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 情報
     ひろば

市からのお知らせ

●第24回うしく現代美術展出品作家募集

　うしく現代美術展は、より高いクオリティを目指す作品群を地域に広

く紹介する機会として、1995年にこの地域の作家を中心に創成された

年に一度の展覧会です。地域の文化振興への寄与を願いながら、市民と

行政と作家が協働で開催しています。作品展示のほか、小中学校鑑賞会、

市民参加ワークショップの開催など、作家が積極的に企画しています。

◆募集規定

対　牛久市を中心として県内に在住または

在勤するアート作家（平面・立体・クラフ

ト・映像ほか）

申　4月1日（日）～30日（月・祝）の期間に、

応募用紙に以下の①、②を記入し、事務局

に持参または郵送でお申し込みください。

応募用紙は、うしく現代美術展実行委員会事務局にあります。

①作家略歴

②作品写真（5点以上の異なる作品写真、作品掲載された図録でも可）

　※各作品に素材･サイズ･制作年などを明記してください。

◆審査会　5月20日（日）にうしく現代美術展実行委員会で選考します。

※結果については、応募いただいた方全員に郵送で通知します。

※審査会で選ばれた方は、作品を出品いただくとともに、当美術展

の主旨をご理解の上、会場設営･運営実務・各種事業にご参加いただ

くこととなります （詳細は事務局にお問い合わせください）。

※出品作品は「うしく現代美術展ホームページ」への掲載を前提とします。

問　うしく現代美術展実行委員会事務局（文化芸術課内）☎871-2300

〒300-1211牛久市柏田町1606-1 Ｅ□info@ushiku-genbi.org（第2・4月曜日休館）

第24回うしく現代美術展

日　平成30年11月18日（日）～12月2日（日）

所　中央生涯学習センター（展示ホール・多目的ホール・中庭）

分野　平面、立体、クラフト、映像ほか

出品料　5,000円（作品搬入時に納入）

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　広報政策課☎3222

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

※4月1日より、担当がシステム管

理課から広報政策課に移行します。
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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

●第132回うしくゴッ多市　

フリーマーケット

日　4月8日（日）午前10時～午

後3時 ※小雨決行・荒天中止。

所　中央生涯学習センター駐車場

内　①草大福の格安販売（正午

予定・数量限定）、②ヨーグルトと

キャベツの格安販売（午後2時予

定・数量限定）、③再生家具販売

（午前10時～無くなり次第終了）

※イベントについては、内容と

時間を変更することがあります。

※次回は6月10日（日）開催。

問　商工観光課☎内線1523

●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　5月26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（予定）

※ラ・テラス・ドゥ・オエノン（牛久シャトー内）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 ※5月24日（木）からキャンセル料（全額）が発生。

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　4月27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

