
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 締＝申込締め切り日　他＝その他　主＝主催　共＝共催　団＝団体名　問＝問い合わせ　HP＝ホームページアドレス　Ｅ□＝Eメールアドレス

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
FMうしくうれしく放送

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

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

動画サイト「YouTube」
牛久市公式チャンネル

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

問　牛久市役所
　　☎029-873-2111（代表）
　　FAX029-873-7510（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。

牛久を動画でみてみよう。新しい
発見があるかも！？
ぜひ、チャンネル登録
をお願いします。

牛久市公式LINEアカウント。友だ
ち登録してね★

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。

ポータルサイト、アプリで

「広報うしく」が読めます！

イバラキイーブックス
地域特化型電子書籍
ポータルサイト

マチイロ
スマートフォン、
タブレット対象アプリ

市からのお知らせ

●平成31年度の稲敷エリア広域バス運行についてのお知らせ

　茨城県・龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・阿見町・美浦村の共同により、平成

29年2月4日から運行している稲敷エリア広域バスの江戸崎・阿見ルー

トおよび美浦・龍ケ崎ルートを、平成31年3月31日をもって廃止します。

　これまで、利用促進の取り組みとして、乗車証明書による利用者

優待制度の実施や専用の割引回数券の販売、啓発チラシのポスティ

ング等を実施してきましたが、当該路線バスの利用実績（平成29年2

月～平成30年11月）は2ルート合わせて18,599人であり、1便当たり

1.75人と、利用者数は低い水準で推移しています。

　このような状況の中、国・県・沿線自治体で全ての運行経費を負担

し、路線の維持に努めてきましたが、これまでの利用実績と費用負担

を考慮した結果、費用対効果の観点から廃止することとなりました

ので、ご理解くださいますよう、お願いします。

　なお、江戸崎・牛久ルートについては、4月1日以降の運行継続に向け、

稲敷市と連携し、増便やダイヤ改正等を含めて調整・検討しています。

問　政策企画課公共交通対策室☎内線1219

●ヘルプカードを配布しています

◆�ヘルプカードとは？　内部障がいや発達障がい、

義足や難病の方など、外見から分からなくても支

援や配慮を必要としている方々が、日常生活の中で

困ったときや災害の時などに、周囲に自分の障がい

への理解や支援を求めるためのものです。また、カー

ドの内側には支援してほしい内容を記載できます。

◆�どうやって使うの？　市販の名札ケースに入れて首から下げたり、

ストラップを使ってカバンに付けるなどして携行してください。

◆�カードを見かけたら？　カードをお持ちの方が困っていたら、「何か

お困りですか？」と声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。

◆�どこでもらえるの？　市役所本庁舎1階の社会福祉課窓口で、無償

で配布しています。市のホームページからダウンロードもできます。

問　社会福祉課☎内線1711 FAX874-0421

▼

使用例
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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

●新年賀詞交換会にご参加を

　市では、平成31年の新年賀詞

交換会を行います。賀詞交換会

は、市内の各界で活躍されている

方々が、それぞれの立場で抱負

を語り、意見の交換を行うととも

に、市の発展を図っていこうと毎

年行っているものです。市民の方

ならどなたでも参加できます。

日　1月11日（金）午前11時～

所　中央生涯学習センター多目

的ホール

￥　3,000円

問　総務課☎内線1011

●牛久市国際交流協会主催 第75回世界家庭料理の会－イラン料理編－

　今回のイラン料理は「世界家庭料理の会」初登場です。かつて、交易

の盛んなころはペルシャと呼ばれ、多様な食文化を持つイランの味です。

　日　2月9日（土）午前9時30分～午後1時ごろ

　所　中央生涯学習センター1階調理実習室

　講　ノウルーズィー・タイエベさん

　　　　(イラン・イスラム共和国出身)

