CO NT ENTS ― 主 な 内 容 ―
― ― ― ―

02-03 特集「第72代横綱稀勢の里関」
04-06 平成29年度当初予算案
07-08 平成29年第1回市議会定例会提出予定議案
09-11 平成29年度前期牛久市生涯学習センター
生涯楽習講座

2017

31
No.1188

茨城県牛久市

市民栄誉賞贈呈式の会場の様子

72

平成29年2月9日横綱昇進
牛久市役所表敬訪問

し、第 代横綱に昇進した

大相撲一月場所で初優勝

が贈られ、また、親善友好

彰状および記念章、褒賞金

牛 久 市 市 民 栄 誉 賞 贈 呈 式、

章は稀勢の里関がお母さん

い品が贈られました。記念

栄誉賞贈呈式には、合わせ

る一幕も。その後、くす玉開

後、祝賀会がシャトーカミ

き、万歳三唱が行われ、会

牛久駅東口交差点からけや

ヤにて行われ、後援会員と

て約５万人が参加し、沿道

き通りを通り、牛久市役所

牛久市民、関係者合わせて

場は大歓声に包まれました。

までの約８３０ｍの区間で

約１０００人が参加しまし

や会場から大声援が送られ

行われました。当日は、稀

た。祝賀会では、後援会か
手作りの稀勢の里グッズと

小学校からは全校生の書い

のかごが贈られ、牛久第二

た色紙が贈られました。乾

杯の後、サイン会やトーク

ショーも行われ、参加者た

今月行われる大相撲三月

特設ステージで市民栄誉賞

るのは、
ソウル五輪レスリン

場所での横綱稀勢の里関の

ちは横綱との交流に大興奮

グ金メダリストの小林孝至

活躍を期待し、牛久から大

贈呈式が行われました。牛

さんに続き、
２人目です。贈

声援を送りましょう！

でした。

呈式では、根本市長から表

久市が市民栄誉賞を贈呈す

パ レ ー ド 市 役 所 到 着 後、

えました。

ともに、パレードに花を添

手旗も１５００本配布され、 ら激励金や花束、一貫貼り

勢の里後援会のオリジナル

市民栄誉賞贈呈式終了

した。祝賀パレードと市民

18

ま し た。 祝 賀 パ レ ー ド は、

の裕美子さんに掛けてあげ

祝賀会を２月 日に行いま

稀勢の里関の祝賀パレード、 都市宮城県色麻町からお祝

72

2

広報うしく 2017年3月1日号

おめでとう！第 代横綱稀勢の里関！

祝賀パレードのセレモニーの様子

第72代横綱 稀勢の里関より
牛久市民の皆様へ

牛久市の皆様、この度は初場所の優勝そして横綱へ
と昇進することができました。これもひとえに皆様の
応援のおかげだと思っています。特に牛久市民の方々
には沢山の応援をいただきありがとうございます。先
日行われたパレードでは沢山の方々にお越しいただき、
多くのご声援をありがとうございました。これからも
一生懸命稽古に励み、横綱の地位を汚さぬよう精進い
たします。これからも応援よろしくお願いいたします。

牛久市役所入り口前の祝賀パレードの様子

関係者の皆さんにお話を聞きました！
関正夫稀勢の里郷土後援会会長

田子ノ浦伸一親方
稀勢の里が横綱にあ

稀勢の里関の横綱昇進を心からお祝い申し上

がって本当に嬉しく思い
ますが、これからが本当の意味での
勝負だと思います。稀勢の里には市
民の皆様の応援が一番の力の源だ
と思います。これからも稀勢の里の
応援よろしくお願いします。

げます。地元後援会、県民のみならず国内の相撲
ファンにとって本当にうれしいニュースです。先日の祝賀パ
レード、牛久市民栄誉賞贈呈式、祝賀会では、地元牛久市の
皆さんの熱い思いを強く感じ感動いたしました。稀勢の里関
の相撲への真摯な取り組み、真っ向勝負を貫く姿勢は誰もが
認めるところです。今後さらに活躍してほしいと思います。

ご両親
萩原貞彦さん、裕美子さん

根本洋治牛久市長

今回、市民栄誉賞を受賞したこ

祝い申し上げます。牛久市出身の稀

とは、市民の皆さんに喜びを与えたということ

勢の里関が横綱昇進を果たしたニュースは、全国

で非常に喜ばしいことです。今後は、いろんな意

に深い感動と熱い歓喜の渦を巻き起こしました。

味で相撲界を引っ張っていかないといけないし、

横綱が中学生時代に書いた作文の「努力で天才に

国民の皆さんの目標にもなって欲しいと思いま

勝ちます」という言葉は、当時から日本の横綱に

す。けがをしないで、大関時代のようにみんな

なるに相応しい、誠に素晴らしい精神を持ってい

に愛され、長く相撲を取ってもらいたいです。

たことをうかがわせます。19年ぶりの日本出身横
綱の誕生が牛久市、茨城県はもちろん、日本全国

（稀勢の里関の幼少期について）
けがをしにくい丈夫な身体を作るため、しっ
かりした食事を心掛けました。また、相撲だけ
でなく、あらゆるスポーツをさせていました。

第72代横綱 稀勢の里関

稀勢の里関の横綱昇進を心からお

の人々に元気と活力を、そして笑顔をもたらしま
した。ここから優勝を積み重ね、日本中を更に元
気にしてくれることと信じています。

～稀勢の里郷土後援会～

部屋から初土俵。17歳9カ月の新

横綱稀勢の里関をみんなで応援しましょう！会員様限定の
5大特典もあります。
（会費1口：個人3,000円、法人10,000円）
①稀勢の里関も来る「総会・激励会」のご案内、②1・9月の東京場
所「観戦ツアー」のご案内、③東京場所の番付プレゼント（年3回）、
④会報送付（年2回）、⑤直筆サイン入り法被の購入権（予約販売）

十両、18歳3カ月の新入幕はいず

※ただし、①、②については別途参加費が掛かります。

れも貴乃花に次ぐ史上2位の若さ。

＜問い合わせ先＞稀勢の里郷土後援会事務局
（市民活動課内）
☎873-2111内線1634、1635

（1986年7月3日～）
はぎわら ゆたか

本名は萩 原寛。身長187cm、体
重175kg。平成14年春場所で鳴門

平成22年九州場所で白鵬の連勝
を63で止めた。23年九州場所後に
大関昇進。平成29年1月21日、初

寄贈された横綱の手形と署名が

場所で念願の初優勝。同年1月25

刻まれた記念碑。

日、第72代横綱となる。平成27年
から牛久市観光大使を務める。

牛久駅東口駅前広場
に設置されました

※有限会社加藤石材工業 代表 加藤一氏
から稀勢の里郷土後援会への寄贈。

この度の稀勢の里関横綱昇進に関連するイベントにつきましては、大盛況のうちに無事終了する
ことができました。ご協力いただいた全ての方に感謝を申し上げます。
3
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予算額

