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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

●第25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も願いながら、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、学校鑑賞会、

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（月）～30日（火・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・発表場所等を明記してください。

◆審査会　5月の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25回うしく現代美術展

日　2019年11月17日（日）～12月1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）
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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。

【内容変更のお知らせ】　

　2019年度牛久市健康づくり情報・年間予定表「すこやか」32ペー

ジ、「広報うしく」3月15日号10ページに掲載の内容に、下記の通

り変更がありましたのでお知らせします。

変更前
◆月～土曜日
　午後5時～翌朝9時
◆日・祝日・年末年始
　午前9時～翌朝9時

変更後

24時間365日

【茨城子ども救急電話相談・茨城おとな救急電話相談】

問　健康づくり推進課☎内線1743

●「茨城県子どもを虐待から守る条例」が施行されました

　子どもに対する虐待が、深刻かつ重大な問題となっています。

　児童相談所における虐待相談対応件数は年々増加しており、茨城県

でも平成29年度は2,256件と過去最多となりました。また、全国的にも、

虐待により子どもの尊い命が失われる事件が後を絶ちません。

　茨城県では4月1日に「茨城県子どもを虐待から守る条例」を施行しま

した。この条例では、行政や県民の皆さん、関係機関などが一体となっ

て、児童虐待防止対策を推進することとされています。

　条例については、茨城県のホームページで確認できます。

【気になるとき、困ったときは】

　虐待が疑われるときや子育てについて悩んだときは、最寄りの児童相談

所や市こども家庭課にご相談ください。

ご相談・ご連絡の秘密は守られます。

◆土浦児童相談所☎029-821-4595

◆市こども家庭課☎内線1731

◆すこやか妊娠ほっとライン（妊娠

や出産の悩みについての専門相談

窓口）☎029-221-1124

※お近くの児童相談所につながる短縮ダイヤルもご利用ください。

問　県青少年家庭課☎029-301-3258、市こども家庭課☎内線1731

●第137回うしくゴッ多市

フリーマーケット

日　4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

内　①ヨーグルト

と赤玉子を数量限定で格安販売

（正午予定）、②草大福を数量限

定で格安販売（午後2時予定）、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。

※小雨決行（荒天中止）

次回開催予定6月9日（日）

問　商工観光課☎内線1523

●全ての古物商は主たる営業

所等の届出が必要です

　古物営業法が改正になり、古

物営業を続ける予定の古物商は

「主たる営業所等の届出」を行う

必要があります。届出は主たる

営業所の所在地を管轄する警察

署の生活安全課（係）で行ってく

ださい。改正法全面施行日の前

日までに届出を行わないと営業

許可が失効します。

※改正法全面施行日は未定です。

届け出様式はこちら

問　牛久警察署生活

安全課☎871-0110

●牛久市観光協会マスコットキャラクター

　かっぱの「キューちゃん」ラバーキーホルダー販売中！

販売場所　牛久市観光協会（市役所3階商工観光課内）

販売時間　平日午前9時～午後5時

￥　500円（税込）　サイズ　6cm×5cm（厚み3.6mm）

数に限りがございます。無くなり次第終了になりますので、

お早目にご購入ください！

問　牛久市観光協会☎874-5554（直通）

子どもたちの未来を守るために

児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。

お住まいの地域の児童相談所につながります。
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「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