●ホストファミリー募集

　7月13日（金）から23日（月）の

予定で市内に滞在する姉妹都市

カナダ・ホワイトホース市から

の交換青少年団員（中高生およ

び成人団長・計15人程度）のホ

ストファミリーを募集します。

応募資格　①牛久市在住の方、

②受け入れ期間を通じて、団長・

団員1人もしくは2人をホームス

テイさせることが可能な方、③受

け入れ期間中の牛久市主催の行

事の際、指定する場所まで団員を

送迎可能な方※6月28日(木)午後

6時～ (予定)のホストファミリー

説明会に出席していただきます。

申　所定の申込書を牛久市国際

交流協会事務局（市役所2階市民

活動課内）に持参。申込書は、市民

活動課窓口のほか、市ホームペー

ジからもダウンロードできます。

※申し込み多数の場合は、ご希望

に添えない場合があります。

締　4月13日（金）

問　牛久市国際交流協会事務局

（市民活動課内）☎内線1632（午

前8時30分～午後5時15分、土・

日曜日、祝日除く）

●植えてはいけない「けし」の

発見にご協力ください

　「けし」の仲

間は、春から

色鮮やかで美

しい花を咲か

せ、観賞用として人気がありま

す。しかし、「けし」の仲間には、

法律で栽培が禁止されているも

のがあります。植えてはいけな

い「けし」を発見した場合は、下

記までご連絡ください。

問　竜ケ崎保健所衛生課

　☎0297-62-2163

●茨城県最低賃金のお知らせ

◆茨城県最低賃金は、「時間額

796円」です（平成29年10月1日～）

問　茨城労働局賃金室☎029-

224-6216

◆最低賃金ワン・ストップ無料

相談、業務改善助成金

問　茨城労働局雇用環境・均等

室☎029-277-8294

◆キャリアアップ助成金

問　茨城労働局職業対策課☎

029-224-6219

●ケバエの時期です

　4月から5月にかけて、日の当たる空き地や庭などで、

体長0.5cmから1.5㎝くらいの黒いハエのような虫が多

数飛び回ることがあります。これはケバエといって蚊

やハエの仲間で、寿命は短く1から2週間程度です。人体に害を与える

ことはないので、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ことが多く、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☎1563
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●竜ケ崎保健所からのお知らせ

①精神保健相談＜相談員：嘱託精神科医＞

日　毎月第1水曜日午後3時～5時、毎月第3火曜日午後2時～4時

②ひきこもり家族グループミーティング・ひきこもり専門相談＜相談員：心理士、保健師＞

日　原則毎月第3水曜日【ひきこもり家族グループミーティング（要連

絡）】午前10時～正午、【ひきこもり専門相談（完全予約制）】午後1時～4時

①②共通※相談無料

所　竜ケ崎保健所

問　竜ケ崎保健所保健指導課☎0297-62-2367

●4月1日から駐車監視員が巡回を開始します

　4月1日から牛久警察署管内で駐車監視員が巡回を開始します。

　駐車監視員とは、警察署長の委託を受けた法人の下で、地域を巡回し、放置車両の確認や確認標章の

取り付けなどの仕事を行う人のことであり、法律上の資格が必要とされています（反則告知をしたり、金

銭を徴収したりすることはありません）。牛久警察署管内の巡回場所は下記のとおりです。

◆巡回路線・地域
路線（区間） 重点時間帯

最重点路線
県道牛久停車場線（けやき通り）（牛久
駅東口～下柏田交差点）

午前8時～午前2時
重点路線

国道6号線（東猯穴入口交差点～みどり
野団地西交差点）

県道土浦稲敷線・けやき通り（北大通り
東側交差点～けやき通り全線）

地域 重点時間帯

最重点地域
牛久駅周辺（田宮3丁目、中央3・5丁目、
牛久町の一部）

午前8時～午前2時重点地域

ひたち野うしく駅を中心とするひたち
野西2～4丁目の一部、ひたち野東1・5丁
目の一部およびその周辺地域

牛久駅を中心とする田宮2～3丁目、柏
田町の一部、栄町1・3・5・6丁目、中央
1～5丁目、南1～5丁目、牛久町の一部、
田宮町の一部およびその周辺地域

自動二輪・
原付重点地域

牛久駅周辺

◆駐車監視員の服装等

問　茨城県警察本部交通部交通指導課☎029-301-0110、牛久警察署交通課☎871-0110

●
制
服
と
記
章

●
使
用
車
両

放置車両確認巡回中

相　談

●筑波銀行年金無料相談（要予約）

①日・ 所　4月14日（土）午前10

時～午後4時・すまいるプラザ牛久

（筑波銀行ひたち野うしく支店内）

②日・所　4月18日（水）午前10

時～午後4時・筑波銀行牛久支店

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　4月14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　4月20日（金）午前10時～午後3時