256億1,000万円
187億4,100万円
443億5,100万円

増減額 増減率（%）増減額 増減率（%）

25,610

57.7 25,400

57.5 28,855

60.0

210

国民健康保険事業 10,124

22.8 10,046

22.7 10,022

20.8

78

公共下水道事業

1.0

2,530

5.7

2,647

21

0.0

20

0.1

20

0.0

1

5.0

1

5.0

0

0.0

－

－

－

－

－

－

－

－

4,860

11.0

4,827

10.9

33

0.7 △334 △6.4

工業用地造成事業
0
後期高齢者医療事業 1,448
特 別 会 計 合 計 18,741
計

102

5.2

小規模水道事業

合

0.8

2,288

青果市場事業
介護保険事業

0.8 △3,245 △11.2

44,351

5.5 △242 △9.6 △359 △13.6

5,194

10.8

0.0
10
3.3 1,345
42.3 18,778

0.0
10
3.1 1,388
42.5 19,281

0.0
2.9
40.0

100.0 44,178

100.0 48,136

100.0

△10 △100.0 △10 △100.0
103
7.7
60
4.3
△37 △0.2 △540 △2.8
173

0.4 △3,785 △7.9

※平成28年度現計予算額については、12月補正後の数値としています。

■特別会計 主な増減理由 ※（

年度当初予算案

計

市民が将来に希望の持てるまちづくりに向けて！

会

較

平成29年度当初対 平成29年度当初対
当初 構成比 当初 構成比 現計 構成比
平成28年度当初 平成28年度現計

名

29

％増の過去最高の予算規模

比

億１千万円、
前年度比

般

の整備だけでなく、出産・子育

平成28年度

予算額 （%） 予算額 （%） 予算額 （%）
一

て・教育サービスの更なる充実

すべての人が生涯活躍 するこ

計

■国では

の見える地方経済・地域社会の

とができるよう、各種検診、健

（単位：百万円、％）

平成29年度
会

256

0.8

を進めつつ、乳幼児から高齢者

立て直しを目的とし、各地方団

康相談、健康教育を充実し、将

■牛久市各会計予算

国が求める地方創生は、
衰退

体に対して、それぞれの地域特

来的な医療費の削減にもつな

備等の民間投資が期待される

性を生かした、自主的・自立的

牛久市では
「市民が将来に希

中、
観光資源を活用した交流人

な取り組みを求めるものです。 げてまいります。

望の持てるまちづくり」
を進め

口の増加、地域の経済団体であ

また、今までより広範囲の人

ていくため、山積する諸問題に

る商工会と連携した地域経済

の移動や、企業の物流拠点の整

対して真正面から取り組むと

の活性化・循環策に積極的に取

■牛久市では

ともに、牛久市の魅力を高める

り組みます。

これらを踏まえ、一般会計が

ための新たな事業展開を積極

的に行ってまいります。

年 度予 算 案

前年度当初比０・８％増の２５

６億１０００万円、全会計では

年度においては、転

入促進のためのひたち野地区

同比０・４％増の４４３億５１

平成

への中学校建設、牛久運動公園

００万円の平成

を編成しました。

武道場の建設等、
市の魅力を高

めるための大型投資事業を本

格化させるとともに、ハード面

29

29

平成

平成29年度

一般会計

一般会計
特別会計
合計

）内は前年度当初比。

国民健康保険事業特別会計

101億2,400万円
（＋0.8％）…保険給付費の増加

公共下水道事業特別会計

22億8,800万円
（－9.6％）…国の経済対策による事業の前倒し

介護保険事業特別会計

48億6,000万円
（＋0.7％）…地域支援事業費の増加

後期高齢者医療事業特別会計 14億4,800万円
（＋7.7％）…保険給付費の増加

問 財政課
☎内線1221
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平成29年度当初予算案

■一般会計の状況

※円グラフ中（

）内は前年度比。

平成29年度一般会計歳入予算
歳入予算の内訳をみると、市税が人口や所得水準
の増により個人市民税の増収を見込み、対前年度比
2％、約2億1,800万円の増額となりました。

その他
45億5,100万円 18％
（＋2％）
繰入金、
各種交付金、
分担金負担金、
使用料手数料 他

市債が新中学校建設事業や清掃工場長寿命化工事
等の大型事業の財源として、対前年度比10％、約1億

地方交付税

8,600万円の増額となりました。

16億8,200万円
6％
（△3％）

一方、国県支出金が二酸化炭素排出抑制対策事業費
等補助金や畜産競争力強化対策整備事業費補助金の減
等により、対前年度比4％、2億2,200万円の減額とな
りました。

歳入合計

市債
20億4,900万円
8％
（＋10％）

国県支出金
55億7,700万円
22％
（△4％）

また、地方交付税については、特別交付税の減によ
り、対前年度比3％、5,900万円の減少となりました。

平成29年度一般会計目的別歳出予算

その他

目的別歳出予算の内訳を見ると、全体の3分の1以
上を占める民生費は障害者介護給付費や、国民健康保
険事業特別会計繰出金などの増額等により対前年度比

市税

256億1,000万円
117億5,100万円
（前年度比＋1％） 46％
（＋2％）

18億9,700万円 7％
（△9％）

公債費
19億9,600万円
8％
（＋3％）

7％、約6億6,900万円の増額、教育費は新中学校建設
事業、中央生涯学習センター施設改修事業の増額等に
より対前年度比3％、約1億600万円の増額となりまし

土木費
24億900万円
9％
（△3％）

建築事業や、普通財産等売却収入の財政調整基金積立
に伴い、対前年度比4％、1億1,300万円の増額となり

民生費

歳出合計

98億5,700万円
256億1,000万円
（＋7％）
（前年度比＋1％） 38％

た。また、総務費では、寄附金を活用した区民会館の

衛生費
29億8,800万円
12％
（△14％）

ました。

総務費

一方、衛生費は清掃工場延命化事業の増額等がある
ものの、GPP事業の終了等に伴い、対前年度比14％、4

教育費

30億700万円
12％
（＋4％）

34億5,600万円
14％
（＋3％）

億7,300万円の減額となっています。

平成29年度一般会計性質別歳出予算
財政構造を分析するために、一般会計の歳出をその
経済的性質を基準として分類したものが右の性質別予
算です。
年々増加する社会保障関係経費について、扶助費は
障害児・者施設の充実に伴う給付費の増額や、生活保
護世帯の高齢化に伴う医療扶助費の増額等により対前
年度比8％、4億4,200万円の増額となりました。繰出
金についても、保険給付費の増額に伴う国民健康保険

その他

公債費

5億2,600万円 2％（＋10％）
積立金、
維持補修費、予備費
貸付金、
投資及び出資金

19億9,600万円
8％
（＋3％）

投資的経費

扶助費

22億8,400万円
9％
（△18％）

補助費等
25億2,800万円
10％
（＋4％）

61億9,300万円
24％
（＋8％）

歳出合計
256億1,000万円
（前年度比＋1％）

事業特別会計繰出金の増額により前年度比6％、1億
6,300万円の増額となっています。
一方で、国の補正予算に伴い学校や武道場建設事業の
28年度3月補正への前倒しによる影響などで、投資的経
費が前年度比18％、5億100万円の減額となっています。

