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●第18回ふれあい牛久沼文化

の集い

　三日月橋生涯学習センターを

利用している定期団体が、1年

間の活動の成果を披露します。

日　【ステージ・フロア発表】6月

28日（日）午前9時45分～【展示】

6月28日（日）～7月4日（土）午前9

時～午後4時（最終日は午後3時

まで）【バザー・野菜販売出店】6月

28日（日）正午～完売（焼きそば・

コロッケ・和菓子・手芸品など）

所　三日月橋生涯学習センター

※ご来場の際は牛久市コミュニ

ティバスかっぱ号などの公共交

通機関のご利用やお車の乗り合

わせをお願いします。

問　ふれあい牛久沼文化の集い

事務局☎874-1340

●マル福（医療福祉費支給制度）

の更新

　重度の障がいや、ひとり親家

庭でマル福を受けている方は、

受給者証の有効期間が平成27

年6月30日で満了となります。7

月からマル福を受けるための要

件を満たしている方には、更新

後の受給者証を6月下旬に送付

します。転入などで前年の所得

の確認がとれない方、その他受

給要件の確認が必要な方や、新

たに申請が必要な方については、

6月中旬に案内通知を送付しま

すので手続きをお願いします。

※小児マル福の更新時期

毎年誕生月に更新（1日生まれ

のお子さんは前月更新）

問　医療年金課医療福祉グルー

プ☎内線1721、1722

●子どもの人権110番

　法務省と全国人権擁護委員連

合会は、「いじめ」や児童虐待な

ど子どもをめぐるさまざまな人

権問題に積極的に取り組むこと

を目的として、全国一斉「子ども

の人権110番」強化週間を実施

し、悩みを持ったお子さんや保

護者の方からの相談に応じます。

秘密は守られますので、安心し

てご相談ください。

日　6月22日（月）～28日（日）午

前8時30分～午後7時（土・日曜

日は午前10時～午後5時）

電話番号　 0120-007-110（全

国共通フリーダイヤル）

実施機関　水戸地方法務局、茨

城県人権擁護委員連合会

相談員　法務局職員、人権擁護委員

問　水戸地方法務局人権擁護課

☎029-227-9919

●第118回うしくゴッ多市

フリーマーケット

日　6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格安販売（先着200人）…

ヨーグルト・野菜（正午予定）、メ

ロン（午後2時予定）、②無料健康

相談コーナー（協力：つくばセント

ラル病院）当日会場で受付（午前10

時～）【身長・体重・血圧・体脂肪

率のチェック】【標準体重・肥満度

チェック】【尿検査（先着50人に予

約券配布、後日無料検査）】【栄養相

談、医療相談、薬の相談ほか、③

再生家具販売（午前10時～）※内容

と時間を変更することがあります。

※次回開催10月12日（月・祝）

問　商工観光課☎873-2111内

線1823

市からのお知らせ

 情報
     ひろば
情報情報
     ひろば

問　牛久市役所

　　☎� 029-873-2111（代表）

　　FAX 029-873-7510（代表）

※ 番号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
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●梨のオーナーを募集します！

