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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

●第134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14日（日)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）

※定員を超えた場合は抽選（抽

選結果は通知）。

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が

あります）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。郵送以外の

方法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

無効になります。複数応募はご

遠慮ください。

締　9月3日（月）～14日（金）必着

問　商工観光課☎内線1523

●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

日　10月14日（日）午前10時～

午後3時

所　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。

区画の大きさ　約3ｍ×約3ｍ

出店料　1区画1,000円

申　はがきに①住所②氏名（ふ

りがな）③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でき

ません。

※出店は市民の方優先となりま

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3日（月）～9月14日（金）必着

主　うしくみらいエコフェスタ

実行委員会

問　商工観光課☎内線1523
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●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

●素敵な出会い！「ふれあいバスツアー」

　「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20日（土）午前10時～午後3時30分（受付：午前9時30分～）

集合場所　市役所西側駐車場（中央3-15-1）

見学先　長沼りんご園（りんご狩り）、ヤマイチ味噌など（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 ※10月18日（木）から

キャンセル料（全額）が発生します。

申　電話または市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28日（金）　主　牛久市ネットワーカー連絡協議会・牛久市

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

●熱中症に気を付けましょう～誰にでも起こりえます～

　熱中症は高齢者や子どもだけではなく、体力に自信のある若い方

でも起こりえます。また、室内でも起こるので注意が必要です。予

防には、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。もし、熱中症の疑いで意

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します。

●東京都市圏パーソントリップ

　調査にご協力を

　県では、人の1日の移動を把

握し、暮らしやすい都市づくり

の検討を進めるため、9～12月

にかけて交通に関する調査「東

京都市圏パーソントリップ調

査」を実施します。調査にあたり

無作為に抽出した世帯を対象に

調査票を郵送しますので、本調

査へのご協力をお願いします。

問　茨城県土木部都市局都市計

画課☎029-301-4588

HP http://www.pref.ibaraki.jp/

soshiki/doboku/toshikei/index.html

●茨城空港からのお知らせ

　茨城空港では、国内線は札幌・神戸・福岡・那覇、国際線は上海と

ソウルへ就航しており、さらに台北への連続チャーター便も運航され

ています。また、約3,100台分の無料駐車場があり、搭乗手続きが全て

1階でできるので家族旅行に大変好評です。ぜひ、茨城空港から空の旅

へお出かけください。詳しくはホームページをご覧ください。

問　茨城空港利用促進等協議会事務局（茨城県空港対策課内）

　☎029-301-2761　HP http://www.ibaraki-airport.net/

●稀勢の里応援団		稀勢の里関を応援しよう！

　9月9日から始まる「大相撲9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。なお、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してください。

締　9月9日（日）～16日（日）※応募は1人1通まで。

問　牛久市観光協会☎874-5554 
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●初心者向け高齢者パソコン

教室受講生募集

日　◆11月1日～12月3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2日～12月7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、

年賀状作成などを予定。※教室

にパソコンあり、Windows7以降

のパソコンなら持ち込み可。

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5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。

※複数枚の申し込みは不可。結

果は10月初旬ごろ、返信はがき

で通知。

締　10月4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

人材募集・就職支援

スポーツ
●第11回マレットゴルフ体験教室

　マレットゴルフは誰でも楽し

むことができ、運動不足も解消す

ることができる生涯スポーツです。

日　9月22日（土）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※駐車場は市

総合福祉センターをご利用ください。

対　市内在住、在勤および近隣

都市の50歳以上の方

￥　無料

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。

締　9月18日（火）

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

●牛久シティマラソンを走る練習会2018

　来年の「牛久シティマラソン」参加を目標に、個々に応じた練習を

します。いつからでも、何回でも参加可能です。

日　9月9日・23日、10月14日・21日の日曜日　午前8時30分～

所　牛久運動公園プール棟前集合　対　小学4年生以上（小学生保護者同伴）

￥　無料　　申　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

●スポーツチャンピオンフェ

スティバル2018

第15回牛久遠的・近的弓道大会 遠的の部 

　弓道愛好者との交流を深める

大会です。練習の成果を発揮する

場として気軽にご参加ください。

日　9月24日（月・振替休日）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（城中町1865）

対　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

主　牛久市体育協会牛久弓道会

申・問　渋谷☎080-5456-7325 

E□ jamken@ibaraki.zaq.jp

●図書館で一緒に働きませんか

仕事内容　中央図書館での図書の貸し出し・返却・整理など

勤務時間　【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交替制

時間給　800円　　　定　若干名

申　中央図書館カウンターの申込書に記入の上、写真を貼付し提出してください。

締　9月1日（土）～15日（土）　　面接日　9月20日（木）

※詳細は書類選考後、連絡します。

問　NPO法人リーブルの会（中央図書館内）☎871-1400

【お詫びと訂正】　

◆「広報うしく」8月15日号　2ページ　「広報うしく」に掲載する有料広告を募集します

誤　規格　【横45㎜×縦85㎜】　正　規格　【縦45㎜×横85㎜】

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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●牛久市一般職非常勤職員募集