●エスカードシネマクラブ追加・無料映画上映会

　大好評のためもう一度無料で上映します！ぜひご来場ください。

上映作品　『紅い襷
たすき

～富岡製糸場物語～』（上映時間100分）

構成・総合プロデューサー家喜正男氏のトークショーもあります。

日　5月18日（土）

【1回目】正午開場、午後0

時30分上映開始※1回目上

映終了後、構成・総合プ

ロデューサー家喜正男氏の

トークショーあり。

【2回目】午後3時30分開場、午後4時上映開始

所　エスカードホール　　定　各回220人　　

￥　無料（自由席）※要申し込み（1回の申し込みにつき4人まで）。

申　中央生涯学習センター窓口にて4月15日（月）から申込受付開始

（先着順）※FAXまたはメールでお申し込みの場合は、件名に「無料上

映会申込」と明記し、希望上映回・申込者氏名・住所・電話番号・人

数を必ず記載して申し込みください。

注意事項　電話での申し込みは不可。※定員に達し次第締め切り。駐

車場は有料ですので、公共交通機関をご利用ください。

問　エスカードシネマクラブ運営委員会事務局（中央生涯学習セン

ター内）☎871-2300 FAX871-1334 Ｅ □ bunka@city.ushiku.ibaraki.jp

●第131回ヘルシーボール教室

日　4月27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）※当日集金。

持　運動のできる服装、上履き

締　4月24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

●2019年度牛久市民硬式テニス

　ミックスダブルス大会

日　5月12日（日）午前8時～受

付、午前8時30分～開会式

※予備日5月26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・在勤の方。 

※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／ペア（大会当日徴収）

締　4月1日（月）から14日（日）

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　申込期間以降のエン

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。

●2019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？個人での参加はもちろん、ご

家族、ご友人との参加もお待ちし

ています。1回でも2回でも参加可。

日　4月7日（日）、5月12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

●「いばらき出会いサポート

センター」会員募集

　いばらき出会いサポートセン

ターでは、結婚を希望する独身

の方を対象に、会員登録制によ

るパートナー探しの支援を行っ

ています。ご本人でもご家族の

方でも、お気軽にお問い合わせ

ください。

登録料　10,500円／3年間

※相談は無料

問　いばらき出会いサポートセ

ンター県南センター（ラウェル牛

久内）☎830-7502

スポーツ
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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

　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　4月23日（火）午後1時～5時

所　中央生涯学習センター小会議室

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

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

（①②遅番、③④早番）
調理員①②

勤務場所
市内公立
保育園

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
栄町保育園

任用期間 5月1日～翌年3月31日 ※保育士（育休代替）は、職員の育児休業中に限る
応募資格 65歳未満の方（4月1日現在）で保育士の資格を取得している方 65歳未満の方（4月1日現在）

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 2人 1人 1人 1人 ①2人 ②～④各1人 ①、②各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
※シフト勤務あり、時間外勤務
あり

月12日以内
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
で週19時間以内
※シフト勤 務
あり、時間外勤
務あり

週5日（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
④午前7時30分～9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
②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

※年数回の土曜勤務あり
土・日曜日、

祝日
土・日曜日、祝日

※月1回程度の土曜勤務あり
土・日曜日、祝日

※年数回の土曜勤務あり

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

申込期限 4月11日（木）まで

●第12回マレットゴルフ体験教室

　生涯スポーツ「マレットゴル

フ」を体験してみませんか。

日　4月20日（土）午前9時～正午

所　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、近隣市町

村の50歳以上の方

￥　無料　　締　4月16日（火）

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

●第16回牛久遠的・近的弓道

大会近的の部参加者募集

スポーツチャンピオンフェス

ティバル2019

　市内の弓道愛好者との交流を

深める大会。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。参加無料。

日　5月5日（日）午前9時～午後5時

所　牛久運動広場弓道場

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）

申・問　牛久弓道会（渋谷）080-

5456-7325

Ｅ □ shibuya-jimusho@jcom.zaq.ne.jp

◆試験方法　面接試験 ※書類選考後、対象者に面接日を連絡。

◆ 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、保育課または人

事課まで持参するか、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。

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

●牛久市一般職非常勤職員募集　市内公立保育園（保育課）
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相　談

