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●関東地方環境美化運動の日

　関東地方では、毎年5月30日

（ごみゼロの日）を中心として

「関東地方環境美化運動の日」統

一美化キャンペーンを実施して

います。当市でもこれに合わせ、

市内全域の環境美化を図るため、

清掃活動を実施しますので、ご

協力をお願いします。

日　5月31日（日）午前8時～※

小雨決行。雨天の場合は、翌週

となります。また、一部行政区

では実施時間などが異なる場合

がありますので、回覧などでご

確認ください。

所　市内全域

内　地域内の道路、公園、水辺

などの公共の場所やその周辺の

清掃活動

問　廃棄物対策課☎内線1571～1573

●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。葉の特徴として、茎を抱

き込むようについています。

　植えてはいけない「けし」を発

見した場合は、竜ケ崎保健所ま

でご連絡ください。

問　茨城県竜ケ崎保健所衛生課

☎0297-62-2163

 情報
     ひろば
情報情報
     ひろば

●自動車税納税は6月1日まで

　自動車税は、

毎年4月1日現在

で自動車の所有

者（割賦販売契

約の場合は使用者）として登録

されている方に課税されます。

納税通知書が届きましたら、納

期限の6月1日（月）までに、お近

くのコンビニエンスストア、金

融機関、郵便局または県税事務

所窓口で納付してください。納

付できる場所は、納税通知書裏

面に記載されています。

　なお、平成27年度からクレジッ

トカード納税および納税確認の

電子化が開始されます。また、

「Pay-easy（ペイジー）」での納付を

希望される方は、県税事務所へお

問い合わせください。

問　茨城県土浦県税事務所収税

第三課☎822-7230（受付時間：午

前8時30分～午後5時15分※土・日

曜日、祝日を除く。）

●「牛久市中学生平和使節」　

派遣生徒の募集

日　7月29日（水）

～31日（金）

所　広島市方面

内　広島市に

おける平和学習

対　市内在住の中学2年生

定　25人（定員を超えた場合は

抽選）

￥　2万円程度（1人あたりの経

費の3分の1程度）

締　5月15日（金）

申　市内中学校の生徒は各校の

先生へ、他校の生徒は教育委員

会指導課へ

問　指導課☎内線3021

問　牛久市役所

　　☎029-873-2111（代表）

※ 電話番号などのお間違いに

はご注意ください。

牛久市の魅力を市内外に発信。

楽しい情報、美味

しい情報いろいろ

あります。

問　政策秘書課

　　☎内線3200、3201

　 市 の 情 報 を お 届 け す る

「かっぱメール」にご登録くだ

さい。Y
ヤ フ ー

ahoo!やG
グ ー グ ル

oogleなどの

検索サイトで、「かっぱメー

ル」と検索し、かっぱメール登

録・解説ページ（牛久市公式

ウェブサイト）にアクセスし、

ご登録ください。登録方法な

どご不明な点は下記へお問い

合わせください。

問　情報政策課☎内線1673

「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。

かっぱメール 検 索

「かっぱメール」に

 登録しましょう！

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

市からのお知らせ
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●稀勢の里応援団

　稀勢の里関を応援しよう!

　5月10日（日）から始まる「大

相撲5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人に、

「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。

申　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通の応募とさせてい

ただきます。

締　5月10日（日）～17日（日）

問　牛久市観光協会☎874-5554

HP http://www.kisenosato.e-ushiku.jp

●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　5月26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