　みずみずしく風味豊かな甘みが

特長の、大玉の梨「新
にいたか

高」を収穫し

てみませんか？ 剪定や受粉など

管理はすべて生産者が行います。

食べごろの梨の見分け方やもぎ方

のコツも直接教えます。毎年大好

評につき、お申し込みはお早めに。

所　久野町

内　募集本数…40本、収穫時期

…9月中旬～10月、初旬収穫予

定量…1本あたり約100～130玉

￥　オーナー料25,000円（何人

のグループでもOK）

※オーナー募集は1本単位ですが、

枝先は梨棚で重なりながら縦横

に伸びます。そのため収穫の際

は、区画割りさせていただきます。

※収穫時期になったらご案内し

ます。収穫希望日の予約をして

ください。

※贈答用に、箱代・送料別途で

発送手続きも承ります。

締　6月1日（月）～募集本数に

達し次第終了

申　電話で申し込み

問　農業政策課☎内線1811、1812

●みんなのミニコンサート

inクリーンセンター

日　６月６日（土）午後2時～3時

所　牛久クリーンセンターリサイク

ルプラザ1階ごみアートミュージアム

内　出演「ギターサークルアル

モニコス」、ロビーで紙リサイク

ルの実演（午後1時30分頃～）

￥　無料・未就学児入場可

※次回は7月4日（土）予定。

問　牛久クリーンセンター

☎830-9333

 【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

●平成27年度茨城県不妊治療費助成事業

◆�対象となる治療　体外受精、

顕微授精（平成27年4月1日～

平成28年3月31日までに治療

が終了した方）

◆�内容　1回の治療につき最高

15万 円（ た だ し、『C』お よ び

『F』の治療については、7万5

千円）までで、1年度目は年3

回まで、2年度目以降は年2回

を限度に、通算5年間助成。た

だし、通算10回まで。

◆�対象者　次の全ての要件に該

当している方

①法律上婚姻をしていて、夫

および妻のいずれかが県内に

住所を有すること。

②夫および妻の前年（1～5月

までの申請については前々

年）の所得の合計額が730万

円未満であること。

③指定医療機関で実施した治

療であること。

◆申請必要書類

①平成27年度茨城県不妊治

療費補助金交付申請書（様式

第1号）②茨城県不妊治療費助

成事業受診等証明書（様式第2

号）③医療機関発行の領収書

の原本④住民票（交付日から

3ヶ月以内のもの）※ご夫婦そ

れぞれの氏名・生年月日・続柄

（夫婦関係がわかるもの）・住民

となった日がわかるもの（他に

戸籍謄本などが必要な場合も

あります）。⑤夫および妻の市

民税・県民税課税証明書（控除

の記載のあるもの）各1通

※申請は1回の治療が終了し

た毎に、速やかに手続きをし

てください。申請期限は、治

療終了日から起算して60日

以内です。

問　竜ケ崎保健所健康増進課

☎0297-62-2172

●「観光めぐり」参加者募集！

千葉県北東部（佐原、銚子）方面日帰りの旅

対　市内在住の方

定　60人

￥　2,500円

申　6月15日（月）午前9時から

市保健センター研修室（2階）で

整理券を配布します。申込者多

数の場合は午前9時30分から抽

選を行います。1人で2人分ま

で申し込むことができますので、

参加費をご用意の上、奮ってお

申し込みください。

問　牛久市観光協会

☎874-5554

日　6月30日（火）

行程　中央生涯学習センター午

前7時30分集合（出発予定：午前8

時）⇒伊能忠敬記念館・旧宅見学

後散策（重要伝統的建造物群保

存地区・佐原）⇒昼食、お買い物

（銚子ポートタワー内シーフード

レストランうおっせ、水産物即売

センター）⇒ヤマサしょうゆ工場

見学（銚子）⇒中央生涯学習セン

ター（到着予定：午後5時）※行程

は若干変更になる場合がありま

すので、予めご了承ください。
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●牛久市文化遺産活用実行委員会講座・教室受講者募集

