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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

●ハートフルクーポン券使用

期限について

　ハートフルクーポン券（平成

29年度夏季）の使用期限は9月

30日（土）です。期限を過ぎると

使用できません。お早めにご利

用ください。

問　牛久市商工会☎872-2520

●公共交通空白地有償運送の

営業日が変わります

　NPO法人サンライズが行って

いる奥野地区公共交通空白地有

償運送（旧：過疎地有償運送）の

営業日が、10月1日から変更に

なります。現在の日曜日・祝日

休業に加えて、第2・4土曜日が

休みとなります。ご予約の際は、

お気を付けください。

◆現在

電話受付　午前8時30分～午後

5時（予約は前日まで）

休業日　日曜日、祝日

◆10月1日から

電話受付　午前8時30分～午後

5時（予約は前日まで）

休業日　日曜日、祝日、第2・4

土曜日

※福祉有償運送も同様に変わります。

問　NPO法人サンライズ☎875-

0410

●うしくみらいエコフェスタ 

フリーマーケット出店者募集

　「第10回うしくみらいエコ

フェスタ」フリーマーケットの

出店者を募集します。

日　10月15日（日）午前10時～

午後3時

場　牛久運動公園テニスコート

定　30区画予定※定員を超え

た場合は抽選となります

区画の大きさ　約2ｍ×約2ｍ

出店料　1区画1,000円

申　はがきに必要事項（住所、氏

名、フリガナ、電話番号）を明

記の上、「〒300-1292牛久市中

央3-15-1牛久市商工観光課エコ

フェスタ担当」宛てに郵送して

ください。郵送以外の方法での

受付はしません。

※出店は市民の方に限ります。

食品・飲料の出店はできません。

出店は申込者本人に限らせてい

ただきます。名義貸しはおやめ

ください。

締　9月1日（金）～15日（金）必着

主　うしくみらいエコフェスタ

実行委員会

申・問　商工観光課☎内線1521
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●稀勢の里応援団

稀勢の里関を応援しよう！

　9月10日（日）から始まる「大

相撲9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。皆さん

奮ってご応募ください。

応募方法　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。

応募期間　9月10日（日）～17日（日）

問　牛久市観光協会☎874-5554

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

●熱中症に気をつけましょう！

～誰にでも起こりえます～

　この時期は、気温が上昇し熱

中症の危険が高まります。高齢

者の方や小さなお子さんだけで

はありません。体力に自信のあ

る若い方でも起こりえます。ま

た、意外かもしれませんが室内

でも熱中症は起こりますので、

室内でも十分ご注意ください。

　予防するには、こまめに休憩

を取ること、スポーツドリンク

など電解質を含んだものを補給

することが効果的です。また、冷

房機器を適切に使用しましょう。

もし、熱中症疑いで意識状態が

悪くなったら、ためらわず119

番通報してください。

問　牛久消防署☎873-0119

「救急車の適正利用」に引き続き

ご協力をお願いいたします

●素敵な出会い！「ふれあいバスツアー」

　牛久市ネットワーカー連絡協議会では、（一社）

いばらき出会いサポートセンターの後援により、

「ふれあいバスツアー」を実施します。素敵な出会

いを探してみませんか！

日　10月21日（土）午前10時～午後3時30分（受付：午前9時30分～）

集合場所　牛久市役所西側駐車場（牛久市中央3-15-1）

見学先　牛久大仏、ヤマイチ味噌など（予定）

※ラ・テラス・ドゥ・オエノンでの食事あり。

対　30代、40代の男性・女性（独身者）

定　男女各34人 ※定員を超えた場合は抽選。

￥　男性5,000円、女性3,000円

※10月19日（木）からキャンセル料（全額）が発生します。

申　電話またはホームページの申込フォーム（http://www.city.ushiku.