対　市内に在住・在勤の

高校生以上の方

定　25人程度※申込多数

の場合は前回の中国（上

海）料理に参加していな

い方を優先の上、抽選。

￥　700円（当日集金）

申　住所、市内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ホームページからの入

力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、市公式ホームページから【イラン

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　1月18日（金）午後5時必着

※参加の可否は郵送で、１月28日（月）ごろお知らせします。

申・問　牛久市国際交流協会世界家庭料理の会イラン料理参加者募集係�

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

メニュー

1.�モルグ バ ソセ アブ ポルテガル

　　　　　　　 （鶏肉のオレンジソース煮）

2.�ドルメ フェルフェル（パプリカの詰め物）

3.�ミルザガゼミ（焼きナスのディップ）

4.�タルハルヴァ（米粉の焼き菓子）

5.�サフランシロップ（ドリンク）

●図書館1月の予定
◆�1月の全館休館日　1月1日（火・祝）～3日（木）・15日（火）・28日（月）

※二小学区地区社協事務所は、1月4日（金）も休館。※市役所エス

カード出張所は、1月14日（月・祝）も休館。

◆牛久おもちゃ病院　1月20日（日）午前10時～正午

◆おはなし会

　【水曜日】午前10時30分…1月9日・16日・23日・30日（おはなしよんで）

　�【土曜日】午後2時…1月5日（おはなしイチゴ）・12日（牛久おはなし

コッペ）・19日（おはなしよんで）・26日（牛久おはなしコッペ）

　【第2日曜日】午前11時…1月13日（おはなしとんとん）

　【第3金曜日】午前10時30分…1月18日（うさちゃんきいて）

◆図書館映画上映会　～毎月第3日曜日は映画会の日～

所　中央図書館視聴覚室1（2階）　￥　無料※受付・事前申込不要

問　中央図書館☎871-1400

上映日 午前の部（午前10時～） 午後の部（午後2時～）

1月20日（日）I Love スヌーピー（アニメ）やさしい本泥棒（洋画）

2月17日（日）
動物の赤ちゃん ワクワク編

（ドキュメンタリー）
天のしずく 辰巳芳子“いのちの
スープ”（ドキュメンタリー）

3月17日（日）
新美南吉傑作童話集

（アニメ）
二宮金次郎物語（邦画）

●第136回うしくゴッ多市

　（フリーマーケット）出店募集

日　2月10日（日)午前10時～午後3時

所　中央生涯学習センター駐車場

￥　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」まで郵送してく

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　1月4日（金）～11日（金）必着

※定員を超えた場合は抽選。抽

選結果は通知します。

問　商工観光課☎内線1523
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●お父さんといっしょ「パパといっしょにクッキング！」を開催します