　牛久市文化遺産活用実行委員会では、各講座・教室を文化庁からの文化芸術振興費の

補助を受け開催します。

講座名・講師名 内　容
開催期間 対　象 参加費

教材費

申込方法

場　所 人　数 申・問

日本舞踊親子教室

講師：花
はなやぎ

柳寿
す え

恵重
しげ

裕
ゆ

日本舞踊を通して、
礼儀作法（挨拶やお辞
儀）や童謡の曲から始
めて踊ることの楽し
さを学びます。

6月～1月の日曜日
（全20回）
午後1時～2時30分

幼児～中学生
※お子さんと
一緒に体験し
たい大人の方
も参加可。

無料 電話またはFAXで、住
所・氏名・電話番号を
記入の上、申し込み。

中央生涯学習センター、
向台自治会館

15人 花柳流八重花会
藤田☎・FAX873-7851
河野☎874-2586

伝統芸能三絃

体験教室

師範：斉藤康江
（生田流筝曲地唄
（三絃）松の実会）

邦楽の楽しさ、奥の
深さを学ぶことがで
きます。

8月～10月の水・日曜日
（全10回）
午後1時30分～3時30分

小学生、中学
生

【参加費】
無料

【教材費】
500円

FAXで住所・氏名・電
話番号・学校名・学年
を記入の上、申し込み。

斉藤お稽古場 10人 生田流筝曲三絃なでしこ会
☎・FAX873-4544

伝統文化

いけばな親子教室

講師：出
で き お

来尾桂
けいすい

穂
（小原流いけばな会）

実技（生ける、水揚げ
法、花鋏の使用法）・
分かりやすい、いけ
ばな文化史。

6月～1月の土曜日
（全13回）
午前10時～正午

小学生～一般
（男・女）
※お子さん1人
での参加可。

【参加費】
無料

【花代】
1回700円

（13回分
9,100円を
初回に徴収）

電話またはFAXで住所・
氏名・電話番号・学校
名・学年を記入の上、
申し込み。

中央生涯学習センター
美術工芸室

15人（先着順） 小原流いけばな会
出来尾桂穂
☎・FAX873-7808

伝統文化華道・

茶道こども教室

講師：伊
い と う

藤萩
は ぎ わ

和

日本の民族衣装のき
ものを着て、いけば
なや茶道を体験する。

（きものの着方、いけ
ばなの基本の生け方、
茶道の基本、11月市
民文化祭参加、1月発
表会予定）

7月～1月（全20回）
午前10時15分～11時45分

（1月発表会は午前10
時～午後3時）

小学生、中学
生、高校生

【参加費】
500円

（テキスト代）
【教材費】
【花代】
1回600円

【きもの貸出】
1回200円

FAXまたはEメールで
住所・氏名・電話番号・
学校名・学年を記入の
上、申し込み。

エスカード生涯学習セ
ンター、中央生涯学習
センター

20人 草月流いけばな会
☎・FAX871-2155
Ｅ□ hag i -yu r i -6163@
docomo.ne.jp

和の心（お箏）に

触れま専科（Part4）

筝曲親子教室

講師：藤田高子

「初めてクラス」と「経
験者クラス」に分け、
筝の知識や演奏方法
を学びます。簡単な
童謡や唱歌を演奏で
きるようになると、
全員での合奏、パー
トに分かれての二重
奏などレッスンを行
います。最終日は練
習成果発表会です。

8月～1月の土曜日
（全12回）
【初めてクラス】
午後2時30分～3時30分

【経験者クラス】
午後3時30分～4時30分

小学生、中学
生、
※親子での参
加も可。

【参加費】
無料

【爪代】
1,000円

（ 箏 爪 を お
持ちでない
方）

FAXで住所、氏名、電
話番号、FAX番号、学
校名、学年、希望クラ
スを記入の上、申し込
み。

中央生涯学習センター
視聴覚室 他

「 初めてクラ
ス」・「 経験者
クラス」各15人

（先着順）

筝曲研究室みやび
藤田高子
☎・FAX874-5606

※ご不明な点は、各講座・教室の問い合わせ先に直接ご確認ください。

主　牛久市文化遺産活用実行委員会　　後援　牛久市教育委員会、牛久市文化協会

問　牛久市文化遺産活用実行委員会事務局（牛久市教育委員会文化芸術課）☎871-2301
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●ひとり親家庭の父・母のた

めの就業支援講習

「パソコン基礎講座」

日　7月4日（土）・11日（土）午前

9時30分～午後4時30分

所　クリエートPC教室（水戸市

北見町8-12）

対　パソコン初心者

定　10人程度（定員になり次第

締め切り）※託児付（要予約・2

歳以上）。

￥　1,000円

締　6月8日（月）～26日（金）

問　茨城県母子家庭等就業・

自立支援センター☎029-233-

2355

●就職カレッジ

　就職支援セミナー

　「脱フリーター・脱無職」をめ

ざす方を対象に就職支援セミ

ナーを開催します。

日　7月9日（木）・10日（金）・16

日（木）・17日（金）・23日（木）・24

日（金）の午前９時30分～午後

４時30分

所　土浦市亀城プラザ（土浦市

中央2-16-4）

対　15歳～40代前半の求職者

で全日程参加できる方※7月24

日（金）は任意。

定　先着20人

問　特定非営利活動法人雇用人

材協会☎029-300-1738

Ｅ□s-college@koyou-jinzai.org

●平成27年度税務職員

採用試験

　税務署や国税局で「税のスペ

シャリスト」として勤務する税務

職員（国家公務員）を募集します。

受験資格　①平成27年4月1日に

おいて高校または中等教育学校

を卒業した日の翌日から起算し

て3年を経過していない者およ

び平成28年3月までに高校また

は中等教育学校卒業見込みの者 

②人事院が上記①に掲げる者に

準ずると認める者

試験の程度　高等学校卒業程度

申　【原則】インターネット申し

込み。次のアドレス（http://www.