5
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47億3,600万円
18％
（△2％）

繰出金
29億8,900万円
12％
（＋6％）

物件費

人件費
43億5,800万円
17％
（±0％）

平成29年度当初予算案

将来に希望の持てるまちを
実現するための新たな取組
④観 光資源を活用した活性化へ
の取組

②安心した出産と、子育ての負担
を軽減するための取組

①生涯活躍のまちを支える取組

文化財を保護継承して活用する

乳幼児の集団検診を実施する

健康相談・健康教育を実施する

1,183万2千円

670万8千円

70万2千円

担当／教育委員会

担当／保健福祉部

担当／保健福祉部

牛 久 市 の 更 な る 活 性 化 を 図 る た め、

3～4か月児、1歳6か月児、3歳児健診等

健康に関する相談や講演会・予防教室

シャトーカミヤの
「日本遺産」
認定に取

を実施し、こどもの成長・発達の確認、

を開催し、市民の健康づくりへの啓発

り組みます。牛久市の歴史的魅力や特

疾病の早期発見および基本的な生活習

を継続して実施いたします。加えて糖

色を、日本国内だけでなく、海外への

慣の獲得等、育児支援を継続して実施

尿病患者に「糖尿病連携手帳」
を配布し、

戦略的な発信につなげます。

します。加えて、安心して就学を迎え

自己管理、関係機関の情報共有を通し

る環境を整えるため、問診票による5歳

て重症化を防ぎ、医療費削減に向けた

になる子どもへの成長発達確認と、希

取り組みを行っていきます。

望者への個別相談に取り組みます。
【一般会計】生活習慣病健診などを
国指定重要文化財シャトーカミヤ

妊産婦と乳児に医療機関検診を
実施する

旧醸造場施設 旧事務室

7,581万5千円

⑤再び転入超過の波を呼び込む
まちの整備

担当／保健福祉部

実施する

1,210万3千円

【一般会計】胸部・胃・大腸・前立腺の

6,261万円

検診を実施する

医療機関への妊婦一般健康診査
（14

【国保特会】特定健康診査・特定保健

回）及び乳児一般健康診査
（1回）を実

指導を実施する 8,624万6千円
【後期高齢特会】後期高齢者に健康診
査を実施する
1,762万1千円

施し、安心・安全な出産、母子の健康管

ひたち野うしく地区に中学校を建
設する

理への支援を継続して実施します。加
えて、産婦に対して2回の健康診査を



2億4,746万3千円
担当／教育委員会


実施し、産後うつや新生児への虐待予

特定健診または基本健診、がん検診に

防を図ります。健診後、必要に応じて

ついて、集団検診と医療機関検診を継

ひたち野地区の生徒数増加に伴う下根

平成28年度よりスタートした産後ケ

続して実施します。加えて、協力医療

中学校の過大規模校化を防ぎ、生徒一人

アなどの支援につ

機関以外で実施した検診への助成を開

ひとりにより良い学習環境を提供する

なげ、妊娠期から

始します。受診率向上に取り組み、重

ため、平成32年4月開校を目指し、ひた

子育て期にわたる

症化を予防し、将来的な医療費の削減

ち野地区への新中学校建設を進めます。

切れ目のない支援

を図ります。

担当／保健福祉部

体制を整備してい

都市計画マスタープランに基づ
くまちづくりをデザインする

308万7千円

担当／建設部

地域特性、社会情勢にあった土地利用、
整備計画を検討します。平成29年度は、

きます。

③地域経済の活性化・経済循環
の取組

歯周病検診及び歯周病予防教室
を実施する
426万5千円
妊婦・乳幼児とその保護者に対して、
教室・相談を実施する
24万円
担当／保健福祉部

ひたち野地区に宅地供給できるよう検

牛久市商工会の運営を助成する

30・40・50・60・70歳の方を対象に、

討調査を実施します。

1,756万9千円

担当／環境経済部

医療機関による歯周病検診を継続して

牛久市商工会の運営に対し助成を行い

実施します。加えて、歯周病検診対象者

牛久運動公園武道場を新設する

ます。平成29年度は、引き続き各部会

等への歯周病予防・口腔機能を向上す

3,500万円

担当／教育委員会

事業等の支援、中小企業の経営改善・

る教室を開催し、一人当たり医療費が

平成31年度に開催される「いきいき茨

発展を支援する経営改善普及事業への

最も高額な歯科にかかる医療費削減に

城ゆめ国体」の空手道の会場に予定さ

支援に加え、新たに、商工会主体の中

むけた取り組みを行っていきます。ま

れている、牛久運動公園に武道場を新

小企業活性化事

た、乳幼児においても、新たに1歳児

設し、国体の開催だけでなく、日本古

業
（まちゼミ・見

歯みがき相談・指導に取り組み、早期

来より継承される様々な
「武道」
を通し

本市・就職フェ

からの歯磨きの習慣化による虫歯の罹

て、広く市民のスポーツ振興や、生涯

ア等）の開催支

患率の抑制を図ります。

スポーツ社会の実現を図ります。

援を行います。
牛久市商工会

広報うしく 2017年3月1日号
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お知らせ

年第１回市議会定例会 提出予定議案

ことに伴い委員の報酬を定め

◆議案第３号
牛久市職員の勤務時間、休暇
等に関する条例の一部を改正

◆議案第７号

牛久
 市税条例等の一部を改正
する条例について

伴い、農業委員の報酬額を改

び法人の市民税率の引き下げ

地方
 税法の改正に伴う軽自動
車税環境性能割の創設、およ

担当／総務部税務課

め、農地利用最適化推進委員

等について改正するものです。
るものです。


◆議案第６号

牛久市職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例について

牛久
 市放課後児童対策施設の
設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例について

よび配偶者がない場合の父母

人事院勧告に基づき、扶養手
当の月額について、配偶者お



費
（おやつ代）
等の会計処理を、

ラブにおいて行っている間食

さく
 ら台児童クラブの廃止に
伴う開級日等の変更、児童ク

担当／教育委員会放課後対策課

等について、平成 年度から

担当／総務部人事課

◆議案第８号

の報酬額を定めるため改正す





地方 公 務 員の育児 休 業 等に関
する法律等の改正に伴い、職員

員会等に関する法律の改正に

るため改正するもの、農業委

例について

牛久市職員の育児休業等に関
する条例の一部を改正する条

◆議案第４号

する条例について

新た に 認 知 症 初 期 集 中 支 援
チーム検討委員会を設置する

回市議会定例会が、３月２日から３月 日（会期 日間）
まで開催されます。この定例会に提出する予定の条例の

条例の改正案
◆議案第２号
牛久市一般職非常勤職員等の
任用、勤務条件等に関する条
例の一部を改正する条例につ
いて
育児休業、介護休業等育児又
は家族介護を行う労働者の福

の育 児 休 業 およ び 介 護 休 暇の

担当／総務部人事課

祉に関する法律の改正に伴い、

制 度 につ い て 改 正 す る も の で

担当／総務部人事課

一般職非常勤職員の介護休暇

す。



の制度について改正するもの
です。

◆議案第５号
牛久市特別職の職員で非常勤
のものの報酬及び費用弁償に



関する条例の一部を改正する
条例について

総務課
☎内線1011
財政課
☎内線1221

問

平成
第
24

29

改正案の概要について、市民の皆さんにお知らせします。

23

担当／総務部人事課

同じく段階的に増額するもの

段階的に減額し、子について

るため改正するものです。

市の一般会計に計上し執行す
です。

広報うしく 2017年3月1日号
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お知らせ

◆議案第９号
牛久市放課後児童健全育成事
業の設備及び運営に関する基
準を定める条例の一部を改正
する条例について
担当／教育委員会放課後対策課


放課後児童対策支援員の資格
要件に、義務教育学校教諭の
資格を有する者を加えるよう
改正するものです。
◆議案第 号
牛久市地域包括支援センター
の運営及び人員に関する基準
を定める条例の一部を改正す
る条例について
担当／保健福祉部高齢福祉課


介護保険法施行規則の改正に
伴い、関連する条項を改正す
るものです。

※議案については、
追加または
変更になる場合がありますの
で、
あらかじめご了承ください。

３月補正予算案

一般会計補正予算
現在の歳入歳出予算額から６
億８２０１万 千円を減額し、
予算総額を２８１億８６４３
万８千円とするものです。主

国民健康保険事業特別会計

です。

予算を１万５千円とするもの

です。

億７７７２万２

要見込み額の減額を行うもの

千円とするもので、今年度不

予算総額を

現在
 の歳入歳出予算額から２
億１６５０万４千円を減額し、

介護保険事業特別会計補正予算

補正予算

現在の歳入歳出予算額から６
９３万５千円を減額し、予算

総額を１００億１４５０万６

千円とするもので、今年度不

要見込み額の減額を行うもの
です。
公共下水道事業特別会計

な内容は次のとおりです。
【民生費】

工業用地造成事業特別会計

現在
 の歳入歳出予算額に１万
円を増額し、予算総額を１０

補正予算

とするもので、今年度不要見

０１万円とするもので、企業

額を２６億２２１１万４千円

現在の歳入歳出予算額から２
５１９万円を減額し、予算総

補正予算
２５０万４千円

◆地域介護拠点等の整備に対し
助成する


・市内特別養護老人ホーム等に
対する施設整備補助金の増額。

込み額の減額を行うものです。

青果市場事業特別会計補正予算

誘致事業等推進基金預金利子
◆ 牛久
 運動公園の駐車場を整備する

後期高齢者医療事業特別会計

の増額を行うものです。
８８０万円

現在の歳入歳出予算額から１
５８万４千円を減額し、予算


小規模水道事業特別会計予算

額の減額を行うものです。

るもので、今年度不要見込み

補正予算

・運動公園駐車場整備工事費の
増額。
【教育費】
◆牛久運動公園武道場を新設す
る（経済対策分）

小規模水道維持管理基金預金
利子の発生に伴い、歳入歳出

億３５００万４千円

行うものです。

増額に伴う、納付金の増額を

とするもので、保険料収入の

総額を

現在
 の歳入歳出予算額に４７
１６万８千円を増額し、予算

総額を１８４１万６千円とす

【土木費】

49

7

２億５７１２万８千円

・武道場建築事業費等の増額。

14

10

8
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生涯楽習講座

平成29年度前期 牛久市生涯学習センター生涯楽習講座一覧
問

中央生涯学習センター

受講の申し込み＆注意事項
◆対象

中央生涯学習センター☎871-2301
◆申し込み先・記入方法

※電話･窓口でのお申込みはできません。

表

市内に在住・在勤・在学の方に限ります。

◆申込方法

〒300-1211

はがきに必要事項を明記の上、右記宛てに郵送してください。講座

牛久市柏田町
1606-1

ごとに1人1枚でお申し込みください。講座の開催日をよくご確認の上、お申し
込みください。
◆申込期間

3月1日（水）～各講座の締め切り日（必着）。申し込みが定員を超えた

牛久市中央生涯
学習センター
講座係

場合は抽選となります。抽選結果は通知します。代理受講はできません。
※申し込みが少ない場合など、諸般の都合により講座が中止、または日程変更
となる場合がありますので、予めご了承ください。
◆受講料・教材費の支払い方法 第1回目の講座当日に全額を釣り銭のないよう現