lg.jp/section.php?code=8）に入力の上、送信してください。

締　9月29日（金）

主　牛久市ネットワーカー連絡協議会

後　（一社）いばらき出会いサポートセンター

問　市民活動課☎内線1631

●都市計画変更（素案）説明会

のお知らせ

　都市計画道路城中・田宮線の

道路線形を実際の線形と整合さ

せるための見直しおよび沿道の

土地利用の有効な活用を図るた

め用途地域の変更を予定してい

ます。また、栄町地区にある茨城

県南水道企業団の配水場敷地に

ついても用途地域の変更を予定

しています。つきましては、こ

れらの都市計画変更（素案）の内

容や今後の手続きについて、説

明会を開催します。

◆都市計画変更（素案）説明会

日　9月16日（土）午後2時

所　中央生涯学習センター大講

座室

問　都市計画課☎内線2521

●特定計量器定期検査

　取引や証明に使用する「はか

り」は、2年に1度定期検査を受

けることとなっています。お持

ちの方は、必ず定期検査を受検

するようお願いします。なお、計

量器の運搬が著しく困難な場合

は、民間計量士による代検査を

受けることもできますので、詳

しくは商工観光課または県計量

検定所までお問い合わせください。

日　9月25日（月）・26日（火）午前

10時30分～正午、午後1時～3時

所　市役所敷地内北側車庫

持　①受検通知はがき※新規受

検の方は必要なし②はかり（分

銅、おもりも必ず持参）③印鑑

手数料　1台 あ た り520円 ～

3,000円程度

問　商工観光課☎内線1522、県

計量検定所☎029-221-2763
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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

●初心者向け高齢者パソコン

教室受講生募集

日　11月2日～12月7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、11月1日～12月6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、文字入力、インターネット、

はがき作成（年賀状など）を予定。

また、入力は「ローマ字」入力方

式で行います。

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（10月13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」までお送りください。

※複数枚のお申し込みは不可。

結果は10月中旬ごろ、返信はが

きで通知。

締　10月12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

●全国一斉「高齢者・障がい者の人権あんしん相談」強化週間

　法務省と全国人権擁護委員連合会は、全国一斉「高齢者・障がい者

の人権あんしん相談」強化週間を実施し、暴行や虐待など高齢者や障

がい者をめぐる様々な人権問題について、悩みを持った方からの相

談に応じます。秘密は守られますので、安心してご相談ください。

日　9月4日（月）～9月10日（日）午前8時30分～午後7時（土・日曜日

は午前10時～午後5時）

相談員　法務局職員・人権擁護委員☎0570-003-110

●屋外広告物の表示には許可

が必要です！

屋外広告物の許可基準を守りま

しょう

　まちの良好な景観のため、屋

外広告物を表示する際には、原

則として市町村長の許可を受け

ることが必要です。この許可に

は一定の基準（許可基準）があり、

許可を受けるためには、許可の

対象となる屋外広告物が許可基

準を満たす必要があります。

　許可が必要な屋外広告物を無

許可のまま表示した場合などは、

罰則が科されます。屋外広告物

は許可基準に適合するものとし、

表示の際には必要な許可を受け

ましょう。

　屋外広告物は、種類ごとに許

可期間が定められており、許可

期間満了後も引き続き表示する

ためには、更新許可の手続きが

必要です。許可期間が切れると、

違反広告物となりますのでご注

意ください。

※屋外広告物とは、常時または一

定の期間継続して屋外で公衆に

表示される看板、立看板、はり紙、

はり札、広告板などを指します。

問　建築住宅課☎内線2561、

2562

●第129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

ア不問。初めての方も大歓迎です。

日　10月9日（ 月・ 祝 ）午 前10

時～午後3時

所　中央生涯学習センター駐車場

出店料　A：1区画2,000円、B：

半区画1,200円

定　約50区画（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あ

り）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

ある場合は受付できませんので

ご注意ください。電話・FAX・窓

口での受付はできません。申し

込みは1組1枚。2枚目以降は無

効。複数応募はご遠慮ください。

締　9月1日（金）～8日（金）必着

※申し込みが定員を超えた場合

は抽選（抽選結果は通知）。

問　商工観光課☎内線1523
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●テレビ受信障害対策のお知