職　種 保育士
保育士

（育休代替）

保育士

（月12日）

保育士

（週19時間以内）
短時間保育士

（①②③④遅番、⑤早番）
調理員

勤務場所 下根保育園
市内公立
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④⑤下根保育園

下根保育園

任用期間

平成30年
10月1日～
平成31年
3月31日

平成30年11月17日～
平成31年3月31日※
ただし、職員の産前産
後・育児休業中に限る

平成30年10月1日～平成31年3月31日

再任用 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 1人 1人 1人 1人 ①若干名 ②～⑤各1人 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
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時間30分、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

月12日
（1日7時間）
午前9時～午
後5時
※ シ フ ト 勤
務あり
※ 時 間 外 勤
務あり

週5日以内
午前8時30分
～午後5時の
うち週19時間
以内
※シフト勤務
あり
※時間外勤務
あり

 【勤務日数】
週19時間以内
①②③⑤週5日、④週3日

【時間】
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午後4時～6時
⑤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

週5日（1日7時間30分、
週37時間30分以内）
午前8時～午後4時30分
※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
※任用期間内数回の土曜日勤務あり

土・日曜日、祝日 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
※任用期間内数回の
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 社会保険（厚生年金・
健康保険）・雇用保険
加入あり

申込期間 9月3日（月）～12日（水）

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（無料）

日　9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　　申　電話、FAXまたはEメールで、相談日の３日前まで。

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
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催し・講座

●歴史を語り合う会

日　9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・第2講座室（4階）

演題　元首相・鈴木貫太郎伝・余談

内　終戦時の救国の首相、鈴木

貫太郎の生涯とその業績等につ

いて余談として語る。

講　 柊
ひいらぎ

昌夫氏　

￥　300円（資料代）

主　牛久史談会

問　板宮☎090-2327-6304

●第32回牛久書道展

日　10月24日（水）～28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

◆上記書道展への作品募集

対　市内在住・在勤の方（高校生以上）

要件　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）一人1点。

￥　2,000円（高校生は1,000円）

申　申込用紙、出品票を牛久市

書道連盟事務局に電話、または

FAXで請求してください。

締　9月1日（土）～15日（土）

問　牛久市書道連盟事務局（大山）

☎・FAX873-7827

●第10回「水墨画展」

　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（金）～13日（木）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）　　￥　無料

主　水墨画同好会、水墨画うしく

問　佐藤☎874-3293

●ラ・フォレスタ

　創立35周年記念コンサート

　マンドリン・ギター音楽の魅力

をお楽しみください。

日　9月24日（月・振替休日）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）

内　劇楽「細川ガラシャ夫人」、ハ

ンガリー舞曲第6番、ディズニー・

メドレー、アマポーラほか

￥　無料　団　ラ・フォレスタ

後　牛久市教育委員会ほか

問　森山☎871-5315

●筑波銀行年金無料相談（要予約）

　年金に関するご相談、手続き

など個別に対応します。

日　9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）

　社会保険労務士がご相談に応じます。

①ひたち野うしくローンプラザ

日　9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　9月11日（火）午前10時～午後3時

申・問　常陽銀行牛久支店☎

872-5112

●中国語を楽しく学びましょう　初心者大歓迎、無料体験大歓迎

日　【中級】毎月第2・4日曜日午前10時～正午、【初級】毎月第1・3日曜日

午前10時～正午※初級は土曜日に変更の場合あり。　

所　エスカード生涯学習センター

対　小学生から大人まで　　講　北京出身女性　　￥　月2,000円

団　中国語を楽しく学びましょう　　問　阪
さ か ね

根☎080-5480-7058 

Ｅ□ 	sakane@maple.ocn.ne.jp（なるべくEメールでご連絡ください）

相　談

●石岡のおまつり

　「石岡のおまつり」は関東三大祭の1つともいわ

れている、常
ひたちのくに

陸國總
そうしゃぐう

社宮の例大祭です。格式高い

大神輿をはじめ、絢爛豪華な山車、勇壮な幌獅子

が40台以上市内を巡行し、毎年40万人を超える見物客が訪れます。

日　9月15日（土）・16日（日）・17日（月・祝）

所　JR常磐線石岡駅前　　問　石岡市観光協会☎0299-43-1111

近隣市町村のご紹介

メンバー募集

写
真
は
カ
ラ
ー
で

　
　
　

送
っ
て
ね
！

●白内障勉強会

日　9月20日（木）午後1時50分～

所　さくらい眼科

内　白内障や白内障手術などについて

￥・定　無料・30人※予約制

申・問　さくらい眼科☎872-6633
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