裏

金でお支払いください。※教材仕入れ後のキャンセルにつきましては実費をいた

①氏名・ふりがな

だきます。また、お支払いいただいた受講料･教材費の返金はできません。
◆問い合わせ先
◆その他

性別・年齢
②郵便番号・住所
③電話番号
④講座名（1講座）

中央生涯学習センター講座係☎871-2301

講座の開催場所にかかわらず、申し込みは全て中央生涯学習センター

宛てとなります。申し込みに関する問い合わせは、中央生涯学習センター講座
係までお願いします。講座内容については、開催する各センターへお問い合わ
せください。応募者の個人情報につきましては厳重に管理し、講座開催に係る
事務のみに使用します。

中央生涯学習センター開催講座 ☎871-2301
講座名
おうちごはん

講

師

料理研究家
石塚ナツ子

管理栄養士
ひでよ

根本偉代

親子料理教室
【午後の部】

牛久歴史
リレー講座
【テーマ】
「輝く茨城の
先人たち」

9

定

員

締切日

日程／時間

28人
先生の楽しいおしゃべりと簡単で美味しいアイ
5/31、6/14・28
デア料理の講座です。
お気軽にご参加ください。 5/1
3回10：00～13：00
（月） （水）

簡単なさばき方の伝授とお魚を残すことなく手
早く、
簡単にできる料理です。
（この講座は、
NPO法
人食生態学実践フォーラム事業の一つとして開
催のため教材費は無料）

28人
5/9
（火）

6/9
（金）1回10：00～13：00

20組
8/11
親子で楽しく料理に挑戦しよう！（メニュー：未定） 7/11
1回9：30～12：00
（火）（金）
夏休みの思い出に親子料理はいかがですか？
20組
8/11
※午前・午後のご希望の時間帯でお申し込みください。
1回13：30～16：00
7/11
（火）（金）

親子料理教室
【午前の部】

書に親しむ

容

料理は初めてという方もご一緒に楽しく料理を
28人
5/12、6/2・16・30、7/7
作りましょう！今回のテーマは、
「肉料理」
です。
（金）
5回10：00～13：00
4/22
（土）
ぜひご参加ください。

男の料理

おいしい魚料理

内

書家
くはち

大山九八

お気に入りの言葉の作品を制作して、
自分の部屋
に飾ってみませんか。
それなりのコツを丁寧に伝
授します。
初心者大歓迎、
気軽にご参加ください。

5/15・29、6/5・19、7/3・
15人
17・31、8/7・21、9/4
4/15
（土） （月）10回10：00～12：00

歴史・文化財について学ぶ絶好の機会です。
ぜひご参加ください。
①6/3
80人
①「鷹見泉石-国宝のモデルが蒐めた文化財」講師：永用俊彦氏（古河歴史博物館）
②6/10
②「佐藤進とその時代-東洋-と讃えられた名医の生涯-」講師：石井裕氏（茨城県立歴史館）
③6/17
③「佐竹氏の成立-新羅三郎義光から佐竹昌義へ-」講師：高橋修氏（茨城大学）
④7/22
④「板谷波山の陶芸－時代を知り、人を知る」講師：花井久穂氏（茨城県近代美術館） 5/6
（土） ⑤7/29
⑤「横山大観－生涯と作品」講師：稲葉睦子氏
（茨城県近代美術館）
（土）
5回10：00～12：00

広報うしく 2017年3月1日号

受講料
教材費
600円
2,400円
1,000円
4,000円
200円
0円
200円
1人600円
200円
1人600円
2,000円
実費
1,000円

1,500円

お知らせ

講座名

森田

師

武

内

容

芭蕉は死をも覚悟し、
先人の辿った奥州の歌枕を
尋ねる紀行を奥の細道として残した。
これらを講
座で解説し、
実際にバスで尋ねます。

ガーデニング入門 ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄﾏｽﾀｰ 基本的なガーデニングの知識をお教えします。
お
福元 美江子
花を取り入れた生活をしてみませんか？
～初夏の寄せ植え～
日頃運動不足を感じている方、身体に柔軟をつ
けて効果的なエクササイズを身につけましょう
ｴｱﾛﾋﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
マットエクササイズ
ストレス解消やダイエットにも効果的かも・・
【託児付】
石塚 美樹
※託児希望の方は、
お子様の氏名・年齢
（受講時
10ヶ月以上）
を記入してください。

中央熟年大学
【テーマ】
「元気で生き生き
とした人生を送
るために：頭と体
の健康の秘訣」
（60歳以上の方
対象）

【企画講座】
幸せ職場計画

ﾀﾞﾝｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
ず し

圖司 美奈代

員

日程／時間

締切日

5/19
（金）
，20
（土）
30人
5/23
（火）
3回10：00～12：00
4/15
（土）
※5/23は移動教室
10人

5/24
（水）
1回10：00～12：00
4/25
（火）
20人

絵本の力を借りて、その人のありのままを自然
【企画講座】
基礎絵本ｾﾗﾋﾟﾆｽﾄ
に引き出す大人のための
「ふれあいと、
気づきの
大人のための
松内 貴代子
ワークショップ」です。
（お茶とお菓子付）
絵本セラピーカフェ

教材費
600円
移動教室
は別途
200円
2,800円
1,000円

4/20
（木）

5/17・31、6/7・21、7/5
（水）
5回13：30～15：00

5/11・18・25、6/1・8・15・
22・29、7/6・13、8/3・
20人
10・17・24・31、9/7・14・
21・28、10/5、11/2
（木）
23回17：30～19：00
10/14
（土・リハ予定）
4/14
（金） 11/12
（ 日･発 表 予 定 ）
※時間は後日連絡

元気で生き生きとした人生を送るうえで健康を維持して行くこ
とは大切なことです。本講座では、頭と体のそれぞれの面からの
健康習慣に焦点をあて、
「健康であり続けることが、人生において
45人
どれだけ重要なことなのか」
「健康寿命を延ばすためにどうした
らいいのか」
「そこに運動や栄養がどのようにかかわっているの
①5/11
か」
「頭の健康を維持、増進させていくための日常生活にはどのよ
②5/18
うなものがあるのか」などのトピックについて、データに基づく
③5/25
秘訣を体系的に紹介します。
④7/13
①「健康のもつ意味」講師：大川一郎氏
（筑波大学人間系教授）
（木）
4回10：00～11：30
②「頭にいい生活習慣」講師：山中克夫氏
（筑波大学人間系准教授）
③「体にいい生活習慣－運動と栄養－」
4/17
（月）
講師：山田実氏（筑波大学人間系准教授）
④「減塩で伸ばそう健康寿命！～健康づくりは地域づくりです～」
講師：高田彰氏（国立循環器病研究センターバイオバンクNCBN推進室長）
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究家 どうすれば働きやすい職場が作れるかを皆さん
石﨑 博幸
で楽しく笑って語りあい、
学んでいきます。

