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市からのお知らせ

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

問　NPO法人牛久コミュニティ放送☎875-8541 FAX875-8686 Ｅ□ushiku@fmuu.jp

牛久市の情報を盛りだくさんにお伝えしています！

月～金曜日午後1時～3時
（再放送：午後8時～10時）
市内各地の情報をレポーターが中
継でお届けします！

FM
周波数

85.4MHz

動画サイト「YouTube」

牛久市公式チャンネル

FMうしくうれしく放送

大好評！

公式Twitter

@nemoto_youji @ushiku_city
牛久市シティプロモーション
@ushikucitypromo

根本市長 牛久市

月～金曜日午前10時～正午
（再放送：午後5時～7時）
もっと知りたい牛久のこと。牛久
市の最新情報を発信しています。

UUラジオ854（生放送） ぎゅぎゅっとラジオ854（生放送）

市役所敷地内
保健センター2階から放送中！

ム―くんフ―ちゃん

スマートフォンでもラジオが聴けます！詳しくは公式ホームページ（http://www.fmuu.jp）

 情報
     ひろば●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、お早目にこども家庭

課へ提出してください。なお、提出が遅れますと、10月の定期支払

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（必要書類など含む）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　郵送でも受付しますが、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電話番号をかならず記入してください。

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

付ができません。

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3日（月）～12日（水）

受付場所　契約検査課（市役所本庁舎3階）

提出要領などの入手方法　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
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●牛久第二中学校吹奏楽部withおくのウィンドベルズ