日　2月23日（土）午前9時30分～午後1時30分　所　市保健センター栄養実習室・保健指導室（食事室）

対　市内在住の小学生とその父親　　定　12組24人

￥　1人700円 ※当日にキャンセルされた場合、キャンセル料（参加費分）をいただきます。

申　1月4日（金）から31日（木）の間に電話､FAXでお申し込みいただくか、市民活動課ホームページ（http://

www.city.ushiku.lg.jp/section.php?code=8）から申し込みフォームに入力の上、送信してください。※住所、

お子さんとお父さんの氏名、電話番号、お子さんの学校名、学年をお知らせください。

注意事項　申し込み多数の場合は抽選。その際、初めて参加する方を優先とさせていただく場合があり

ます。使用する材料には、卵・乳・小麦・牛肉・豚肉が含まれます。

主　牛久市　後援　牛久市教育委員会　問　市民活動課男女共同参画推進室☎内線1631 FAX873-2512

　お父さんと子どもが、楽しみながら一緒に調理・食事をす

ることを通して、お父さんは家事や育児に積極的に関わっ

ていくことの新鮮さ・大切さを感じ、子どもも父親ととも

にクッキングする喜びを味わうことができるよう、この企

画を実施します。ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の

調和）の実現を目指す今、父親が家事や育児に積極的に関

わるきっかけとして貴重な機会ですので、ぜひご参加くだ

さい。初めての挑戦でも大丈夫です。ベテランの先生が分

かりやすく教えてくれます。

メニュー

手作りチーズでいろいろ作っちゃおう！

●ほうれん草とカッテージチーズのキッシュ

●パスタ入りミネストローネ

●コーンとカッテージチーズのサラダ

●ベイクドチーズケーキ

●ひとり親家庭を応援「初心者

のためのパソコン講習会」

　パソコンの基本操作やWord

（ワード）の文字入力や図形、表

の作成などを学ぶことの出来る

入門講座です。

日　2月23日（土）、3月9日（土）午前

9時30分～午後3時30分【全2日間】

所　クリエートパソコン教室（水戸

市北見町8-12）※無料駐車場あり。

定　15人（応募者多数の場合は抽選）

保育　2歳以上（日常生活支援

事業利用のため、事前登録要）

対　ひとり親家庭の母・父およ

び寡婦で、2日間必ず出席でき

るパソコン初心者

￥　300円（資料代）

締　1月7日（月）～1月31日（木）

申・問　（社福）茨城県母子寡婦

福祉連合会�茨城県母子家庭等

就業・自立支援センター（水戸市

三の丸1-7-41）☎029-233-2355

●牛久市少年少女発明クラブボ

ランティア指導員を募集します

　小学生を対象に工作教室を実

施しています。活動内容の企画お

よび工作指導に参加してくださ

る方を募集します。これまでさま

ざまな工作を通してものをつく

る楽しさや工作する心を伝えた

いと願い活動してきました。どん

な分野でもものづくりに興味の

ある方、アイデアをお持ちの方、

お手伝いいただけませんか。ご都

合のつく範囲内で可能です。

活動日　第1・3土曜日午前中

活動場所　向台小学校図工室

問　発明クラブ（川本）

☎080-4292-2913

●こころの健康づくり講演会

　テーマは「ひきこもり」につい

てです。「ひきこもり」について

の正しい理解や

関わり方につい

て学びましょう。

講　髙岡 美記氏（カウンセラー）

定　50人

￥　無料

申　電話で申し込み

問　社会福祉課☎内線1712、1713

「広報うしく」に掲載する
有料広告を募集します

【掲載号】 毎月15日号　　【金額】 1枠：15,000円／月
【サイズ・色】 横85㎜×縦45㎜・市が指定する2色

詳しくは市ホームページをご覧ください。

問　広報政策課☎3221

日　1月19日（土）午後1時30分

～3時（午後1時開場）

所　市保健センター研修室（2階）

演題　�ひきこもりの理解と関

わりについて
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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

●竜ケ崎税務署からのお知らせ ＩＤ・パスワードをお持ちの方へ

　平成29年分の確定申告を税務署の確定申告会場で行った方につい

ては、申告の際に併せて、e-TaxのID・パスワードの発行を受けていた

だいていると思います。この場合、平成31年1月以降、ご自宅等で国税

庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、IDと

パスワードを入力すれば、マイナンバーカードやICカードリーダライタ

をお持ちでなくても、簡単にe-Taxで申告することができます。平成30

年分の確定申告は、ぜひID・パスワードによるe-Taxをご利用ください。

※申告書作成から送信まで税務署で行った作業と同様の手順となります。

※�ID・パスワードはお手元の「ID・パスワード方式の届出完了通知」でご

確認ください。

※�マイナンバーカードとICカードリーダライタをお持ちの方は「マイナ

ンバーカード方式」のe-Taxが便利です

問　竜ケ崎税務署☎0297-66-1303

人材募集・就職支援

●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　1月22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

●自衛官候補生募集説明会を行います

　事前予約不要・参加費等無料です。時間内はいつでも受け付けます。

日　1月20日（日）午後1時30分～4時

所　エスカード生涯学習センター第3講座室（4階）

※自衛官候補生および一般曹候補生の採用年齢の範囲が、平成30年

10月1日以降、18歳以上33歳未満の男子および女子に改正されまし

た。なお、自衛官候補生の受付は、年間を通じて行っています。

問　自衛隊茨城地方協力本部　龍ヶ崎地域事務所

☎0297-64-3351 HP http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

Ｅ□ ibaraki.pco-ryugasaki@rct.gsdf.mod.go.jp

「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。

●第19回茨城県聴覚障害者大会

日　1月27日（日）午前10時～午

後3時

所　中央生涯学習センター文化

ホール

対　聴覚障がい者、手話に興味

がある方

内　◆講演会「手話を通じて社

会を見ていくために私たちが果

たす役割について」講師：森本行

雄氏（手話同時音声）◆式典◆福

祉機器展示◆アトラクション 他

￥　2,500円、高校生以下無料

申・問　茨城県聴覚障害者協会

事務局FAX029-246-0998

●稀勢の里応援団

稀勢の里関を応援しよう！

　1月13日（日）から始まる「大

相撲1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名様

に、「稀勢の里応援団加盟店」か

ら賞品をプレゼントします。

　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。※1人1通の応募。

応募期間　1月13日（日）～20日（日）

問　牛久市観光協会☎874-5554

●元気いばらき就職面接会

（土浦会場）のご案内

　複数の企業の人事担当者と直

接会えるチャンスです。※事前

予約不要・参加費無料。

日　1月24日（ 木 ）午 後1時30

分～3時30分（受付：午後1時～）

所　県土浦合同庁舎本庁舎3階

第1会議室（土浦市真鍋5-17-26）

対　卒業予定者（専門学校・短

大・大学）を含む若年者や求職者

参加企業数　約20社

問　いばらき就職支援センター

県南地区センター☎825-3410
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●牛久市一般職非常勤職員募集
A.【平成30年度採用】市内公立保育園（保育課）