jinji-shiken.go.jp/juken.html）ヘ ア

クセスし、説明に従い入力する。

受付期間…6月22日（月）午前9

時～7月1日（水）※受信有効。

【インターネット申し込みがで

きない場合】郵送または持参。

提出先…希望する第1次試験地

を管轄する人事院各地方事務局

受付期間…6月22日（月）～24日

（水）※6月24日（水）までの通信

日付印有効。

試験日　第1次試験日…9月6日

（日）、第2次試験日…10月14日

（水）～23日（金）のいずれか第1次

試験合格通知書で指定する日時

合格者発表日　第1次試験合格

者…10月8日（木）、最終合格者

…11月17日（火）

問　インターネット申し込みに

関して…人事院人材局試験課☎

03-3581-5311内 線2332（ 平 日

午前9時30分～午後5時）

上記以外の問い合わせ…関東信

越国税局人事第二課試験係☎

048-600-3111内 線2097（ 平 日

午前8時30分～午後5時）

人材募集・就職支援

●児童クラブ（学童保育）スタッフ募集中

　夏休み期間中、留守家庭児童の保育指導にあたる児童クラブの補

助支援員を募集しています。教員、幼稚園教諭、保育士免許などの

有資格者は大歓迎です。退職した方や学生でも可能です。健康で明

るい方をお待ちしています。

勤務期間
7月21日（火）～8月28日（金）

※土・日曜日および8月12日（水）～16日（日）を除く。

勤務時間

【午前勤務日】午前7時30分～午後1時

【午後勤務日】午後1時～6時30分

※勤務日数は、相談に応じます。

勤務場所 市内各児童クラブ

報　　酬
時給900円※交通費は、通勤距離および交通用具に応

じて別途支給。

募集人員
80人（18歳以上65歳未満の方）、面接により選考。

※定員になり次第、締め切り。

申し込み

方法

「非常勤・臨時職員登録申込書」に必要事項を記入の上、

写真を貼付して児童クラブ課（市役所第3分庁舎2階）

へ6月19日（金）までにお申し込みください。

※「非常勤・臨時職員登録申込書」は、児童クラブ課、ま

たは人事課にあります。また、市ホームページ（http://

www.city.ushiku.lg.jp/data/doc/1355128003_doc_18_0.

pdf）からもダウンロードできます。

申・問 児童クラブ課☎内線3091
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●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　6月23日（火）午後1時～5時