￥　無料

申　電話、FAX、Eメールで、相

談日の3日前までに申し込み。

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）☎893-3380FAX893-3381

Ｅ □□info@saposute-tsukuba.jp

●第118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

チュアは問いません。初めての

方も大歓迎です。

日　6月14日（日）午前10時～午

後3時

所　市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　A.30区画、B.20区画

申　ハガキに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（申し込み

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。複数応募不可。

締　5月15日（金）必着※申し込

みが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☎873-2111

●地域福祉活動助成金の交付

申請受付

　社会福祉協議会では、赤い羽

根共同募金を活用し、地域福祉

の向上につながるボランティア・

市民活動に対して、その経費の

一部を助成します。助成対象や

申請書類など詳細については、

直接お問い合わせください。

締　5月30日（土）

助成金額は6月下旬に決定しま

す（予定）。

問　社会福祉法人牛久市社会福

祉協議会☎871-1295FAX871-1296

●犬・ねこの幸せさがし（譲渡会）

～家族の一員として飼ってくださ

る方を探していま

す～

　市内で保護され

た犬・ねこ達の幸

せ探し（譲渡会）を

行います。

日　5月23日（土）午前10時～正午

所　市役所分庁舎第2会議室（2階）

当日はバザーを開催します。（バ

ザー用品の寄付も募集）

※今回の譲渡会は、牛久市と共

催団体が保護した動物の譲渡を

目的としています。個人または

他の団体で保護された犬やねこ

の参加はできません。

※動物たちは当日お渡しできま

せん。後日、ボランティアがご

自宅にお届けします。

※新しい飼い主になるには、条

件があります。詳細は会場でご

確認ください。

主　牛久市

共　いばらきいきものねっと

問　環境政策課☎内線1563

 【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
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●手話サロン