らせ

　一般社団法人700MHz利用推

進協会は、10月19日から新たな

携帯電話用周波数の試験電波を

発射します。これにより、牛久

市の一部地域においてテレビ受

信障害が発生する可能性があり

ます。受信障害を確認したとき

は、下記のコールセンターへ連

絡してください。

日　10月19日（木）から4週間程度

受信障害対策　テレビ受信障害

対策員が対応します。必ず「対策

員証」と「腕章」を携帯します。

￥　無料

問　◆テレビ映像が乱れたり、

映らないとき…700MHzテレビ

受信障害対策コールセンター 

0120-700-012◆IP電 話 な ど

で繋がらないとき☎050-3786-

0700（上記いずれも受付時間：

午 前9時 ～ 午 後10時、 土・ 日

曜日・祝日・年末年始を含む） 

◆一般社団法人700MHz利用推

進協会 HP http://www.700afp.jp/

人材募集・就職支援

●県南地区企業説明会＆就職

面接会

日　9月20日（水）受付：午後1

時～1時30分、企業説明会：午

後1時30分～2時、就職面接会：

午後2時～4時

所　中央生涯学習センター大講座室

￥　無料

対　新卒者を含む一般求職者

参加企業数　県南地区に事業所

を有する中小企業等で15社～

20社（予定）

主　関東経済産業局

後援　牛久市・牛久市商工会

問　ひたちなかテクノセンター

☎029-264-2202（鈴木・石丸）

HP http://www.job-search.ibaraki.jp/

●障害者就職面接会

　障害者就職面接会（県南会場）

を開催します。参加ご希望の方

は下記までご連絡ください。

日　9月20日（水）午後1時～3時

30分（受付開始：午後0時30分～）

所　ホテルグランド東雲（つく

ば市小野崎488-1）

主　茨城労働局、ハローワーク土

浦・常総・石岡・龍ケ崎、茨城県

問　ハローワーク龍ケ崎

☎0297-60-2727

●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」など

就職に悩む若者の相談を受け付

けます。相談は無料です。

日　9月26日（火）午後1時から5時

所　ひたち野リフレ第2会議室

（ひたち野東1-33-6）

対　15歳～39歳の若年無業者

およびその家族

申　電話、FAXまたはEメール

で、相談日の3日前までにお申

し込みください。

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）☎893-3380FAX893-3381

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10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9月1日（金）～9月12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1042
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スポーツ