　3rd　Summer	Concert　2018

　牛久第二中学校吹奏楽部とその吹奏

楽部OBで結成した社会人音楽サークル

「おくのウィンドベルズ」がコンサート

を行います。今回で3回目の開催です。　

楽器経験が3カ月あまりの1年生部員から熟練の大人まで一緒に演

奏する地域ならではのアットホームな演奏会です。今年は、会場を

中央生涯学習センターに移しての開催です。

日　8月18日（土）午後1時30分開場、午後2時開演

所　中央生涯学習センター大ホール

内　【オープニング】「Of Time and Change ／時の流れ」、【第1部】映画

音楽をアンサンブルで、【第2部】ポップスステージ

￥　無料　　問　牛久第二中学校（坪倉）☎875-0055

●市内公共施設臨時休業の

　お知らせ

◆エスカード牛久内公共施設臨時休業

休業日　9月12日（水）

　エスカード全館休業に伴い、

市役所エスカード出張所、図書

カウンター、およびエスカード

生涯学習センターが下記のとお

り臨時休業となります。図書の

返却は、1階北側入口の返却ポ

ストをご利用ください。

問　総合窓口課☎内線1622・

1623、中央図書館☎871-1400、中

央生涯学習センター☎874-3111

◆市役所本庁舎窓口臨時休業

休業日　

　9月23日（日）、9月24日（月）

市役所本庁舎は閉庁となります。

出張所証明発行は行いません。

　9月23日(日)はシステム入替作

業のため、また9月24日(月)は振替

休日のため休業となりますので、

ご理解とご協力をお願いします。

問　総合窓口課☎内線1622・1623

●小学生議会を傍聴しませんか

　次世代を担う小学生が日頃抱

いている疑問や地域のさまざま

な課題について、質問・提案する

「小学生議会」を開催します。市

内8小学校から児童2人ずつ（計

16人）が子ども議員として市長、

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17日（金）午後1時15分

開場、午後1時30分開会

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3014

●中退共の退職金制度

　「中退共」は国がサポートする

中小企業のための退職金制度です。

特徴　①国が掛金の一部を助成

②掛金は全額非課税③社外積み

立てで管理が簡単(パートタイ

マーも加入可）

※他の退職金・企業年金制度等

とのポータビリティも可能です。

詳しくはホームページをご覧く

ださい。

問　独立行政法人勤労者退職金

共済機構中小企業退職金共済事

業本部☎03-6907-1234

HP http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

●食中毒に注意しましょう

①ノロウイルス：人の手を介して感染することが多く、予防の基本

は手洗いです。調理前、食事前、トイレ後などは液体せっけんで手

を洗う習慣をつけ、感染を予防しましょう。

②腸管出血性大腸菌、カンピロバクター：生、または加熱不十分な

肉を食べると、嘔吐、下痢、発熱などを起こすことがあります。必

ず中心部までよく加熱してから食べるようにしましょう。

③アニサキス：生魚を食べた後、8時間以内に胃や腸に激痛が走る

ことがあります。予防は、加熱、冷凍、除去のいずれかです。刺身

などは完全な除去が難しいこともあり、十分に注意が必要です。

問　竜ケ崎保健所衛生課☎0297-62-2163

●おやこわらべうたの会

　赤ちゃんと楽しめるわらべう

た遊びの会を開催します。

日　9月4日（火）①午前10時30分～

②午前11時～※同じ内容で2回開催

所　三日月橋生涯学習センター

和室（2階）

対　0～2歳の赤ちゃんとその

保護者（赤ちゃんまたは保護者

が市内在住の方）

定・￥　各回先着10組・無料

申　8月15日（水）午前9時から

中央図書館カウンターまたは電

話で申し込み。

申・問　中央図書館☎871-1400
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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24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。

　この展覧会は、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

展覧会が平成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24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18日（日）

～12月2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24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会と話し合

いながら行います。詳しくは事

務局までお問い合わせください。

締　8月31日（金）

申　申込用紙にご記入のうえ、

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

にてご請求ください。

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

●北方領土に関する標語・キャッチコピー募集

　北方領土について広く国民に認識してもらい、北方領土返還の機

運を高めるため、ノベルティや啓発用パンフ等各種広告媒体に活用

する目的で、北方領土に関する標語・キャッチコピーを募集します。

申　①作品（ふりがな）、②郵便番号、③住所、④氏名（ふりがな）、

⑤年齢、⑥性別、⑦電話番号、⑧職業を明記のうえ、はがき、封書、

FAX、またはEメールでお送りください。詳しくは、ホームページ、

または下記までお問い合わせください。

応募先　株式会社公募ガイド社内「平成30年度北方領土に関する標

語・キャッチコピー募集係（〒105-0011東京都港区芝公園1-8-21-

5F）FAX03-5405-2061 E□ hoku@koubo.co.jp HP	https://www.koubo.co.jp/

system/contest/hoku_oubo/

締　9月30日（日）（当日消印有効）

問　平成30年度北方領土に関する標語・キャッチコ

ピー募集係☎03-5405-2064

●「いばらき食べきり協力店」募集

　茨城県では、一般廃棄物の排出抑制と食品資源の有効利用を推進

するため、「おいしく、残さず食べよう！！」を合い言葉とする『いば

らき食べきり協力店』を募集します。登録いただいた店舗には、登録

証とオリジナルステッカーを配付しますので、ぜひご応募ください。

対象店舗　飲食店・宿泊施設など　　応募期間　随時受け付けます。

応募方法　ホームページから応募用紙をダウンロードし、必要事項

を記載のうえ、郵送等などにより下記まで送付してください。

申・問　茨城県廃棄物対策課（〒310-8555水戸市笠原町978-6）

☎029-301-3020

HP	http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/seikatsukankyo/haitai/index.html

●霞ケ浦環境科学センター夏祭り2018

　霞ヶ浦水質浄化強調月間のメインイベントを開催します。霞ヶ浦

や環境問題について楽しく学べるさまざまな催しを用意して皆さん

をお待ちしています。

日　8月25日（土）午前10時～午後3時30分

所　茨城県霞ケ浦環境科学センター（土浦市沖宿町1853）

内　各種体験教室（実験・体験・工作など）、環境保全団体などテント

出展（水質浄化、ごみ分別など）、飲食・物販販売など、その他（研究室

一般公開）※内容が変更になる場合があります。

￥　無料　※混雑しますので可能な限り土浦駅東口・臨時駐車場から

の無料シャトルバスをご利用ください。

問　茨城県霞ケ浦環境科学センター☎828-0961 FAX828-0967

HP http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/seikatsukankyo/kasumigauraesc/index.htm
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人材募集・就職支援

●牛久市一般職非常勤職員募集（市内公立保育園）

職　種 保育士
短時間保育士

（①②③遅番、④早番）

勤務場所 下根保育園

①市内公立保育園
②栄町保育園
③つつじが丘保育園
④下根保育園

任用期間 平成30年9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

仕事内容 公立保育園の乳幼児の保育全般

募集人数 1人 ①若干名 ②～④各1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

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（①②1日2時間、③④1
日3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午後4時～7時
④午前7時30分～10時30分
＜①～④共通＞
※午前7時～午後7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

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

申込期間 8月1日（水）～10日（金）

問い合わせ 人事課☎内線1041

◆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

　「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　8月28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メールで申し込み。