　せっかく学んだ手話を思い出

して、お話ししませんか。

日　毎月第2・4水曜日（9月のみ

第2・4木曜日）午前10時～正午

所　5～7月は相談室2（市役所

正面玄関脇）、8月以降は相談室

1（市役所1階社会福祉課脇）

内　ろう者が指導にあたります。

手話通訳者もいますので安心で

す。当日直接お越しください。

対　市内在住、在勤の方で手話

を学んだ経験がある方、日ごろ

手話を使う機会がない方

￥　無料

問　社会福祉課☎内線1711

FAX874-0421

●一家にひとり地域ヘルパー

養成研修

　地域のボランティアを養成す

るとともに、家族の介護力の向

上を図ります。在宅での介護や

ボランティア活動を行うための

基本的な知識と技術を身につけ

ることができます。

日　6月6日（土）～8月23日（日）

の間の12日間

所　市保健センター研修室、市

内高齢者福祉施設など

内　ホームヘルプサービスに関す

る講義・演習および福祉施設におけ

る実習※修了者には修了証を交付。

講　医師、市内介護事業所職員など

対　市内に在住・通勤・通学し

ている中学生以上の方

定　30人（定員になり次第締め切り）

￥　3,000円（テキスト代など）

申　5月30日（土）までに、電話

または直接お申し込み。

問　牛久市地域包括支援センター

☎878-5050FAX871-0540

●初心者向け高齢者パソコン

教室受講生募集

日　

【Aコース】

7月2日～8月6日

の毎週月・木曜

日午前10時～正午

【Bコース】7月2日～8月6日の

毎週月・木曜日午後1時～3時

【Cコース】7月1日～7月31日の

毎週水・金曜日午前10時～正午

【Dコース】7月1日～7月31日の

毎週水・金曜日午後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、E

メール、インターネット、はが

き作成（年賀状など）を予定。※

「WindowsVista」、入力は「ローマ

字」入力方式で行います。

対　市内在住の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。5月28日（木）公

開抽選。

￥　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。複数枚のお申し

込みは不可。結果は6月初旬ご

ろ、返信はがきで通知します。

締　5月26日（火）必着

問 （公社）牛久市シルバー人材

センター事務局

☎871-1468FAX871-0800

●第89回ヘルシーボール教室

　大人も子どもも楽しく汗を流

しましょう。

日　5月23日（土）午前9時～11時

所　牛久運動公園体育館メイン

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

して当日徴収）

持　運動できる服装・上履き

締　5月20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」

問　牛久市体育協会事務局

☎873-2486

●チャリティダンスパーティ

日　5月10日（日）午後5時30分～8

時30分

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）当

日お支払いください。

主　牛久市レクリエーション協会

問　牛久市体育協会事務局☎

873-2486、牛久市レクリエーショ

ン協会事務局（竹内）☎873-8010

●ダンスサークルビボット

初級コース会員募集

日　毎週金曜日

午後7時～9時

所　市中央生涯

学習センター多

目的ホール

内　社交ダンス※見学は随時受

け付けています。

￥　1,000円

団　牛久市レクリエーション協会

問　長友☎080-4659-8617

スポーツ

日午前10時～正午
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●第4回牛久市長杯争奪

スポーツ吹矢牛久大会

　スポーツ吹矢の大会を行いま

す。ぜひご覧ください。

日　5月24日（日）午前9時～午

後4時

所　牛久運動公園体育館メイン

アリーナ

問　相原☎873-8217

●2015年牛久の街を走る会

　個人での参加はもちろん、ご

家族・ご友人との参加をお待ち

しています。

日　5月10日（日）、6月7日（日）

午前8時30分

所　牛久運動公園野球場前集合

￥　無料（お申し込みは当日）

主　牛久走友会、牛久市体育協会

問　金野☎873-8604

●40～60歳女性「夜の運動教室」

お試し体験会

　失敗しても笑える雰囲気なの

に運動量はしっかりで、少ない回

数で嬉しい効果が期待できます。

日・内　火曜日…①午後7時30

分～8時15分ボクササイズ②午

後8時20分～8時50分エアロビ、

木曜日…午後7時30分～8時30

分エアロビ＋ヨガ

所　かっぱ運動スタジオ（田宮

町32-5）

定　女性限定5人※先着順、初

心者も参加できます。

￥　1カ月（4回）3,500円

持　中履きシューズ、ヨガマット、

タオル、飲み物※ジーパン不可。

団　牛久スポーツサークル

問　浜田☎090-9689-3471

●健康アップ！エクササイズ

（体験会）

　音楽に合わせて

楽しみながら目的

にあった運動で若

さを保ちましょう。

日　①5月15日（金）午前10時10

分～11時30分、②5月7日・21日

の木曜日午前10時～11時30分

所　①エスカード生涯学習セン

ターエスカードスタジオ（4階）、

②奥野生涯学習センター多目的

室

￥　無料

持　運動のできる服装・シュー

ズ、飲み物

申　電話またはFAXで申し込み

団　ストレッチの会

問　伊藤☎090-6948-3569

FAX873-7379
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●筑波銀行年金無料相談

第2土曜日年金相談会

　「裁定請求書」の作成・「添付書

類」のご案内などのお手伝いを

させていただきます。

日　5月9日（土）午前10時～午

後4時（予約制）

所　すまいるプラザ牛久（筑波

銀行ひたち野牛久支店内）

問　筑波銀行牛久支店（蒲
か ば や

谷）

☎872-1310

●春の山野草展

　丹精こめて育てた山野草の寄

せ植えなどを展示します。かれ

んな山野草をご覧ください。

日　5月14日（木）～17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

●写
しゃしん

心遊
ゆうがく

学クラブ2015写真展

　～写真の創生時代へ～

　ジャンルにとら

われない自由な発

想で風景・人物・

スナップ・アート

など、思い思いに制作した作品

を展示しています。

日　5月9日（土）～14日（木）午前9

時～午後5時（最終日午後3時まで）

所　市中央生涯学習センター展

示ホール（2階）

主　写心遊学クラブ

問　髙嶺☎090-4397-1008、

平井☎090-9140-3023

●「集団的自衛権」は

真の平和をもたらすか?