●第114回ヘルシーボール教室

日　9月16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

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　9月13日（水）

申・問　牛久市体育協会事務局

☎873-2486

●スポーツチャンピオンフェ

スティバル2017

第14回牛久遠的・近的弓道大会

遠的の部�参加者募集

　市内の弓道愛好者との交流を

深める大会です。日ごろの稽古

の成果を発揮する場として気軽

にご参加ください。

日　9月24日（日）午前9時30分 

～午後4時

所　牛久運動広場弓道場・多目

的グラウンド

参加資格　市内に在住、在勤、在

学のいずれかで高校生以上の方

（弓道有級以上）

￥　無料

申・問　牛久弓道会（渋谷）

☎080-5456-7325

Ｅ□ jamken@ibaraki.zaq.jp

●牛久シティマラソンを走る

練習会2017

　来年1月8日（月・成人の日）に

開催予定の「牛久シティマラソ

ン」に参加してみませんか？そ

れぞれの走力、目的に応じた練

習をします。いつからでも、何

回でも参加可能です。

所　牛久運動公園プール前集合

日　9月3日・17日、10月1日・

15日の日曜日午前8時30分～

￥　無料（申し込みは当日）

主　牛久走友会

問　荒木☎080-3462-9324

●第9回マレットゴルフ体験

教室開催

　広々とした自然環境の中で、性

別、年齢関係なく楽しめ、運動不

足も解消できるスポーツ「マレッ

トゴルフ」。爽秋の福祉の森で楽

しく体験しませんか。※服装は自

由、運動靴等でご参加ください。

プレー用の道具は準備します。

日　9月24日（日）午前9時～正午

所　市総合福祉センター福祉の

森内マレットゴルフ場

対　市内在住、在勤および近隣

市町村の50歳以上の方

￥　無料

締　9月20日（水）

主　牛久市体育協会牛久マレッ

トゴルフ友の会

申・問　牛久市体育協会事務局

☎873-2486

催し・講座

●第9回「水墨画展」

　「水墨画同好会」と「水墨画う

しく」会員による合同作品展で

す。墨と水によって生み出され

る絵を、ぜひご覧ください。

日　9月7日（木）～13日（水）（11

日（月）は休館日）午前10時～午

後5時※初日は午後1時から、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）※入場無料

問　佐藤☎874-3293

●NPO法人リーブルの会 

会員募集

　本会は中央図書館で図書館業

務を行っています。

仕事内容　図書館業務または配送業

務（要運転免許・パソコン操作あり）

勤務時間　図書館業務…【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 ※3

交代制（休日出勤あり）

【配送業務】週3日程度市内小中学

校等へ本の配送（休日出勤あり）

時間給　795円

定　若干名（定年制あり）

申　中央図書館にある「会員応

募申込書」に記入、写真貼付の上

提出ください。（書類選考あり）

締　9月1日（金）～13日（水）

面接日　9月21日（木）

問　NPO法人リーブルの会（中

央図書館内）☎871-1400

●ひとり親家庭応援 

「パソコン初級講習会」

　仕事ですぐに役立つ、ワードと

エクセルの基礎知識を学びます。

日　10月14日・21日、11月11

日・18日の土曜日【全4日間】

時　午前9時30分～午後4時30分

￥　2,000円（テキスト代等）

所　クリエートPC教室（水戸市

北見町8-12）※無料駐車場あり

定　先着15人程度 ※託児付き

（要予約・2歳以上）

対　ひとり親家庭の母・父およ

び寡婦で4日間必ず出席できる

パソコン初心者

締　10月5日（木）当日必着

申・問　茨城県母子家庭等就業・

自立支援センター☎029-233-

2355 Ｅ□ shienboshi@ibaboren.or.jp
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●ウオーキングで健康づくり