B.【平成31年4月採用】市内公立保育園（保育課）※任用期間は来年度です。

職　種 保育士
保育士

（育休代替）

保育士

（週19時間以内）
短時間保育士

（①②③遅番、④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
③④下根保育園

下根保育園

任用期間 平成31年2月1日～平成31年3月31日　※育休代替の保育士に関しては、職員の産前産後・育児休業中に限る

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

仕事内容 公立保育園の乳幼児の保育全般
公立保育園の調理、盛り付け、
配膳および給食管理全般

募集人数 1人 1人 1人 ①若干名 ②～④各1人 1人

勤
務
条
件
等

報酬額
時間額：1,000円　 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、時間外勤務
あり

週5日以内（午前8
時30分～午後5時、
週19時間以内）
※シフト勤務、時間
外勤務あり

 ①・②・④週5日、③月12日
（1日2時間～3時間30分、週19時間
以内 ※保育課要問い合わせ）
※午前7時～午後7時内のシフ
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※保育士、短時間保育士、調理員は土曜日勤務あり。回数等は保育課に要問い合わせ。

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

職　種 保育士 用務員 調理員

勤務場所 市内公立保育園 栄町保育園 市内公立保育園

任用期間 平成31年4月1日～平成32年3月31日

応募資格 65歳未満の方（平成31年4月1日現在） ※保育士の募集は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 保育園園舎内外の清掃・整備
公立保育園の調理、盛り付け、配膳およ
び給食管理全般

募集人数 1人 1人 2人

勤
務
条
件
等

報酬額
時間額1,000円 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分以内、 週37時間
30分以内）午前8時30分～午後5時
※シフト勤務、時間外勤務あり

週3日（1日6時間）
午前8時30分～午後3時30分
※シフト勤務、時間外勤務あり

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※午
前8時～午後5時の間でシフト勤務あ
り
※時間外勤務あり

休 日 土・日曜日、祝日※保育士、短時間保育士、調理員は土曜日勤務あり。回数等は保育課に要問い合わせ。

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

◆試験方法　面接試験 ※書類選考後、対象者に面接日を通知。◆申込期限　1月11日（金）

◆�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㎝）貼付し、持参する

か、郵送（〒300-1292�牛久市中央3-15-1※申込締切日までに必着）でお申し込みください。提出先、郵

送先は各担当課、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1041
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●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　1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　1月22日（火）午前10時～午後3時