申・問　常陽銀行牛久支店

☎872-5112

●うしくワールド会議

　青年海外協力隊経験者の講師

による講演など。※参加無料

日　4月21日（土）午後2時～5時

所　ひたち野リフレ（4階）

対・定　高校生・大学生・先着70人

申　申し込みフォーム（https://

goo.gl/DLZzMB）から。

締　4月17日（火）

主　一般社団法人牛久青年会議所

問　佐藤☎090-2562-8112

●陸上自衛隊武器学校

　（土浦駐屯地）一般開放

日　4月7日（土）・8日（日）午前9

時30分～午後4時

所　陸上自衛隊武器学校（土浦

駐屯地・阿見町青宿121-1）

内　広報地区公開、太鼓演奏、ち

びっこ広場など

問　陸上自衛隊武器学校広報班

☎887-1171
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人材募集・就職支援

●牛久市一般職非常勤職員の募集

職　種 保育士
短時間保育士

（①遅番、②遅番、③早番）
調理員①②

勤務場所 市内公立保育園

任用期間 平成30年5月1日～平成31年3月31日（再度の任用制度あり）

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

65歳未満の方
※感染性胃腸炎の感染予防のた
め、医療、保育、介護等の仕事との
兼業不可

仕事内容 公立保育園の乳幼児の保育全般
公立保育園での調理、盛付け、配
膳、および給食調理全般

募集人数 若干名 ①遅番3人②遅番1人③早番1人 ①2人　②1人

勤
務
条
件
等

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

時間額：900円
交通費：交通手段、距離区分に応
じて支給

勤務日数

・

時 間

週5日（1日7.5時間、週37時間30分
以内）
午前8時30分～午後5時
※シフト勤務あり
※時間外勤務あり

 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～7時
③午前7時30分～10時30分
※午前7時～午後7時内のシフト勤
務あり
※時間外勤務あり

①月15日以内（1日5時間、週19時間
以内）午前8時30分～午後4時30分
のうち指定された時間
②週5日（1日7.5時間、週37時間30分
以内）午前8時30分～午後5時
※①②とも午前8時～午後5時内
のシフト勤務あり
※時間外勤務あり

休 日
土・日曜日、祝日
※年数回の土曜日勤務あり

土・日曜日、祝日
※月1回程度の土曜日勤務あり

土・日曜日、祝日
※年数回の土曜日勤務あり

福利厚生

社会保険（厚生年金・健康保険）・
雇用保険加入あり

社会保険（厚生年金・健康保険）・
雇用保険加入なし

①社会保険（厚生年金・健康保険）・
雇用保険加入なし
②社会保険（厚生年金・健康保険）・
雇用保険加入あり

申込期間 4月2日（月）～11日（水）

問い合わせ 人事課☎内線1041

●茨城県警察官採用試験（第1回）

採用予定日　平成31年4月1日

受験資格　【警察官Ａ（男女）】昭和60年4月2日以降に生まれた人で、

学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業した人、もしくは平

成31年3月31日までに卒業見込みの人、または人事委員会がこれと

同等と認める人。※この他にも条件があります。詳細は下記まで。

試験日　第1次試験日…5月13日（日）

　※第1次試験合格者は6月以降、第2次試験

締　4月24日(火)消印有効

　※インターネット受付は4月24日(火)午後5時受信有効

問　茨城県警察本部警務課採用係 0120-314058、牛久警察署警務

課☎871-0110

◆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

人事課まで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。

●いばらき県南若者サポート

ステーション就労相談

日　4月24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　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。

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
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催し・講座