受講料

12人

5/20、6/3、10、17
（土）
4回
4/20
（木） 13：30～15：00
30人
4/15
（土）

5/13、6/10、7/8
（土）
3回13：30～15：00

0円

4,600円

衣装代
別途

0円

0円

400円
0円
300円
300円

かっぱの里生涯学習センター開催講座 ☎871-2302
講座名

講

師

内

容

定 員
締切日

日程／時間

はじめての鉛筆
デッサン

造形作家
佐久間 あすか

初心者の方のための、鉛筆デッサンのレッスン
です。牛久郷土かるたの絵師佐久間先生のご指
導のもと、10月の文化祭の展示を目指します。

5/24・31、
6/7・14・21・
28、
7/5・12・19・26
（水）
10回
4/25
（火）
10:00～12：00

【企画講座】
写真を楽しむ
（初級～中級）

写真家
佐々木 元彦

デジタルとフィルムカメラの使い方。風景、ス
ナップ、美術等のプロのテクニックを伝授しま
す。野外撮影実習。

5/20，
6/17，
7/15，
8/19，
9/16
（土）
5回
4/20
（木）
13：30～15：30

【企画講座】
人物写真講座
（自然光編）

写真家
島田 さとし

自然光での人物写真の基本を教えます。機材の
選び方、背景の選び方、光の使い方等。

5/13，
20，
27
（土）
3回
4/15
（土） 10：00～11：30

14人

20人

15人

受講料
教材費
2,000円
1,600円
500円
0円
300円
1,800円

広報うしく 2017年3月1日号

10

かっぱの里生涯学習センター

小学生のための
ヒップホップダンス
教室

リズムの取り方を練習して、ステージ発表に向
けた振り付けを学びます。市民文化祭洋舞発表
の出演に伴い、衣装
（Tｼｬﾂ等）を揃える場合があ
ります。
※はがきに氏名・住所・連絡先・学校名・学年・講
座名を記入してください。

定

中央生涯学習センター

奥の細道
縁の地（歌枕）

講

生涯楽習講座

中央生涯学習センター開催講座 ☎871-2301

生涯楽習講座

奥野生涯学習センター開催講座 ☎875-1133
講座名

講

料理研究家
椎名 房江

簡単！お菓子作り

奥野生涯学習センター

着物リメイク

内

容

【1回目】満月まんじゅうレンジで簡単カスター
ド入り！【2回目】秋はクルミ饅頭と簡単に作れ
る美味しい八つ橋です。

定

員

締切日

日程／時間

受講料
教材費

16人

400円

9/7・21
（木）
2回13：30～16：30
8/7
（月）

1,000円

10人
5/12・19・26、
6/2・9
｢はなえﾌﾞﾗﾝﾄﾞ｣主宰 着物をチュニック、コートに楽しくリメイクしま
5回13：30～17：00
せんか！ミシン、アイロン、アイロン台を使います。 4/14
足立 華江
（金） （金）
ｺｰﾋｰｱｶﾃﾞﾐｰ
ﾄﾞﾝﾏｲｽﾀｰ
小池 美枝子

お家カフェを
始めよう
！
奥野熟年大学
（60歳以上の方対
象）

師

どこにでもあるコーヒーが、豆選びや淹れ方次第で
ここにしかないコーヒーに。カフェに合う軽食も作
ります。楽しいランチタイムを過ごしましょう。

①「にせ電話詐欺に遭わないために」 講師：交通防災課職員
「交通安全ルールをまもろう！」 講師：交通安全教化員
②移動教室（北茨城方面）

三日月橋里生涯学習センター

【企画講座】
芝生でヨガ

渡邉 由美子

難しいポーズはしません。空の下で気持ちよく
体を伸ばし、心と体をリラックスして大地と一
体になりましょう。

16人
4/17
（月）

1,000円
0円
600円

5/16・23・30
（火）
3回10：00～13：00

2,400円

80人

①6/16
②6/30
5/16
（火） （金）
2回10：00～12：00

0円
移動教室
別途徴収

10人

400円

5/13・20・27、
6/3
4回9：00～10：00
4/15
（土） （土）

0円

三日月橋生涯学習センター開催講座 ☎874-1340
講座名
身体と心に
「薬膳」
低カロリーなのに
おいしいレシピ

田舎まんじゅう

講

師

薬膳研究家
井上 舞衣
料理研究家
石塚 ナツ子

料理研究家
椎名 房江

内

容

定

員

締切日

日程／時間

教材費

12人
7/4，
11，
18
薬膳と聞くと何か難しくて薬臭いイメージがあり
3回10：00～13：00
ますが、
身近な食材を使って美味しく作る講座です。 6/5
（月） （火）
ダイエットや病気のためにカロリー制限が必要
な方に役立つ料理講座です。
大切な身体、
内側か
らしっかりメンテナンスしましょう。

600円
1,600円

15人

600円

9/14，
21，
28
3回10:00～13：00
8/15
（火） （木）

1,800円

15人 （第1回）
6/14
昔おばあちゃんが作ってくれた、懐かしい手作り
（水）
1回10:00～13
：00
5/20
（
土）
のおまんじゅう。あの味がリアルに再現できます。
※同じ内容で開催しますのでどちらかにお申し
15人 （第2回）
6/28
込みください。
1回10：00～13：00
5/31
（水） （水）

200円

800円

レクダンスを
ご一緒に

ﾀﾞﾝｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
中野 亨子

7/2・9・16・23
コーヒールンバ・ビューティフルサンデー・365日の
16人
（日）
・4回
紙飛行機といった軽快な曲に合わせて楽しく踊り
（月） 10：00～12：00
ます。健康体操を兼ねた気軽に楽しめるダンスです。 6/5

着物で作るリメ
イク日傘

着物ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
国定 圭子

タンスにしまいこんである着物で、日傘を作っ
てみませんか？着物のほどき方・洗い方からご
指導いたします。世界に一つだけのオリジナル
日傘で、
夏のお出かけに華を添えましょう。

6/3，
17，
7/1，
15
（土）
・4回
5/10
（水） 10：00～12：00

①お薬の話 講師：茨城県薬剤師会
②夏に元気なおかず 講師：石塚ナツ子
③移動学習
④おしゃれ 講師：松永初子
⑤落語 講師：らく塾亭らく之

①6/5
（月）
②7/3
（月）
③9/5
（火）
④10/2
（月）
（土）
5/19
（金） ⑤11/4
5回13：30～15：00

三日月橋熟年大学
【テーマ】身の回り
（60歳以上の方対象）

受講料

800円
200円
800円

0円

10人

800円
1,000円

100人

0円
移動教室
別途徴収

「企画講座」～講師経験のない方や少ない方を応援します～
「企画講座」
は､ 牛久市民および近隣の皆さんが自ら企画し講師となって開催する講座で、今まで多くの方が講師と
して活躍されています。
「ご自身の経験や技術を市民の皆さんに教えたい」とお考えの方は、奮ってご応募ください。
◆後期募集概要

平成29年11月～平成30年3月のうち3～5回開催し､ 10人以上の受講生を見込める講座の企画。

※同一年度内で、1講師1企画までとし、自宅およびその他の施設などで教室を主宰していないもので、同じ内容の
企画を3年間提案がないこと。後期の募集は3企画です。企画の採用は､ 文化芸術課において審査します。
◆応募締め切り日