所　ひたち野リフレ第2会議室

対　15～39歳の若年無業者お

よびその家族

申　電話、FAX、Eメールで相談

日の3日前までにお申し込み。

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）☎893-3380 FAX893-

3381 Ｅ□info@saposute-tsukuba.jp

●新規学校卒業予定者

求人受理説明会

　事業者を対象に、平成28年3

月新規学校卒業予定者の求人募

集・採用の取り扱いについての

説明会を開催します。

日　6月9日（火）午後1時30分～3時

所　龍ケ崎市文化会館小ホール

（龍ケ崎市馴馬町2612番地）

問　龍ケ崎公共職業安定所（ハ

ローワーク龍ケ崎）新規学校卒

業者担当☎0297-60-2727

●第90回ヘルシーボール教室

日　6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

￥　大人のみ100円（保険代と

して当日徴収）

持　運動のできる服装、上履き

締　6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」

問　牛久市体育協会事務局

☎873-2486

●卓球場の予約受付を始めます

　これまで当日のみ

の受付だった運動公

園卓球場の事前予約

を始めます。

予約開始日　6月10日（水）午前

10時～※予約順番は抽選。

予約可能台数および時間　1日

あたり2台4時間まで

内　体育館2階卓球場に常設し

ている卓球台（5台）のうち2台

（1・2番台）が予約対象。予約で

きるのは翌日分から翌月の同日

までの平日です。土・日、祝祭

日はこれまで通り先着順。6月10

日（水）以降は毎日午前10時から

翌月同日までの受付をします。

申　牛久運動公園体育館窓口で

予約受付を行い、申請書提出時

に料金をお支払いください。当

日分の予約や電話での予約受付

はできません。

問　スポーツ推進課（牛久運動

公園体育館内）☎873-2486

●グラウンド・ゴルフルール

エチケット講習会

初心者大歓迎！道具は用意して

ありますので、軽い運動ができ

る服装でお越しください。

日　6月22日（月）午後1時～

※雨天の場合は6月26日（金）午

後1時～に延期。

所　栄町運動広場

対　市内在住で初心者の方

￥　無料 

主　牛久市体育協会牛久グリー

ングラウンド・ゴルフクラブ

申　牛久市体育協会事務局

☎873-2486

問　牛久グリーングラウンド・ゴ

ルフクラブ（溝井）☎872-3092

相　談

●第23回市民フォークダンス大会

　踊り方も指導しながら行いま

すので、初めての方もご参加く

ださい。各団体のデモンスト

レーションもお楽しみください。

日　6月17日（水）午前11時～午

後3時30分

所　牛久運動公園体育館サブア

リーナ

持　運動のできる服装、上履き

￥　500円（弁当、1日保険）

申　牛久市内各サークルのリー

ダーを通して申し込むか、下記

の問い合わせ先へご連絡。

締　6月10日（水）

主　牛久市体育協会 牛久フォー

クダンス協会

問　森田☎873-3901、牛久市体

育協会事務局☎873-2486

●ひきこもり専門相談

日　毎月第3水曜日午後1時～

（予約制、要事前面接）

所　竜ケ崎保健所（龍ケ崎市2983-1）

相談員　心理職および保健師

￥　無料

問　竜ケ崎保健所保健指導課

☎0297-62-2367

●行政書士無料相談会

日　6月27日（土）、7月25日（土）、

8月22日（土）午後1時～4時【原則、

毎月1回第4土曜日】

所　中央生涯学習センター中講

座室

内　相続、遺言、成年後見制度、

農地転用、会社設立など※事前

予約不要、秘密厳守。

主　茨城県行政書士会県南支部

問　大岡☎874-3814

スポーツ
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●平成27年度東洋大学附属

　牛久高等学校吹奏楽研究部

第50回定期演奏会

日　6月7日（日）午後2時開場、

午後2時30分開演

所　中央生涯学習センター文化

ホール

内　【第1部】コンサートマーチ

テイクオフ 他、【第2部】創部50

周年記念音楽劇、【第3部】タイ

ムカプセル…部員とOBによる

「昭和40年代から現在までの

ヒット曲」を集めたステージ

主　東洋大学附属牛久高等学校

吹奏楽研究部

問　東洋大学附属牛久高等学校

（朝田）☎872-0350、FAX874-1055

●うたごえ喫茶in牛久（要予約）

　アコーディオンやピアノ、ギ

ターの響きとともに歌いませんか。

日　6月6日（土）午後5時～8時

所　コープ牛久店2階