●平地林の手入れ作業

　「森林ボランティア」

日　4月15日（日）午前8時30～正午

所　つくば市稲荷原※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）

団　木とふれあうネットワーク

問　事務局（阿部）☎873-6424

●春の山野草展

　可憐に咲き始めた山野草の寄

せ植えなどをお楽しみください。

日　4月19日（木）～22日（日）午

前9時～午後5時（最終日は午後3

時まで）

所　奥野生涯学習センターロビー

主　牛久奥野山野草同好会

問　根本☎080-1252-1885

●歴史を語り合う会

日　4月15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　「ドイツ」を産んだ「プロ

イセン」ってどんな国？

内　プロイセンの誕生からドイ

ツを産みだすまでの歴史、およ

び明治政府との関わりを解説。

講　佐々朋幸氏

￥　300円（資料代）

主　牛久史談会

問　板宮☎090-2327-6304

●チャリティーダンスパーティ

日　4月8日（日）午後1時30分～

4時30分

所　牛久運動公園体育館メイン

アリーナ

￥　1,000円

主　牛久スポーツダンスクラブ

問　浜口☎873-2718

●早稲田大学校友会 牛久地域

　稲門会の公開講座

日　4月15日（日）午後2時～4時

所　エスカードスタジオ

内　「意外と知らない相続のこと」、質疑

￥　無料　

講　白岩大樹氏（弁護士）

申・問　高橋☎080-5435-2602

●第6回市民参加の盆栽・盆草展

　丹精込めて育てた盆栽、盆草

を展示します。

日　4月6日（金）～8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）

団・主　牛久盆栽研究会

後援　牛久市文化協会、牛久市

教育委員会

問　潮田☎873-6538

●2018稲敷チューリップまつり

　約20万本のチューリップが色

鮮やかに咲き誇ります。チュー

チップの見頃は4月上旬から中旬。

日　4月15日（日）午前9時30分～

所　和田公園（稲敷市浮島5020

番地1）

内　稲敷いなのすけとお友だち

による「わが街PRコーナー」、地元

特産品の販売、歌謡ショーなど

問　稲敷チューリップまつり実

行委員会（稲敷市観光協会・稲敷

市商工観光課内）☎892-2000

近隣市町村のご紹介

●福
ふくおかぜき

岡堰さくらまつり

　茨城観光100選にも選ばれる

福岡堰。1.8kmにわたって600本

の桜が織りなす華麗な桜のトン

ネルをぜひ、ご堪能ください。

日　4月6日（木）～10日（火）

所　小貝川水辺プラザ（福岡堰さく

ら公園 つくばみらい市北山2633-7）

内　7日（土）・8日（日）にはステー

ジイベントを行います（雨天中止）。

※期間中、TXみらい平駅から会

場まで無料シャトルバスを運行。

問　つくばみらい市観光協会

（つくばみらい市

産業経済課内）

☎0297-58-2111

内線3101

スポーツ

●第9回マレットゴルフ教室

　年齢に関係なく楽しむことが

でき、運動不足も一緒に解消で

きる生涯スポーツ『マレットゴル

フ』を楽しく体験してみませんか。

日　4月22日（日）午前9時～正午

所　市総合福祉センターふくし

の森内「マレットゴルフ場」※福

祉センター駐車場利用可

対　市内在住・在勤、近隣都市

の50才以上の方

￥　無料　　締　4月18日（水）

持　服装は自由、運動靴等。

※プレー用の道具は準備しています。

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
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メンバー募集