日　5月30日（土）午後1時30～4

時

所　市中央生涯学習センター大

講座室

内　1部…「海外ボランティア

の現場から見た九条の価値」講

師：長谷部貴俊（日本国際ボラン

ティアセンター事務局長）、

2部…「集団的自衛権行使を具

体化する安保法制諸法案の問題

点」講師：長瀬祐志（弁護士）

対　どなたでも

￥　300円（資料代）、障害者・

学生は無料

主　憲法9条牛久の会

問　石毛☎872-2707

●舟塚山古墳と

石岡の史跡めぐり

日　5月31日（日）午前8時30分

出発、午後5時到着

内　石岡市は奈良・平安時代に

常
ひ た ち の こ く ふ

陸国府が置かれた所であり、

その他にも当時の史跡が多く残

されています。また、3世紀以降

の舟塚山古墳は東国第2の巨大

前方後円墳であり、その近くに

は、愛宕山古墳もあります。さ

らに、常陸風土記の丘へ入園し、

太古の世界を体験していただき

ます。昼食もこの園内にある江

戸時代の曲
まがりや

屋で参加者が自由に

食事していただきます。

定　40人

案内　地元ガイド

￥　1,500円（入館・入園料含む）

主　牛久史談会フィールドワー

ク事務局

問　事務局（染谷）☎090-7948-3361

●「いろは」かな書道展

　「初夏」をテー

マに、第3回か

な書道展を開催

します。日本古

来のかなの美に少しでも近づき

たく研鑽を積んできました。

日　5月13日（水）～17日（日）午

前10時～午後6時（最終日は午

後4時まで）

所　三越牛久店2階アートギャ

ラリー

主　いろは　かな書道会

問　飯塚☎871-3870

●牛久愛和総合病院

第51回生活習慣病教室

テーマ「脂質異常症と心臓病」

　医師、各部門スタッフがあな

たの疑問にお答えします。

日　5月19日（火）午後2時30分～

3時30分※予約不要。

所　牛久愛和総合病院B館2階

大ホール

講　阿部正宏医師（循環器科部

長）

￥　無料

主　牛久愛和総合病院広報委員会

問　牛久愛和総合病院総務課

☎873-3111（代表）

●放射能汚染から

生命と健康を守るために

日　5月21日（木）午後1時30分～4時

所　市中央生涯学習センター視

聴覚室（2階）

講　児玉順一先生（埼玉県こだ

ま医院院長）

￥　300円（資料代）

申　不要

主　原発いらない牛久の会

問　森川☎080-3935-4653

催し・講座

相　談
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●キッズパン作り

　お子さんだけで生地から作り

ます。

日　5月17日（日）午前9時～正

午（受付午前8時50分～）

所　市中央生涯学習センター調

理実習室

対　市内在住の5、6歳児（年中・

年長さん）

定　18人※先着順。

￥　600円

持　エプロン、バンダナ、手拭

き、飲み物、持ち帰り容器（20cm

角程度）

申　5月8日（金）午後7時～8時

（時間厳守）に電話でお申し込み。

主　キッズ・クッキング

問　佐藤☎873-0824

●里山・田んぼ・森の

ボランティア

　生きものあふ

れる里山づくり

に、企業のボラ

ンティアのみなさんと一緒に活

動しましょう。ご家族、お仲間、

お一人でも大歓迎です。

日　5月30日（土）午前10時～午

後3時※雨天時翌日順延。

所　遠山町※現地まで車で来ら

れます。

内　無農薬田んぼで田植え、里

山でササ刈り

定　10人程度

￥　大人1,000円（保険・昼食代

など）子ども無料

持　長靴、作業服、飲み物、帽

子、着替えなど

締　5月21日（木）

主　認定NPO法人アサザ基金

問　事務局☎871-7166

Ｅ□□asaza@jcom.home.ne.jp

●ボーイスカウトになろう!  

（体験）

ボーイスカウト牛

久第2団隊員募集

　楽しいゲームと

野外料理の体験ができます。

日　5月17日（ 日 ）午 前10時 ～

（午前中）

所　ボーイスカウト牛久第2団

冒険の森（下根ヶ丘団地内）

対　小学校1年生以上の男子・

女子

内　野外での冒険ゲームと野外

料理の体験

￥　無料

申　事前に電話・FAX・Eメール

で申し込み。

団　日本ボーイスカウト牛久第2団

問　戸舘☎・FAX873-3058

Ｅ□□be.todate@jcom.home.ne.jp

●平地林の手入れ作業

「森林ボランティア」

　身近にある平地林・里山を住

民のあなたの手で守り育てませ

んか。初めての方や小さなお子

さんのいるご家庭も大歓迎です。

日　5月17日（日）午前8時30分～

正午

所　新地町※初めての方は三日

月橋生涯学習センターに集合。

内　下草刈り、伐採、枝打ち

※作業終了後、軽食（おにぎり・

とん汁）を用意しています。

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）

主　木とふれあうネットワーク

問　事務局（阿部）☎873-6424

●話し方サークル

　話し方や聞き方を学ぶことは

豊かな人生を築く基本です。初

心者大歓迎。見学自由。

日　毎月第2・4日曜日午後1時～

3時（原則）

所　エスカード生涯学習センター

（4階）

対　どなたでも

￥　1回1,000円

（入会金別途1,000円）

申　見学の後、申し込み

団　NPO法人話し方HR研究所牛

久話し方サークル

問　中根☎090-2203-2015

●合唱団HARU（混声）団員募集

　響きのある発声に力を入れて

美しいハーモニーを創りだす

「高
た か い

井滋
しげはる

陽先生」のご指導による

練習をしています。歌うことが

好きな方、お待ちしています。

日　毎月第1～3月曜日午後1時

30分～4時

所　市中央生涯学習センター音

楽室

団　合唱団HARU（混声）

問　田口☎876-4682

●女声合唱コーラス・ドレミ

　合唱に興味のある方、音取り

から練習しています。「やさし

く明るく丁寧に」をモットーに

歌っています。見学はいつでも

できます。

日　毎月第2～4火曜日午前10

時～正午

所　市中央生涯学習センター音

楽室

￥　月2,000円

団　コーラス・ドレミ

問　阿久津☎872-3378

メンバー募集
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