￥　1,200円※ドリンク付き（飲

み放題）。

主　牛久うたごえサークル

問　伊藤☎080-1076-4209、若

井☎090-2536-8010

●音楽の小径

　好きな曲をうたって楽しいひ

と時を過ごしましょう。

日　6月7日（日）午後1時30分～

所　エスカード音楽スタジオ

内　夏は来ぬ、野に咲く花のよ

うに、浜辺の歌 他

￥　500円（教材費実費）

主　音楽の小径

問　白井☎874-7390、佐藤☎

872-0337

●シニアキーボード講座

　いつも若く、かがやいて心の

メロディーを聴いて、歌って、弾

いてみよう。

日　6月28日（日）午後1時30分

所　エスカード音楽スタジオ

￥　500円（教材費実費）※人数

限定先着順。

主　生涯学習ピアノ研究会

問　小塙☎873-0717

●フィオリーナマンドリンアン

サンブル第4回定期演奏会

　マンドリニスト青山忠氏の指

揮による、皆さんご存じの曲と

迫力あるマンドリンオリジナル

曲を織り交ぜた楽しい演奏会。

日　6月6日（土）午後2時開場、

午後2時30分開演

所　エスカードホール※入場無料。

内　メモリー、ニューシネマパ

ラダイス 他

主　フィオリーナマンドリンア

ンサンブル

後援　牛久市教育委員会 他

問　村上☎852-9394、大久保☎

872-5543（午後6時以降）

●牛久市民吹奏楽団

第29回定期演奏会

日　6月21日（日）午後1時20分

開場、午後2時開演

所　中央生涯学習センター文化

ホール※入場無料。

曲目　ミュージカル「オペラ座

の怪人」より、交響曲目パイレー

ツオブカリビアン、石原裕次郎

メドレー 他

主　牛久市民吹奏楽団

後援　牛久市、牛久市教育委員

会、牛久市文化協会

問　稲本☎090-7718-5096

催し・講座
●相続・遺言・成年後見

　についての無料相談会

日　6月10日（水）午後6時～8時

（午後7時30分受付終了）

所　中央生涯学習センター小講

座室

対　どなたでも※予約不要。

主　NPO法人茨城成年後見サ

ポートセンター

問　石神☎896-3417

●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。

日　6月13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

銀行ひたち野うしく支店内）

問　筑波銀行牛久支店（蒲
か ば や

谷）

☎872-1310

●水戸信用金庫年金無料相談

　社会保険労務士が疑問や手続

きについて応じます。※要予約。

日・所　6月12日（金）午前9時～午

後3時【水戸信用金庫牛久支店】

問　水戸信用金庫牛久支店☎

874-3101、牛久西支店☎872-

0803、牛久東支店☎873-7211

●常陽銀行年金無料相談

　社会保険労務士が相談に応じ

ます。年金手帳などをご持参く

ださい。要予約。

日・所　6月16日（火）午前10時～

午後3時【常陽銀行牛久支店】、6月

13日（土）午前10時～午後4時【ひ

たち野うしくローンプラザ】

問　常陽銀行牛久支店☎872-

5112、常陽銀行ひたち野うしく

支店☎871-8122
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●牛久味わい亭第10回落語会

　三
さんゆうてい

遊亭圓
えんそう

窓師匠に師事する

有
あ り が て い

難亭一門が出演します。

日　6月7日（日）午後1時45分開

場、午後2時開演※入場無料。

所　中央生涯学習センター大講座

室※優先席あり（前日までに要連絡）。

演目　「王子の狐」 その他

出演　好
こうぶんてい

文亭梅
ばいちょう

朝、有
あ り が て い

難亭真
ま

仮
か

名
な

、有
あ り が て い

難亭良
ら じ お

慈緒、有
あ り が て い

難亭

南
な ん み ょ う

夢明、有
あ り が て い

難亭暖
だ ん か

伽

主　落語会「牛久味わい亭」

問　望月☎090-4757-4414

●第27回木
もくせいかい

犀会絵画展

日　6月16日（火）～21日（日）午

前10時～午後5時（最終日は午

後3時30分まで）

所　中央生涯学習センター展示

ホール※入場無料。

主　木犀会

問　山脇☎872-1233

●第31回ねんどの会三越作陶展

日　6月10日（水）～14日（日）午前10

時～午後6時（最終日は午後4時まで）

所　三越牛久店アートギャラ

リー（2階）

￥　無料

主　ねんどの会

後援　牛久市教育委員会

問　大熊☎871-0246

●書道講演会

日　6月7日（日）午後0時50分受

付、午後1時～2時30分講演

所　三日月橋生涯学習センター