平成29年5月18日
（木）
必着

※申請書・同意書は､ 各生涯学習センター窓口または牛久市ホームページをご利用ください。
◆問い合わせ先

11

中央生涯学習センター☎871-2301（講座担当）

広報うしく 2017年3月1日号

お知らせ

第

回

分団は、入団して

牛久市消防団第 （北部）分団

第

18

牛久市消防団第18（北部）分団
問題が発生しても皆で話し

作業を行っています。
また、

員同士協調し、てきぱきと

団でありたいと思っていま

して、安心を与えられる分

と共に日々安全を支え、そ

活動しています。これから

担し、真剣、かつ、楽しく

広報や夜回りなど、皆で分

害警戒、火災多発期の防火

やその他のイベントでの災

水出し訓練、地域のお祭り

定期的に行う車両点検や

分団です。

す。

団員一同、地域の皆さん

心掛けていきます。

かな消防活動が行えるよう

団員数：20人 平均年齢：53歳
まつかわひろひと
あきたしゅういち
分団長：松川博仁 部長：秋田修一

合って解決できる仲の良い

く、訓練や火災現場では団

年以上のベテラン者が多

10

も、地域の防火防災のため

ご相談は牛久市消費生活センターへ
相談日 月～金曜日
（午前9時～午後4時）
問 牛久市消費生活センター
☎830-8802

ソコンやスマートフォ

最近は物件情報をパ

し、 確 認 し て か ら 借 り

れた内容を十分に理解

変重要な書類です。書か

事項等」が記載された大

貸主がどのような条

件 で 貸 す か、 借 主 が ど

のような条件で借りる

か は、 当 事 者 間 の 合 意

で自由に定めることが

できます（契約自由の原

則）。両者の合意された

内容を書面にしたもの

が賃貸契約書です。借主

に不利な特約があった

して有効です。契約する

としても、特約は原則と

前によく確認すること

が大切です。

重 要 事 項 説 明 書 は、

「 ① 物 件 の 状 況、 ② 取 引

条件、③その他取引判断

12
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賃貸住宅を契約するときのポイント

春は入学、就職、転勤などで新たに賃貸住宅を借りる

ことが多くなる季節です。楽しく新生活がスタートで

ンから取得することが

るかどうかを判断しま

に重要な影響を及ぼす

きるよう、契約する際には十分ご注意ください。

物件の内覧・確
認をする

多く、間取り図や外観・

しょう。

契約内容に納得
して契約する

部屋の状況を簡単に見

ることができます。しか

し、物件の内覧・確認も

行わずに契約してトラ

ブルになるケースが多

数見受けられます。必ず

契約前に自分の目で確

認しましょう。また、い

くつかの物件を比較検

討中でありながら、とり

あ え ず「 入 居 申 込 書 」を

書くといったことはや
めましょう。

重要事項説明
内容の理解

Point

3

18

訓練に励み、有事には速や

1

Point

2

Point

22

牛久市消防団では、
団員を募集しています！
詳しくは交通防災課まで
問 交通防災課☎内線1682、1683

めざせ！生涯かっぱつ

問

健康づくり推進課
（市保健センター内）
☎内線1742、1743

産後ケア事業
出産後の女性は、赤ちゃんの世話と心身の回復のため、一定期間は家族等による家事
や育児のサポートが必要になります。しかし、核家族の増加、晩婚化・晩産化などのた
め、祖父母等の支援が得られない方が増えています。
そこで牛久市では、平成28年4月より、県南地域では初めてとなる「産後ケア事業」を開始しました。以下の
要件に該当される方は、ご相談ください。12月までに7人の利用があり、
「休息できてよかった」「母乳の与え方
がわかった」
等の声をいただいています。
◆対象者：牛久市に住所を有する方で産後概ね４カ月までの親子で
以下のいずれかに該当する方
＊産後、家族等から家事・育児の援助が受けられない方
＊産後の生活に不安があったり、子育てに心配がある方
◆利用の内容
＊お母さんと赤ちゃんの健康確認
＊授乳や沐浴の指導、乳房ケア、育児相談など
◆利用施設
○社会医療法人若竹会つくばセントラル病院（牛久市柏田町1589-3）
○椎名産婦人科（牛久市中央5-12-20）
※上記2カ所の医療機関で出産していない方も利用できます。
◆利用時間・利用回数・自己負担額
内容
1回あたりの利用時間
デイケア
（通所） 午前10時～午後5時（昼食付き）
ショートステイ 午前10時～翌日午前10時（3食付き）
◆申し込み・相談

利用回数
1人5回まで

自己負担額
1日2,500円
1泊5,000円

健康づくり推進課☎873-2111（平日午前8時30分～午後5時15分）

市県民税（住民税）、
所得税の申告はお済みですか



平成29年度（平成28年1月から12月末日までに得た所得）の
申告受け付けは３月１
５日（水）までです ※土･日曜日を除く。
受付時間

午前８時４５分～午後４時（開場：午前８時）

受付場所

市保健センター研修室（２階）

公的年金等受給者に係る確定申告不要制度（※）に該当する方で、確定申告書を提出しない方は、
市県民税の申告により各種所得控除を受けることができます。
※公的年金等受給者に係る確定申告不要制度…平成23年分以降の各年分において、公的年金
等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金
額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。なお以下の場合には
申告が必要になります。
※所得税の確定申告が必要のない場合であっても、市県民税の各種所得控除を受けるために
は、市県民税の申告が必要となります。
※所得税の還付を受けるためには、確定申告書の提出が必要となります。
※確定申告書の提出が要件となっている控除（例えば純損失や雑損失の繰越控除など）の適用
を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。
問 税務課☎内線1056～1059
13

広報うしく 2017年3月1日号

私たち青少年相談員は、青少年の健全育成、非行防止、
そして環境健全化のために活動しています

11

― 愛のパトロール ―

た ボ ー ル ペ ン に は「 あ い さ

いということを実感しました。

「トミジュン」こと富島さん

は、自身の非行少年になった

体験を面白おかしく、且つリ

アルに話されました。更生し

た後は次々と立ち塞がる壁を

今回の研修は茨城農芸学院

受けて、会場に入りました。

ン の ホ ゴ ち ゃ ん 」の 出 迎 え を

護 の マ ス コ ッ ト「 更 生 ペ ン ギ

少傾向にあるとはいうものの、

容でした。少年非行は年々減

行についての分かりやすい内

海外勤務の話も交えた少年非

だ ろ う と 思 っ て い ま し た が、

た。講演を聞く前は固い話題

易に非行に向かわせてしまう

周囲の人間関係が青少年を容

こ の 講 演 で は 家 族 と の 関 係、

でいっているような方でした。

うことなど、本当に小説を地

たまに「やんちゃ」が出てしま

され、現在に至ります。でも、

乗り越え、実業家として活躍

の小山院長とオートチャンプ

薬物や女子の非行、そして家

ことが熱く語られました。

長できる環境を整えることが大切です。

市では、
「青少年の健全育成に協力する店」の登録を推

進しています。平成29年2月1日現在、市内105店舗に登

録していただき、青少年のためのより良い環境づくりに

ご協力をいただいています。今後も青少年の健全育成の

ために、地域の皆さんのご理解ご協力をお願いします。

すか？
がありま
見たこと
ッカー
このステ
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ま
だ
時
だ
し
帰らなくても
いいだろ？

市民会議との共催で、青少年

つは明るい家庭の第一歩」

かけを行いました。配布し

「子ども・若者育成支援協調月間」の
キャンペーンに参加して
～あいさつは明るい家庭の第一歩～
日、青少年育成牛久

の健全育成を目的としたキャ

の文字を記し、家庭でのあ

月

ンペーンを行いました。牛久

これからも、青少年が安

いさつの大切さを伝えてい

行きかう方たちに、啓発品の

心して成長できる環境づく

駅とひたち野うしく駅で通

ポケットティッシュやボール

りに向けての活動と協力を

ます。

ペン等を配布し、青少年の犯

続けていきたいと思います。

勤・通学帰りの方や買い物で

罪、非行を防止するための声

日、私たちは更生保

更生保護合同研修会に参加して
月

護、および学校教育関係者と
共 に、 河 内 町 農 村 改 善 セ ン
ターで合同研修会に参加しま

代表取締役の富島さんの講演

庭 環 境 な ど、 私 た ち 大 人 が

です。
小 山 院 長 の 話 は「 最 近 の 少

した。開場入口では、更生保

牛久駅でのキャンペーン活動

もっと気を付けないといけな

更生保護マスコット
「更生ペンギンの
ホゴちゃん」

年 非 行 と 立 ち 直 り 支 援 」で し

庭・地域社会・行政が一体となり青少年が生き生きと成

新規登録店：カメラのキタムラ牛久・中央店
カスミ牛久刈谷店

次代を担う青少年を非行や犯罪から守るためには、家

青少年の健全育成に協力する店

こども家庭課☎1732

問

29
13

第33条 深夜外出の制限

青少年相談員
だより

11
11

茨城県青少年の
健全育成等に関する条例

青少年相談員だより

立入調査を終えて
回 り、モニタ ー、そして

防犯ゲートを設置、防犯
カメラ等で監視している。
時 から 午 前

・酒、タバコの販 売につ
いて、午後
身分証を提示してもらい、

「 茨 城県 青 少 年の健 全
時の間は、全ての方に

犯罪への抑止に努めてい
確認後、販売している。

警察官の立ち寄りもあり、

基づき、立入調査を実施
るとのお話しでした。

育 成 等 に 関 す る 条 例 」に

10

しました。

9

録している店舗を対象に

育 成 に 協 力 す る 店 」に 登

調査は、「青少年の健全

制限の掲示をお願いして

コーナーへの入場時間の

るとのことで、
子供ゲーム

親子連れの来店者もい
バコと酒類の陳列箇所に

「 年 齢 確認 」
等の掲示がタ

月

日に、牛久市南

にあるスーパーマーケッ

24

した。

いし、立入調査を終えま

健全育成のご協力をお願

です！今後とも青少年の

ありました。万引は犯罪

が 非 常 に 多 い 」と の 話 が

者から高齢者まで、万引

なお、店長より
「未成年

ませんでした。

以上、特に問題はあり

ている。

・
「 未 成 年 販 売 防 止強化 」
、

店

店舗実施し、うち

者への販売防止を心掛け

書、ゲームソフト、がん
具、雑貨、古物など）
で立
入調査を実施しました。
成人向けの図書とＤＶ
Ｄコーナーの入口はきち
んと仕切られていました。
販売時、買取時の年齢確