上記日程以外も別会場で相談可。

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

●働き方改革　いばらき

　働き方、休み方を変える第一

歩として、「プラスワン休暇」を

実施しませんか？仕事と生活調

和のために年次有給休暇を計画

的に活用しましょう。

問　茨城労働局雇用環境・均等室

☎029-277-8294

●切れた電線には触らない！

　台風や雷、豪雨の影響による

樹木接触・倒壊、飛来物で電線が

切れてしまう場合があります。切

れて垂れ下がっている電線には絶

対に手を触れないでください。電

線に樹木や看板が接触している場

合もたいへん危険です。見つけた

らすぐに下記までご連絡ください。

ご連絡をいただいた際にスマート

フォンなどからの写真提供にご協

力いただく場合があります。

問　東京電力パワーグリッド

☎ 0120-995-007、03-6375-9803

（有料）

●身体障害者のための結婚相談・

各種相談

　身体に障害のある方々が、よ

き配偶者に恵まれ、幸せな結婚

ができるよう結婚相談や各種相談

を行っています。「結婚相談（要予

約）」は、結婚を希望する身体障が

い者の方に面談のうえ、会員登録

後、交流会のご案内をします。「各

種相談」は、身体障がい者の就労を

始め、生活全般に関する相談の支

援制度や相談窓口を案内します。

相談日　月～金曜日（祝日、年末

年始を除く）午前10時～午後3時

問　一般社団法人茨城県身体

障害者福祉協議会☎029-243-

7010  FAX029-243-7018
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●環境・温暖化防止牛久市民

フォーラム

日　8月26日（日）午後2時～4時30分

所　中央生涯学習センター小講座室

内　「パリ協定以降の地球温暖

化とエネルギー問題」歴史的な

意義を持つパリ協定とそれに関

連した地球温暖化・エネルギー

問題に対する日本と世界の対応

を考えます。

講　山本晋氏（理学博士、岡山大

学名誉教授）

対　どなたでも　　￥　無料

主　地球温暖化防止活動推進牛

久グループ

問　事務局（中山）☎874-1296

●草木染め教室

　やさしい色合いの草木染め教

室を開催します。

日　8月19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

場の梅林奥の炭小屋前

対　大人のみ

定　先着10人

￥　2,500円（保険料、材料費含む）

持　作業ができ、汚れても良い服

装、お椀、箸、飲み物※藍（生葉）、

綿布、軽食などは用意します。

主　NPO法人うしく里山の会

問　原口☎090-4121-6546

●平地林の手入れ作業　「森林ボランティア」

日　8月19日（日）午前8時30分～正午

所　井ノ岡町※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）

※作業後の昼食、お茶などは各自ご用意ください。

問　木とふれあうネットワーク事務局（阿部）☎873-6424

●歴史を語り合う会

日　8月19日（日）午後2時～5時

所　エスカード生涯学習セン

ター第1・第2講座室（4階）

演題　常陸国風土記の今昔

内　茨城各地の地名の起源、産

物、古老の伝承説話（悲恋、恋歌、

井戸倭武命、動物、織物等）を紹介。

講　岩本吉彦氏

￥　300円（資料代）

主　牛久史談会

問　板宮☎090-2327-6304

●戦争と平和を考える

　講演会で戦争を見つめます。

【講演会（入場無料）】

①平頂山事件をご存知ですか

日　8月11日（土・祝）午後1時30分～

所　中央生涯学習センター小講

座室

②戦争と沖縄

日　8月12日（日）午後1時30分～

所　中央生涯学習センター中講

座室

問　利根川☎090-9348-2780

催し・講座

●平成30年度前期（秋季）牛久市民硬式テニス教室

日　9月8日（土）・9日（日）・29日（土）・30日（日）【全4回】

　　午前10時～正午　※予備日10月6日(土)

所　牛久運動公園サンシャインテニスコート

対　市内在住・在勤・在学の小学生(6歳)以上の方。初・中級者が対

象、それ以上の方も可能。

￥　一人2,500円（受講初日に徴収）

持　テニスシューズ必須、ラケットはレンタル可能、運動のできる服装

締　8月4日（土）～12日（日）

申　牛久運動公園体育館内牛久市体育協会事務局（☎873-2486）

主　牛久市体育協会硬式テニス部

問　詳細内容の説明を希望される方は、硬式テニス部小杉まで

☎080-9344-1272（午後6時以降）

スポーツ

●国税庁経験者採用試験

試験日　【第一次】9月30日（日）

※第三次試験まであり。

受験資格　平成30年4月1日にお

いて大学等（短期大学を除く）を

卒業した日、または大学院課程

等を修了した日のうち最も古い

日から起算して8年経過した者。

申　ホームページから申し込み。

問　【申し込みに関して】人事院

人材局試験課☎03-3581-5311

HP http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.