　牛久沼に突き出た半島状の先端

に位置する「弘法大師堂・茨城百景

牛久沼」をウオーキングします。

日　9月24日（日）午前8時30分

受付、午前9時スタート※当日

受付、小雨決行

所　つくば市茎崎運動公園駐車

場集合 

コース　茎崎運動公園→千勝神

社→弘法の硯水→七浦大明神→弘

法太子堂→茎崎運動公園（約11km）

￥　300円（保険代、地図）

持　汗拭きタオル、飲み物

主　牛久ウオーキングクラブ

問　飯塚☎872-1232

●音楽の小径

　色々な歌をうたって楽しいひ

とときをすごしましょう！

日　9月16日（土）午後1時30分～

所　エスカードスタジオ

￥　500円

問　白井☎874-7390、

細井☎873-7552

●アウシュビッツ強制収容所から

考える日本のいま―「収容所生

還者の証言」―

　講演：田村和子さん（ポーラン

ド児童文学翻訳者）＆橋本実さ

んと歌おう

日　9月24日（日）午後1時30分 

～4時

所　中央生涯学習センター多目

的ホール

￥　600円（資料代）※高校生・

障がい者無料

申　どなたでも

主　憲法9条牛久の会

後援　牛久市教育委員会

問　大岩☎873-8910（午後7時以降）

●教会でサックス＆ピアノライブ

　テーマパーク等でも活躍中の

若手サックス奏者による楽しい

コンサートです。

日　10月14日（土）午前11時、午

後2時【2回公演】

所　牛久教会（南2-20-20）

定　先着80人

￥　【前売り】大人1,000円、小学

生以下500円

申　電話または牛久教会ホーム

ページで

主　日本キリスト教団牛久教会

問　牛久教会（金子）☎872-1326

●牛久秋の落語祭り

～笑って、ますます長生きを～

　三遊亭圓窓師匠に師事し、県

内で活躍しているアマチュア落

語家が、市内2カ所で2日間「牛久

味わい亭」と「牛久亭」との完全

コラボで落語祭りを開催します。

①第1日目「牛久亭発表会」

日　9月16日（土）

所　市総合福祉センター

出演（予定）　牛久亭梅朝、牛久

亭学津、牛久亭高塀、牛久亭空

女、三遊亭圓窓師匠

主　牛久亭「一門会」

②第2日目「牛久味わい亭第19

回落語会」

日　9月18日（月・祝）

所　中央生涯学習センター大講座室

出演（予定）　牛久亭梅朝、有難

亭真仮名、有難亭良慈緒、有難

亭大小、三流亭流三

主　落語会「牛久味わい亭」

【①、②共通】

時　午後1時45分開場、午後2時

開演※入場無料

問　佐藤☎080-1148-5784、望

月☎090-4757-4414

●牛久愛和総合病院 

「第65回生活習慣病教室」

テーマ「歯磨きと病気」

日　9月20日（水）午後2時30分 

～3時30分

講　山﨑善純医師（歯科口腔外

科部長）

所　牛久愛和総合病院B館2階

大ホール

￥　無料（事前予約不要）

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

●ラ・フォレスタグランドコ

ンサート2017

　マンドリン・ギター音楽の魅

力を存分にお楽しみください。

日　9月23日（土・秋分の日）午

後1時20分開場、午後2時開演

所　ノバホール（つくば市吾妻

1-10-1）※入場無料

曲目　交響曲第5番「運命」第2楽

章、慕情、ミュージカル名曲集、

オブリビオン～リベルタンゴ（フ

ルート・コントラバス独奏付）ほか

主　ラ・フォレスタ

後　牛久市教育委員会ほか

問　森山☎871-5315

●歴史を語り合う会

日　9月17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

演題　幕末史（1）幕末滅亡の謎

内　浦賀沖に来た黒船に恐れを

なした徳川幕府は、ペリーの要

求通り鎖国をやめたが、その後…。

対　成人一般　　￥　300（資料代）

講　津田征八氏

団　牛久史談会

問　板宮☎090-2327-6304
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●全日本写真連盟うしく支部

第1回写真展

日　9月18日（月・祝）～24日（日）

午前10時～午後5時（初日は午後

1時から、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）※入場無料

主　全日本写真連盟うしく支部

問　小川☎090-2675-2449

近隣市町村のご紹介

●第34回守谷市商工まつり 

～きらめき守谷夢彩都 

 フェスタ～

　よさこい

ソーラン踊

り な ど の

多 彩 な パ

フォーマンスや、地元商店、企

業、市民団体によるブース出展

で盛り上がるお祭りです。

日　9月30日（土）午前9時30分 

～午後9時、10月1日（日）午前9

時30分～午後7時

所　守谷駅西口駅前広場周辺

※駐車場はありませんので、公

共交通機関をご利用ください。

問　守谷市商工会☎0297-48-0339

●石岡のおまつり

9月16日・17日・18日の3日間

　石岡のおま

つりは、正式に

は「 常 陸 國 總

社宮例大祭」

といい、創建

千年を誇る常

陸國總社宮の最も重要なおまつり

です。「関東の三大祭り」の1つとも

言われ、菊花紋を許された格式あ

る大神輿をはじめ、豪華な山車や

勇壮な幌獅子が多数巡行します。

例年3日間で40万人の見物客を集

める石岡の一大イベントです。

問　石岡市観光協会

☎0299-43-1111内線1135

●平地林の手入れ作業 

「森林ボランティア」

日　9月17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

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）※作業終了後、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

●りんりんフェスタ

「かすみがうらエンデューロ」＆「ラ

イドハンターズinかすみがうら」＆

「霞ヶ浦まるごとグルメフェス」

　5時間の耐久

レースを筆頭に、

冒険気分で周辺

スポットをまわ

るサイクリング

など多彩な遊び方をラインナッ

プ。グルメフェスも登場します。

みんな誘って、いざ自転車のお

祭り！

日　10月14日（土）・15日（日）

所　かすみがうら市歩崎公園

問　ウィズスポ事務局☎03-3354-

2300（平日午前10時～午後5時30分）

相 談

●筑波銀行無料年金相談 

（要予約）

日　9月9日（土）午前10時～午後4時

所　すまいるプラザ牛久（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　9月9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牛久支店

日　9月19日（火）午前10時～午

後3時

申・問　常陽銀行牛久支店

☎872-5112

●ドングリ拾ってその生まれ

を知ろう

　「ひたち野みずべ公園」で身近

な樹木や水辺の植物の種類や特

徴を学びながらドングリ、葉っ

ぱなどを採取してみませんか？

親子での参加も大歓迎。歩きや

すい服装でご参加ください。

日　10月14日（土）午前8時30分

出発、午後0時30分帰着予定※小

雨決行、中止の際は前日に連絡。

集合場所　保健センター前に午前

8時25分集合（現地へはバスで移動）

定　市内在住者30人

案内　NPO法人うしく里山の会

樹木リサーチ　　￥　無料

申　参加する全員の名前、住所、

電話番号を牛久自然観察の森（☎

874-6600）までお知らせください。

締　9月15日（金）※申込多数の

場合は抽選。

問　都市計画課☎内線2524
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