催し・講座

●歴史を語り合う会

日　4月28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　昭和陸軍史②満州事変

（満蒙は我が国の生命線）

内　満州事変は関東軍の独走

だったのか、当時の世論や陸軍

省、参謀本部の中堅幕僚等の動

きも考察する。

講　板宮和雄氏

￥　300円（資料代）　定　50人

主　牛久史談会

問　板宮☎090-2327-6304

●常陽銀行年金無料相談※要予約

①ひたち野うしく支店

日　4月13日（土）・5月11日（土）午

前10時～午後4時、4月16日（火）・

5月27日（月）午前10時～午後3時

申・問　常陽銀行ひたち野うし

く支店☎871-8122

②牛久支店

日　4月3日（水）・5月20日（月）

午前10時～午後3時

申・問　常陽銀行牛久支店

☎872-5112

※①②とも正午～午後1時を除く

●菊づくり初心者教室

日　5月～10月の毎月第1土曜

日午前9時30分～正午

所　三日月橋生涯学習センター講座室

内　クッションマム、スプレー

菊、福助づくり、寒菊等の育て

方、講座と植付等の実習

対・定　花の好きな人・20人

￥　年3,000円（材料費等）

申　はがきまたはFAXで

締　4月30日（火・祝）

団　牛久菊花会

申・問　上
かみむら

村☎090-5794-8003、

FAX874-8914

●平地林の手入れ作業

　「森林ボランティア」

日　4月21日（日）午前8時30分～正午

所　牛久市井ノ岡町（現地集合）

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※昼食などは各自で。

￥　保険代1人300円（1家族500円）

問　木とふれあうネットワーク

事務局（阿部）☎873-6424

●結婚相談会

　昨年度9人の方が成婚しまし

た。結婚でお悩みの方、気楽な

気持ちでお越しください。参加

無料、申し込み不要です。

日　4月21日（日）午後1時30分～

所　エスカード生涯学習セン

ター第2講座室

主　NPO法人いばらき結婚支援の会

問　宇都宮☎873-7318

●第7回市民参加の盆栽盆草展

　牛久市民の盆栽展です。出展希

望の方は要連絡。樹種は問いません。

日　4月12日（金）～14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）

申　出展希望は電話で（市内在

住・在勤・在学の方）

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
うしおだ

田☎873-6538

●第27回ムジツィーレン 

コンサート

　春の午後のひと時、ピアノとフ

ルートの演奏を楽しみませんか。

日　4月28日（日）午後2時開演、

午後1時30分開場

所　エスカードホール

曲目　【フルート】宮城道雄作曲

春の海、【ピアノ】ショパン作曲

別れの曲 ほか

￥　800円

チケット取扱い　エスカードプ

ラザ、中央生涯学習センター

問　児島☎873-4931

●学びと楽しみの音楽時間

　夢のピアニスト菅野雅紀さん

と連弾してみませんか。8月4日の

菅野さんのリサイタル当日にス

テージで演奏します（2部から）。

日　8月4日（日）午後1時30分～

所　エスカードホール

内　3分以内の曲を連弾します。

※ワンポイントアドバイス付。

曲を決めてご応募ください。

定　3人（子ども～大人までのア

マチュアの方）※応募者多数の場

合は選考。

￥　無料　　締　4月13日（土）

主　生涯学習ピアノ研究会

申・問　小塙☎873-0717●太極拳かめの会無料体験教室

　太極拳はリラックスした心身の

バランス運動です。当日は15分前に

動きやすい服装でお越しください。

日　4月12日（金）・19日（金）午後

1時30分～3時【定期開催】毎週金

曜日午後1時30分～3時（月3回）

所　三日月橋生涯学習センター和室

講　森本師範

￥　月1,000円

団　かめの会

問　山内☎872-0015
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近隣市町村のご紹介

●2019稲敷チューリップまつり

　霞ヶ浦に隣接する和田公園に

は約15万本のチューリップが色

鮮やかに咲き誇ります。イベン

ト当日は、歌謡ショーやヒーロー

ショー、地元特産品の販売、地域

芸能団体のステージ発表など、盛

りだくさん。チューリップの見頃

は4月上旬から中旬頃です。

日　4月14日（日）午前9時30分～

所　和田公園（稲敷市浮島5020-1）

問　稲敷チューリップまつり実

行委員会（稲敷市観光協会商工

観光課内）☎029-892-2000

●バドミントンサークル・ふくバド

　和気あいあいとした雰囲気の中、練習を軽く行った後にダブルスの試

合をメインで行っています。

日　不定期の土・日曜日午後7時～9時　　所　牛久運動公園体育館

対　バドミントン初心者～経験者の方（10代～40代）

￥　1回500円（コート代、シャトル代として）

団　ふくバド　　問　蓮尾☎080-5623-2799

●英会話サークルツール・キット

　アメリカ出身のリチャード先

生のもと英会話にチャレンジし

てみませんか。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

対・￥　成人の方・月3,500円

団　ツール・キット

問　井上☎871-3952、本橋☎

875-0884

●コントラクトブリッジ

　体験教室＆会員募集

　スポーツの祭典アジア大会に

おいて競技種目となった、トラン

プの知的頭脳スポーツです。

日　毎週月・火・木・金曜日午後1時～

4時※体験教室は火・金曜日（週2回）。

所　ひたち野リフレ会議室（4階）

定・￥　各講座4～5人・無料

申　開催日に現地で受け付け

団　コントラクトブリッジ同好会牛久

問　太田☎080-3456-9387 

Ｅ□so36ytks@t.vodafone.ne.jp

メンバー募集
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