申・問　常陽銀行牛久支店

☎872-5112

相　談

●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。

①すまいるプラザ牛久（筑波銀

行ひたち野うしく支店内）

日　1月12日（土）午前10時～午後4時

②ひたち野うしく支店

日　1月21日（月）午前10時～午後4時

申・問　（上記①、②共通）筑波銀

行牛久支店（塚本）☎872-1310

スポーツ

●平成30年度後期（春季）牛久

市民硬式テニス教室

日　2月3日（日）・10日（日）、11

日（月・祝）・17日（日）【全4回・

予備日24日（日）】午前10時～正

午（初日は午前9時30分受付、午

前10時から説明）

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。初・中級者が

対象、それ以上の方も可。

定　一般20人、小学生10人

￥　2,500円

持　運動のできる服装、テニス

シューズ必須、ラケットはレンタル可

募集期間　1月5日（土）～13日（日）

主　牛久市体育協会硬式テニス部

申・問　牛久市体育協会事務局☎873-

2486※詳細は、硬式テニス部（小杉）�

☎080-9344-1272まで（午後6時以降）。

●チャリティダンスパーティ

日　1月12日（土）午後1時～5時

所　牛久運動公園体育館メイン

アリーナ

￥　1,000円（ドリンク付き）　

主�　牛久市レクリエーション

協会

問　牛久市レクリエーション協

会事務局☎872-5647

●稲敷地方広域市町村圏事務組合からのお知らせ

◆平成29年度決算状況

【一般会計】 （単位：千円）

歳　入 歳　出
項　目 収入済額 構成比 項　目 支出済額 構成比

分賦金及び負担金 3,767,544 94.1％ 議会費 3,279 0.1％
使用料及び手数料 8,234 0.2％ 総務費 174,141 4.4％
国庫支出金 16,458 0.4％ 消防費 3,528,691 89.6％
県支出金 14,269 0.3％ 公債費 233,114 5.9％
財産収入 42 0.0％ 予備費 0 －
寄附金 0 －
繰入金 64,500 1.6％
繰越金 43,640 1.1％
諸収入 3,083 0.1％
組合債 88,100 2.2％

歳入合計 4,005,870 100.0％ 歳出合計 3,939,225 100.0％

【特別会計】 （単位：千円）

会計名 歳　入 歳　出
水防事業特別会計 11,021 10,453

◆平成30年度上半期（4月～9月）の歳入歳出予算執行状況 （単位：千円）

会計名 予算額
歳　入 歳　出

収入済額 収入率 支出済額 支出率
一般会計 3,866,974 2,514,388 65.0％ 1,748,761 45.2％
水防事業特別会計 13,160 9,701 73.7％ 5,324 40.5％

①平成31・32年度競争入札参加資格

審査申請の受付について

　稲敷地方広域市町村圏事務組合で

は、平成31年5月1日から平成33年4

月30日までに発注する建設工事、測

量・建設コンサルタント等業務、物

品購入及び役務提供などの競争入札

参加資格審査申請の受け付けを行い

ます。入札参加希望者は、必ず資格

審査を受けてください。

　なお、詳細については、当組合ホー

ムページに掲載しています。

受付期間　2月1日（金）～3月31日（日）

【①、②共通】

申・問　稲敷地方広域市町村圏事務

組合事務局管理課☎0297-64-3741

HP http://www.inashiki-kouiki.jp/

②稲敷地方広域市町村圏事務組合の財政状況について

メンバー募集

●牛久フロイデ混声合唱団

　親しみのある曲をオリジナル

編曲で歌う合唱団です。男声を

特に歓迎します。

日　毎週水曜日午後1時30分～

3時30分

所　三日月橋生涯学習センター

対　どなたでも

￥　月2,000円

団　牛久フロイデ混声合唱団

問　池永☎873-8590
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●平地林の手入れ作業

　「森林ボランティア」

日　1月20日（日）午前8時30分～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、のこぎり、作

業服、手袋、飲み物

￥　保険代1人300円（1家族500円）

※昼食・飲み物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　1月20日（日）午後1時30分～5時

所　エスカード生涯学習セン

ター第1・2講座室（4階）

演題　豊臣秀吉の実像

内　秀吉にはさまざまな逸話があり

ますが、作り話も少なくありません。

秀吉の逸話を検証し、実像を探します。

定・￥　50人・300円（教材代）

主　牛久史談会

問　板宮☎090-2327-6304

催し・講座

●精神障がい者が安心して暮らすには

　当事者と相談専門スタッフが、地域に溶け込む活動など語り合います。

日　1月19日（土）午後1時30分～3時30分

所　中央生涯学習センター中講座室　　定・￥　30人・無料

主　牛久精神保健福祉会「ぬくもりの会」　問　遠藤☎・FAX873-0080

●牛久男声合唱団・創設10周

年記念「第2回リサイタル」

　平均年齢76歳。「喜寿合唱団」とし

て日ごろの感謝とともに歌います。

日　2月9日（土）午後1時30分開

場、午後2時開演

所　エスカードホール

内　①世界の歌②日本の歌③多

田武彦作品（SOS合同演奏）

定・￥　250人・無料

主　牛久男声合唱団

後援　牛久市教育委員会、牛久

市文化協会、牛久合唱連盟

問　松本☎874-4410

●太極拳体験講座

　太極拳は意識、呼吸を伴った全

身運動で、肩こりなどに効果的です。

日　1月12日（土）・19日（土）

午前9時30分～11時

所　中央生涯学習センター和室

定・￥　5人・無料

団・問　つるの会（浜園）☎872-

5903

まちの話題

USHIKU NEWS
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