●チームCOCO

　牛久市スポーツ少年団に所属

のバドミントン競技団です。市内

の小学生（2年生以上男女）を中心

に活動しています。見学・体験可。

日・所　毎週日曜日午前9時30

分～午後0時30分・ひたち野うし

く小学校体育館、毎週金曜日午後

7時～9時・牛久運動公園体育館

対　小学新2年生～4年生

￥　月額1,500円※スポーツ保

険加入・少年団加入費別途あり

問　井原☎090-2918-7644　

E□ team.coco.ushiku@gmail.com

●第120回ヘルシーボール教室

日　4月21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（保険代と

して当日集金）

持　運動のできる服装、上履き

締　4月18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

●平成30年度牛久市民硬式テ

ニスミックスダブルス大会

日　5月13日（日）午前8時～受

付、午前8時30分～開会式

※予備日5月27日（日）

所　牛久運動公園テニスコート

対　中学生以上で市内、または

龍ケ崎市に在住・在学の方。※

前年度の優勝ペアは、同じペア

での出場は不可。

種目　ミックスダブルス（32組）

試合方式　トーナメント方式、

コンソレあり。

￥　2,000円（大会当日徴収）

締　4月1日（日）から14日（土）

の間にＥメールで氏名、資格、住

所、所属クラブ、電話番号を記

載して申し込み。受付後、返信

メールをしますのでご確認くだ

さい。※牛久運動公園体育館事

務所での受け付けは行いません。

注意事項　申込期間外のエント

リーのキャンセル、当日の欠席

は参加費を請求します。当日、雨

天などにより開催が危ぶまれる

場合は現地で判断し、決定しま

すので現地集合を原則とします。

問　小杉☎080-9344-1272

 E□ ushiku.taikyo.tennis@gmail.com

※問い合わせもＥメールでお願

いします。

●2018年牛久の街を走る会

　牛久の街を楽しく走ってみま

せんか？気軽にご参加ください。

日　4月8日（日）、5月13日（日）

午前8時30分～

所　牛久運動公園プール棟前広場

対　小学4年生以上（小学生は

保護者同伴）

￥　無料※当日、申し込み 　

主　牛久市体育協会牛久走友会

問　荒木☎080-3462-9324

●牛久菊花会

　スプレー菊、クッションマム、

寒菊の育て方のコツを教えます。

1回につき、赤、白、黄色の菊を

3鉢植えて持ち帰ります（全15鉢）。

日　5月～10月の毎月第1土曜

日午前10時～正午※9月はなし

所　三日月橋生涯学習センター

対　花の好きな方（年齢・性別・

経験不問）

定　先着20人　￥　総額3,000円

申　はがき（牛久市南4-32-10上

村遙宛て）、またはFAXでも申し

込み。夜は電話でも可。　　

締　４月30日（月・祝）

団　牛久菊花会　　

問　上村☎・FAX874-8914

●牛久市グラウンド・ゴルフ

協会かっぱクラブ

　道具の用意あり。初心者歓迎。

日　毎週火・木・土曜日午前9

時～正午

所　栄町運動広場

￥　入会金1,000円、月会費300円

団　牛久市グラウンド・ゴルフ

協会かっぱクラブ

問　白石☎872-2495

●手びきの会

　視覚障がい者外出支援ボラン

ティアです。

日　毎月第1月曜日午前10時～正午

所　牛久市ボランティア・市民

活動センター（市役所分庁舎1階）

￥　年2,000円

【実地研修】会員以外の方も参加

可。詳しくは下記まで。

日　5月16日（水）午前8時30分

～午後5時（予定）

所　皇居二重橋散策

￥　1,700円（昼食代のみ）

締　4月8日（日）　定　若干名

団　手びきの会

問　西村☎080-1040-7129

●ギター・ハーモニカ

　仲間との合奏、近郊老人施設への

訪問など。見学自由。事前予約不要。

日　毎週第1・2・4土曜日午前9

時30分～正午

所　三日月橋生涯学習センター

￥　月500円　　

団　三日月橋ギタークラブ

問　横山☎090-4617-1691
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●牛久短歌の会

日　毎月第4土曜日午後1時30分～4時

所　中央生涯学習センター小会議室（2階）

内　4月28日（土）は新作短歌2首をはがきで。他に現代作品の歌集鑑

賞をしながら表現の要点を学びます。

￥　月500円　　申　望月☎873-8934

【お詫びと訂正】　「広報うしく」3月15日号におきまして下記のと

おり誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

●10ページ【メンバー募集・詩吟岳風会牛久】

　（誤）　日　毎月第1・3日曜日午後1時30分～4時30分　

　（正）　日　毎月第1～3日曜日午後1時30分～4時30分

●牛久バウンドテニスクラブ

　見学自由。事前予約不要。

日　毎週日曜日午後1時～5時

所　ひたち野うしく小学校体育館

対　中学生以上

￥　保険料65歳以下1,850円、

65歳以上1,200円※体験は無料

持　体育館用運動靴、タオル、飲

み物、着替え※ラケット貸出あり

団　牛久バウンドテニスクラブ

問　及川☎874-5384

●英会話サークル ツール・キット

　中学2年生程度の英会話サークルです。アメリカ人のリチャード

先生と楽しい時間を。見学大歓迎。

日　毎週水曜日午後1時～2時30分　　

所　中央生涯学習センター小会議室（2階）

対　どなたでも（小さいお子さんの参加はご遠慮ください）

￥　月3,500円　　団　ツール・キット　　

申・問　嶋岡☎874-0438  E□ taronyan.5656@ezweb.ne.jp

●刈谷短歌会

　みんなで楽しめる短歌を詠み

学んでいる会です。初めての方

も経験のある方も大歓迎です。

日　毎月第3月曜日午後1時～4時

所　刈谷自治会館

￥　月100円　　

問　佐々木☎・FAX873-5170
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