

所　すまいるプラザ牛久（筑波

銀行ひたち野うしく支店内）

②年金無料相談会

日　8月21日（月）

所　筑波銀行牛久東支店

【①・②共通】

時　午前10時～午後4時

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　8月12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　8月17日（木）午前10時～午

後3時

申・問　常陽銀行牛久支店

☎872-5112

●とんぼ玉サークル

　バーナーで色ガラスを溶かし、

様々な模様の玉を作製して楽し

む会です。初めての方、経験の

ある方も久しぶりに作ってみま

せんか。お気軽に見学にいらし

てください。

所　牛久クリーンセンター1階

クラフト工房1

団体名・練習日

◆トンボ玉の会…毎月第1・4水

曜日午前9時～正午

◆初とんぼ…毎月第2・4水曜日

午後1時～4時

◆レインボー…毎月第2金曜日

午後1時～4時

問　中西☎080-5670-2469

●牛久剣友会

　少年少女剣士募集

　少年少女から大人まで「剣道

の奨励発展と同好者の親睦融

和」を目的として、日々稽古に励

んでいます。見学、体験も、随

時可能です。剣道で心も身体も

たくましくしよう！

日　水曜日午後5時30分～、土曜

日午後5時～、日曜日・祭日午前

7時30分～（1～3月は午前8時～）

所　【水・土曜日】鈴木道場（牛久

町1023）、【日曜日・祭日】牛久小

学校体育館

対　健康な方ならどなたでも

￥　子ども月1,000円、大人月

2,000円

団　牛久剣友会

問　鈴木☎872-0630（午後6時以降）

HP�http://w01.tp1.jp/~sr11494911/

メンバー募集
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催し・講座

●地球温暖化防止活動推進牛

久グループからのお知らせ

①うしくエコかるた大会

日　8月20日（日）午前10時～正午

所　中央生涯学習センター和室

内　標語の解説、かるた競技会

対　市内の小学生1～6年生

定　20人

申　8月13日（日）までに電話で

共　ガールスカウト茨城県第

27団（牛久市）、地球温暖化防止

活動推進牛久グループ

②環境・温暖化防止牛久市民

フォーラム

日　8月27日（日）午後2時～4時

所　中央生涯学習センター小講

座室 

演題　「廃棄物を生かして創る

循環型社会」

内　ごみはどこからどこに行く

のかを理解しながらリサイクル

の現状や課題を話します。

講　小寺洋一氏（産業技術総合

研究所上級主任研究員）

対　どなたでも（参加費無料）

主　地球温暖化防止活動推進牛

久グループ

【①、②共通】

申・問　事務局（中山）☎874-1296

●DVD上映学習会

「東海第二原発を60年使うの!?」

日　8月16日（水）午後1時30分 

～4時

所　中央生涯学習センター視聴

覚室

内　小川仙月さんの講演「原発

はなぜ危険なのか」の記録DVD

で学ぶ。

￥　無料 ※申込不要

主　生活クラブ生協牛久ブロック

問　中村☎874-5089

●うしく書人会展α
アルファ

2017

―クオリティを維持して―

　篆
てんしょ

書、隷書、草書、行書、楷

書、かな、篆刻など、書のあら

ゆる面の作品を展示します。

日　8月1日（火）～6日（日）午前

10時～午後6時※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　うしく書人会

問　大山☎090-6792-5630

●学びと楽しみの音楽時間

　ピアニストと語ろう！何でも

聞いて楽しく学ぼう。その他、皆

で「野に咲く花のように」を歌い

ます。おみやげは小さな挿し木

苗（限定）を差し上げます。

日　9月3日（日）午後1時～2時過ぎ

所　エスカードスタジオ

講　菅
す が の

野雅
まさのり

紀先生（元東京芸術

大学ピアノ科非常勤講師、現在

聖徳大学音楽学部准教授）

￥　1,500円（お茶菓子付）

主　生涯学習ピアノ研究会

申・問　小塙☎873-0717

●草木染め（参加者募集）

　牛久自然観察の森で、優しい

色合いの草木染め教室を開きま

す。藍（生葉）絹布、当日の軽食

は準備します。

日　8月20日（日）午前9時30分

現地集合

所　牛久自然観察の森第一駐車

場梅林奥の炭小屋前

定　先着10人（大人のみ）

￥　2,500円（保険料、絹の布、定

着液を含む）

持　お椀、箸、飲み物※作業が

でき、汚れても良い服装でお越

しください。

主　うしく里山の会　

申・問　原口☎090-4121-6546

●第31回牛久市書道展

　牛久市民文化祭行事の一環と

して「第31回牛久市書道展」を

開催します。

日　10月25日（水）～29日（日）

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多目

的ホール

主　牛久市書道連盟

◆作品募集

応募規定　表装した未発表作品、

サイズは全紙以下、縦横自由（色

紙不可）、1人1点

￥　2,000円

申　9月1日（金）～15日（金）の

期間に申し込みください。申込

用紙、出品票は牛久市書道連盟

事務局にはがきまたはFAXで請

求してください。

申・問　牛久市書道連盟事務局

（大山）☎・FAX873-7827（〒300-

1211牛久市柏田町1604-3）

●うしく混声合唱団

　第5回演奏会に向けスタート

します。一緒に歌いませんか。ル

ンルンと、キラキラと。

日　毎週日曜日午前9時30分～

正午

所　中央生涯学習センターまた

はひたち野うしく小学校音楽室

対　男女、年齢、経験不問

￥　月3,500円

団　うしく混声合唱団

問　板東☎873-5232
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●2017いなしき夏まつり�

花火大会

　毎年8月に

行われる「い

なしき夏まつ

り」は、昼は郷

土芸能などの

ステージイベ

ントや地元特産品などの模擬店、

夜は、花火大会を中心に開催さ

れます。花火大会は、茨城県内有

数の打ち上げ数を誇り、観客の

皆さんを魅了しています。なか

でも「これぞ！日本一のスター

マイン」は圧巻で、稲敷の夜空を

飾ります。

日　8月19日（土）午後7時～

所　稲敷市荒沼3-1

問　稲敷市商工観光課☎892-2000

近隣市町村のご紹介
●平地林の手入れ作業

　「森林ボランティア」

　平地林・里山を住民のあなた

の手で守り育てませんか。恒例

の木工祭は本年度より中止です。

日　8月20日（日）午前8時30分 

～正午

所　新地※集合場所は要問い合わせ。

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※軽食を用意。

￥　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

●第18回歯科医師会市民公開講

座・平成29年度ウララ講演会

日　9月10日（日）午後2時～4時

（開場：午後1時30分）

所　県南生涯学習センター多目

的ホール（土浦市大和町9-1）

内　上杉流メディアの見方～メ

ディアが日本を滅ぼす? ～

講　上杉隆氏（株式会社NOBORDER

代表取締役メディアアナリスト）

定　先着400人

申　8月6日（日）より電話または来所

問　県南生涯学習センター

☎826-1101

●歴史を語り合う会　～演題：南北朝時代60年間の謎～

日　8月20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）

内　2つの朝廷が南北に並立する謎の時代をヒモ解きます。

講　森田武氏　　￥　300円（資料代）

主　牛久史談会　　問　板宮☎090-2327-6304
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