トに立入調査を行い、次

認は証明書の提示を促し、

◆牛久南中学校区

あり、店舗全体で未成年

成人向けコーナーとの仕切り

終了しました。

月 日に、複合店
（古

◆下 根 中 学 校 区

知らせします。

舗の実施状況についてお

2

規定に従っているそうで

の内容を確認しました。
・青少年に有害な雑誌、そ
の他の雑誌の扱いはして
いない。

未成年販売防止強化の表示

11

す。従業員の定期的な見

25

・ 時間営業、出入り口に
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5
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トへの
イベン
の
館
図書
います
ちして
待
お
参加を

https://library.city.ushiku.ibaraki.jp/

昔話を語る会
日時：3月25日（土）午後2時～3時
場所：中央図書館視聴覚室（2階）
内容：日本のおはなし・世界のおはなしなど
対象：幼児から大人まで、むかしばなしが好きな方
定員：先着80人
申込方法：3月1日
（水）午前9時から中央図書館カウンターまたは電話で
申し込み
申し込み・問い合わせ：中央図書館☎871-1400

映画上映会 ～毎月第3日曜日は映画会の日～
◆場所

中央図書館視聴覚室（2階） ◆入場料

上映日

無料 ※受付不要

午前の部（午前10時～）

午後の部（午後2時～）

4/16（日） 大決戦！超ウルトラ8兄弟（邦画） 死海殺人事件（洋画）
5/21（日） ダンボ（アニメ）

名探偵ホームズ・黒馬車の影
（洋画）

読書団体連合会 平成29年度第1回自主講座 メインテーマ
『民俗学』
日時：4月15日（土）午後2時～
場所：中央図書館視聴覚室（2階）
演題：
「民俗学について」

映画上映会
3/19（日）
【午前の部】午前10時
「くるみ割り人形」
（人形劇・1時間20分）
【午後の部】午後2時
「壁抜け男」
（ミュージカル・1時間51分）

牛久おもちゃ病院

き

講師：徳丸亜木氏（筑波大学人文社会系教授）
入場料：無料

3月の予定

禁じられた遊び（洋画）

6/18（日） ムーミン 魔法の巻（アニメ）

とくまる あ

■中央図書館
☎871-1400
午前9時～午後9時
■市役所エスカード出張所
午前10時～午後7時
■リフレ図書カウンター
午前9時～午後5時
■奥野生涯学習センター図書室
午前9時～午後5時
■三日月橋生涯学習センター
図書室
午前9時～午後5時
■二小学区地区社協事務所
（田宮地区広場）
午前10時～午後5時

※席は自由

※事前申込不要

主催：牛久市読書団体連合会
問い合わせ：中央図書館☎871-1400

3/19（日）
午前10時～正午

おはなしよんで
3/1・8・15・22・29（水）
午後2時15分

おはなし会
3/11・18（土）
午後2時

おやこわらべうたの会in奥野
赤ちゃんと楽しめるわらべうた遊びの会です
日時：3月28日
（火）①午前10時30分～②午前11時～
※同じ内容で2回実施
場所：奥野生涯学習センター和室（1階）
対象：0～2歳の赤ちゃんとその保護者（赤ちゃんまたは保護者が
市内在住の方）
定員：各回先着10組
参加費：無料
申込方法：3月1日（水）午前9時から中央図書館カウンターまたは電話で申し
込み
申し込み・問い合わせ：中央図書館☎871-1400

おはなしイチゴ
3/4（土）午後2時

おはなしとんとん
3/12（日）午前11時

うさちゃんきいて
3/17（金）
午前10時30分

3月の休館日
全館休館日
3/13（月）
・27（月）

市役所エスカード出張所は
3/20（月・祝）も休館

広報うしく 2017年3月1日号
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牛久市体育協会事務局（牛久運動公園体育館内）
☎873-2486 FAX873-2895

牛久市文化協会事務局（文化芸術課内）
☎・FAX886-8993

牛久地区ダンススポーツ連盟

コーラス・タンポポ

代表

代表

前田隆久

問 代永☎080-4334-8757



棟元和子

問 ☎873-8053

FAX874-9041

昭和50年に発足し、華やかでエネルギッシュな安東
体協へ加盟して３年、生涯スポーツとして楽しめ

有貴恵先生の指導のもと、いろいろな分野の音楽に

るダンススポーツの普及のため、ダンスパーティの

挑戦しています。4月29日（土）、エスカードホールで

開催などの活動をしています。昨年立ち上げた直轄

春のコンサートを行います。ヨハンシュトラウスの

の
「ダンスサークルひまわり」では随時新規会員を募
集しています。

こうもり

「蝙蝠」等楽しい演奏会の予定です。
定期練習

定期練習

【日時】 毎週金曜日午前10時～正午

「ダンスサークルひまわり」

【場所】 中央生涯学習センター音楽室

【日時】 毎週水曜日午後7時～午後9時

【会費】 月3,500円

【場所】 中央生涯学習センター
【会費】 月会費2,000円

平成28年公益財団法人茨城県体育協会長
体育功労者賞受賞
牛久市体育協会会長
剣道部所属

鈴木

義隆さん

1月 20日、 ホ テ ル レ イ ク
ビュー水戸
（水戸市）で牛久市

●全日本相撲甚句協会 第19回発表会
日時 3月25日（土）
・26日（日）午前10時～午後3時
場所

両国・相撲甚句会館

入場料

無料

★発表会は2日間ありますが、牛久相撲甚句会は
25日に参加します。
問

牛久相撲甚句会（山下）☎871-4848

体育協会長剣道部所属の鈴木
義隆さんが受賞されました。

●利根町舞踊会

長きに渡り牛久市体育協会剣道部では部長、龍ヶ

日時

3月12日（日）午前10時30分

崎地区剣道連盟では会長を務め、会員育成を行うと

場所

利根町公民館

同時に、牛久市体育協会設立のころより合計35年以

入場料

上、同協会の運営・発展の礎を築き、牛久市民への

問

健康運動の普及・活性化に多大なる貢献をしていた
だきました。
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無料

日本のおどり 座（伏見）
☎090-2901-7002

歳）
（メス1
心咲
）
町
宮
（田
Ｉさん家
あいら

わん
にやん こ
問 環境政策課☎内線1563

わいいけれどなめ犬にはちょっぴり困っています。
掲載わん・にゃん募集中！ 環境政策課までご連絡ください

ドッグラン
3月8日
（水）
・12日
（日）
・22日
（水）
市民無料開放日 AM 9：00～11：00
問 ツインギー・アンド・パラダイス
（猪子町832-5）☎886-6616
この事業は、ツインギー・アンド・パラダイスのご厚意により、無
償で行っています。利用条件がありますのでお問い合わせください。

また、咬みつきでも同じ
ように「うちの犬や猫は、大
丈夫」と思いがちですが、狂
犬病に限らず、犬や猫は人
に感染する様々な菌を持っ
ていることがあります。咬
みつきが起きないことが一
番ですが、万が一に備え狂
犬病予防以外の予防接種を
受けることが大切です。犬
や猫も人間と同じように人
の好き嫌いがあり、話せな
いからこそ、飼い主の注意
が必要です。ペットを飼っ
てない人に対しても同様に
ご配慮をお願いします。