演題　「漢詩に親しむ」

講　角
か く わ

和礼
れ い こ

子先生（大東書学院

「筆」誌編集長）

主　牛久市書道連盟

問　中村☎872-7325

●母親クラブめだかの学校

　ママと一緒にリズム体操

日　7月31日（金）午前10時20分～

11時20分

所　市総合福祉

センター

対　2歳頃～

小学校低学年

定　10組程度

※応募者多数の場合は抽選。

￥　100円

持　水分補給の飲み物

申　往復はがきの往信面に、住

所、親子の氏名、お子さんの生

年月日、電話番号、返信用の表

に住所、保護者氏名を記入し、

「〒300-1292牛久市中央3-15-1

牛久市こども家庭課めだかの学

校ママと一緒にリズム体操」係

まで送付。

締　6月26日（金）必着

団　母親クラブめだかの学校

問　倉科☎090-2660-8762

●歴史を語り合う会

日　6月21日（日）午後2時～5時

※予約不要。

所　エスカード生涯学習セン

ター第1・2講座室（4階）

演題　「縄文のナゾ・海を越えた

縄文人」

内　1万数千年にもおよぶ縄文

時代が、なぜ弥生時代へと移り、

縄文人たちは、この列島から消え

てしまったのか。5千年前頃、縄

文人はどこへ行ってしまったの

か、多くの実証と大胆な仮説と

によって縄文のナゾに迫りたい。

講　染谷秀明氏

￥　300円（資料代）

主　牛久史談会

問　染谷☎090-7948-3361

●真夏の夜のわくわく広場

　3枚のおふだ

　今年は、みんなで手作り影絵

劇「三枚のおふだ」を見てから、肝

試し。夜、森で何かがはじまる。

日　7月18日（土）午後5時30分

集合、午後8時終了予定

所　牛久運動公園体育館サブア

リーナ

対・定　幼児から大人・先着50人

主　牛久子育てネットワーク紡

ぎの輪

問　小野☎・FAX874-1045

●アフターファイブサロン

「木曜夜話」

総合デザイン～茨城から世界へ～

日　6月4日（木）午後6時30分～

8時10分

所　エスカードホール

内　映画「天心」のポスターなど

を手がけた藤代氏による、見て・

聞いて・感じるデザイン講座

講　藤代範雄（㈱藤代範雄デザ

イン事務所代表取締役社長）

￥　無料（申し込み不要）

問　茨城県県南生涯学習セン

ター☎826-1101

●楽しい会話講座参加者募集

　男脳・女脳の違い、ほめ言葉

のシャワーなどを学べます。

日　6月14日（日）午前10時～正午

【例会：毎月第2日曜日午前10時～正午】

所　中央生涯学習センター小講

座室（2階）

講　功
く ぬ ぎ

力勲
いさお

コーチほかUCC講師陣

￥　ビジター1回200円（初回無

料）※年会費制あり。

団　牛久コーチングサークル

（UCC）詳細はHP参照。

問　中谷☎080-1257-0528
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メンバー募集

●英会話サークルオクト

　生きた英語をやさしく学ぶ

サークル。英語の好きな方なら

どなたでも大歓迎。見学お待ち

しています。

日　毎週木曜午前10時～正午

所　中央生涯学習センター視聴

覚室

内　月1回第3木曜日…外国人

講師による授業、月2回第2・4

木曜日…日本人講師による授業、

他は生徒の自習授業やDVD鑑賞

など。

定　数名

￥　月3,000円、入会費500円

団　サークルオクト

問　大畑☎090-4847-6950

●韓国語サークル「トングラミ」

　発足4年目のクラスです。牛久

市在住20年以上の韓国出身の先

生のもと、楽しく学びませんか。

日　土曜日（月3回）午前10時30

分～正午※時間変更あり。

所　市中央生涯学習センター小

会議室・第1団体室

￥　月3,000円

団　トングラミ

問　藤田☎090-8942-4181（夕

方5時以降）

●韓国語サークル「パダイヤギ」

　発足3年目の韓国語サークル。

日本在住20年の韓国人講師の

下、楽しく学んでいます。興味

のある方はお電話ください。見

学歓迎！

日　水曜日（月3回）午前9時30分

～11時30分

所　中央生涯学習センター

￥　月3,000円

団　パタイヤギ

問　石坂☎090-8438-6283

●清流剣友会新入団員募集　心を育て、友情を分かち合おう、剣道で。

　まずは稽古を見に来てください。見学はいつでも受け付けていま

す。子どもと一緒に剣道を始めたい父母の方も大歓迎。

日　毎週火・金曜日午後7時～9

時、日曜日午前9時30分～正午

所　下根中学校武道場

￥　月2,500円

対　年長児、小学生、中学生

団　牛久清流剣友会

問　須藤☎873-9338
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