html【その他】関東信越国税局人事

第二課☎048-600-3111内線2097
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メンバー募集

●自力整体・骨格矯正サークル

　整体・足裏・リンパマッサー

ジの資格を持つ先生の指導のも

と、痛みのない体づくりを学ぼ

う。申し込み、無料体験は随時

受け付けています。

日　毎週水曜日午前10時～11

時30分

所　中央生涯学習センター中・

大講座室、和室など

講　中村博美氏（自力整体予防

医学指導士）　　

￥　月3,000円

団　自力整体・骨格矯正サークル

問　森上☎874-1972

近隣市町村のご紹介

●第五回守谷灼熱の雪合戦

　迫力のある雪合戦のほか、かき

氷フェスも同時開催。子ども向け

のスノーパークも登場します。

日　8月25日（土）～26日（日）

所　守谷駅西口駅前広場

内　雪合戦（ジュニアの部、一

般の部、インターナショナルの

部）、スノーパーク、スポーツビ

アガーデン（25日のみ）など

※詳細は、下記までお問い合わせま

たはホームページでご覧ください。

問　第五回守谷灼熱の雪合戦実

行委員会☎070-1077-6327

HP	http://www.moriyasyoukoukaiseinennbu.

com

●夏夜を彩る伝統の技「綱火」

　あやつり人形と仕掛け花火を

融合した伝統芸能「綱火」（国指定

重要無形民俗文化財）が2つの流

派によって開催されます。みらい

平駅より無料シャトルバスを運

行します。

【小張松下流綱火】

日　8月24日（金）午後７時～

所　小張愛宕神社（つくばみら

い市小張3235）

【高岡流綱火】

日　8月26日（日）午後７時～

所　高岡愛宕神社（つくばみら

い市高岡631）

問　つくばみらい市観光協会

☎0297-58-2111

●第65回とりで利根川大花火

　大利根橋

開通を記念

して始めら

れた花火大

会。雄大な利

根川の夜空を彩る取手市の夏の

ビッグイベントです。

日　8月11日（土・祝）午後7時～8

時15分※雨天・強風の場合は、12

日（日）、最大13日（月）まで順延

所　取手緑地運動公園（利根川

河川敷）※JR取手駅より徒歩5分

問　取手市観光協会☎0297-

74-0217

●2018いなしき夏まつり

　花火大会

　昼は郷土芸

能 な ど の ス

テージイベン

ト。夜は花火大

会を中心に開

催されます。会

場では地元特

産品などの模擬店が出店され大

変賑わいます。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25日（土）午後2時～午

後9時、花火大会は午後7時～

所　江戸崎総合運動公園（稲敷

市荒沼3-1）

問　稲敷市商工観光課☎029-

892-2000

●金曜英会話

　気さくなアイルランド人の先

生を囲んでさまざまなトピック

でフリートークを楽しんでいま

す。中学校程度の英語で大丈夫。

見学は随時受け付けています。

日　毎週金曜日午後1時～2時

30分

所　中央生涯学習センター小会

議室など

対　どなたでも

￥　月3,500円

団　金曜英会話

問　呉☎872-0597、秋葉☎090-

2302-1996
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「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。

●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　8月22日（水）午前10時～午後4時

所　牛久東支店

申・問　筑波銀行牛久支店（塚

本）☎872-1310

相　談
●牛久市視覚障害者福祉協会

　現在、視力はあるが病気などで将来的に不安がある方歓迎します。

また活動に賛同いただける賛助会員も募集します。私たちと一緒に

活動していきましょう。見学可能です。

日　毎月第1火曜日午前10時～正午※9月4日（火）のみ午後1時～3時

所　ボランティア・市民活動センター（市役所分庁舎1階）

対　障がいの程度、障害者手帳の有無は不問

￥　年3,000円（賛助会員は500円）

申　電話またはホームページからお申し込みください。

団　牛久市視覚障害者福祉協会

問　福田☎090-4415-2073　HP http://www.ushiku-shimin.jp/ucn0xn/

【お詫びと訂正】　

◆「広報うしく」7月15日号　9ページ

　第8回駅前ビアガーデン「ほろよい横丁」のホームページアドレス

　誤　HP http://ushiuku-sci.org/youth

　正　HP http://ushiku-sci.org/youth

誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。
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