す。とにかく人懐こくて甘えん坊ななめ犬です。すごくか

現在、市で登録をしてい
る 飼 い 犬 は 約 ４ ８ ０ ０ 頭。
その中でも狂犬病予防注射
をしている犬は８割未満と
いうのが実態です。狂犬病
予 防 法 で は 犬 の 飼 い 主 に、
登録や狂犬病の予防注射を
毎年１回受けさせることを
義務付けています。飼い主
は、自分の飼い犬は大人し
いとか、室内飼いをしてい
るから大丈夫と思うかもし
れませんが、狂犬病は現在
でも世界各地で発生してい
ます。

我が家の四代目のシーズー犬です。もうすぐ1歳になりま

「毎月19日は食育の日」おとなも子どもも毎日食べよう朝ごはん！

問 健康づくり推進課（市保健センター内）☎内線1744

レタスと鶏だんごの
豆乳煮
【材 料】（2人分）
鶏ひき肉……… 200g
ねぎ（みじん切り）…30ｇ
酒………………… 大1
A 片栗粉………… 大1/2
塩……………… 小1/4
こしょう……… 少々
生しいたけ……… 20g
レタス………… 150g
水……………… 300ml
私は、食育推進のためのキャラク
鶏がらスープ顆粒…小1
ター
「USHIKU野菜オーケストラ」の
豆乳（成分無調整）… 200ml
一員、レタスのレタンナです。新鮮
片栗粉…………… 小2
なレタスはサラダだけでなく、炒め物にした B
水………………… 大2
り、スープに入れたりしてもおいしいですよ。
黒こしょう…… 少々
皆さんも、レタスの新しい食べ方にチャレン
ジしてみませんか？
1人分254kcal

このレシピは
「食と健康の応援団」ヘルスメイト
（食生活改善推進員）が作成しました

【作り方】
① ボウルに鶏ひき肉とAを入れてよ
く混ぜ、8等分にして丸める。
② し いたけは軸を除いて5mm幅に
切る。
③ フライパンに水、鶏ガラスープを
入れ沸騰させ、①の肉団子を入れ
て1～2分煮込み、団子の色が変
わったら、しいたけを加えて煮る。
④肉団子に火が通ったら豆乳を加え、
煮立つ前に手で大きくちぎったレ
タスを加えさっと煮る。
⑤仕 上げにBでとろみをつけ器に盛
る。お好みで黒こしょうをふって
できあがり。
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校舎
（写真２）は藁葺の
曲がり家で、３つの教

年に撮影され

た岡田第四尋常小学校
室と職員室で構成され

昭和
の卒業記念写真です
）。

年春に

新校舎建築工事が始ま

同校は昭和

ていました（図

▲大正初期に撮影された藁葺の校舎
（写真2）

（写真１）
。女化開拓地
年に建てられた

稀勢の里春連れ来たりときわ路に
天高く夢果てしない神宮の

森を四股踏む鬼のまわしよ
牛久市の総出の応援夢かない
稀勢の里関横綱昇進

側脈は

～

しゆういしゅ

対、裏面は淡緑色

堀さん

たけやん

松岡さん

草葉

枝さん

型の葉３～６個をつけた短い枝

が出て、先に花穂が直立し、長さ

２～６㎝になります。雄しべは３

個、
花糸の下方は有毛。雌花の子

房は無毛。５月、果実が裂け、他

のヤナギ類と共に枠内写真のよ

うな白い綿毛のある種子が風の

強い日に舞い、雪が降っているよ

うな光景に出会います。名前は

漢字の立柳、木の姿が立ちあがっ

て見えることに由来します。

※牛久の里山樹木ハンドブック

ページに掲載。本に関するお

問い合せは牛久自然観察の森

山 の 会 樹 木 リ サ ー チ（ 文 章 … 戸

【資料提供】ＮＰＯ法人うしく里

（☎８７４・６６００）まで。

裂開始めの果実：
城中町稲荷川岸
平成12年5月12日撮影

移住者の寄付によって
明治

※写真2・図1ともに『女化 土づくりムラづくり苦闘百年』
昭和60年刊行より

ひさびさの雛の茶会に誘われて

日本の文化に心ふれあう

朝日のぼるし輝くひかり

北海道～九州に分布する落葉

小高木。牛久では牛久沼畔、
川岸

などに自生。
成葉は披針形ないし
さいきょし

長楕円状披針形。長さ５～ ㎝、

15

～ ㎜、縁に細鋸歯があり、
16 25

で白色をおびます。雌雄異株。小

18

幅

13

り、このとき藁葺の校

▲校舎前での集合写真
（写真1）

―

藁葺の校舎

12

31

13 1

舎は解体されました。

タチヤナギ

寒空に風に吹かれし身にしみる

第15回

結実期の樹冠：城中町稲荷川岸
平成12年5月16日撮影

文芸さろん
問 都市計画課
☎内線2524

【作品募集】
イラストや俳句、川柳、短歌など
【あ て 先】〒300-1292牛久市中央3-15-1
「広報うしく文芸さろん」
係 FAX：873-2512
E-mail：shimin@city.ushiku.ibaraki.jp
【記載事項】
作品、氏名、電話番号、匿名希望の
方はその旨
（ペンネームもOK）

塚昌宏、写真…渡辺泰）
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41

▲校舎平面図
（図1）

明治・大正・昭和の

昭和１
２年撮影

わらぶき

弥生
―

問 文化芸術課（中央生涯学習センター内）☎871-2301

「昔のうしく」
の写真を募集しています。

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

市からのお知らせ

●シャトーカミヤ ３Ｄプロジェクションマッピング
「BON APPÉTIT! ～ワインの街うしく～」

3 10・11
金

土

情報
ひろば

午後6時（最終上映午後8時）

随時上映

会 場

シャトーカミヤ（牛久市中央3-20-1）
※鑑賞エリアはシャトーカミヤ本館北側中庭になります。

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。

「牛久市シティ
プロモーション」

入場無料

フェイスブックページ
https://www.facebook.com/ushiku.citypromotion

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 秘書課
☎内線3201、3202

牛久市内初の大規模プロジェクションマッピングを開催！東日本
大震災の災害復旧が完了し、昨年7月から一般公開を再開している

「かっぱメール」
に
登録しましょう！

国指定重要文化財・シャトーカミヤの活用の一環として、牛久市の
魅力がたくさんつまった映像をシャトーカミヤに映し出します。
アクセス

JR常磐線
「牛久駅」
東口
（シャトー口）
より徒歩約8分

※公共交通機関でお越しください。車でお越しの際は近隣の有料駐
車場をご利用ください。
主

牛久市文化遺産活用実行委員会

共

牛久市、牛久市教育委員会

協力

後援

牛久市観光協会

オエノングループ シャトーカミヤ、株式会社日立ライフ ラ

イフツリーひたち野うしく、有限会社シンセイ
問

牛久市文化遺産活用実行委員会事務局
（文化芸術課内）

☎871-2301 FAX871-1334 □□
Ｅ bunka@city.ushiku.ibaraki.jp

かっぱメール

検 索

市政イベント、防災・防犯、
各学校など、市の情報をお届
けする「かっぱメール」にご登
録ください。かっぱメール登
録・解説ページ（牛久市公式
ウェブサイト）で
登録できます。ご
不明な点はお問い
合わせください。
問 情報政策課☎内線1673
FM

周波数
FMうしくうれしく放送 85.4
MHz

牛久情報満載の市民発信インターネットTV番
組をYouTubeで生放送！登録は上記から！
◆放送時間 平日午後6時45分～7時45分
問 NPO法人ちゃんみよTV☎・FAX871-8034
Ｅ chanmiyo@chanmiyo.tv
□

「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
午前11時～正午は牛久市広報番組を放送！
ング）
の月2回発
皆さんの生活に密着した情報が盛りだく
行しています。
市
さん！災害時の情報伝達にも役立ちます。 ホームページで
問 NPO法人牛久コミュニティ放送
も全ての内容を
Ｅ ushiku@fmuu.jp
☎875-8541 FAX875-8686 □
掲載しています。
生放送
「ひるラジ！」
月～金曜日午前10時～午後1時30分
（再放送：午後5時～8時30分）

広報うしく 2017年3月1日号
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項目の見方

日＝日程

所＝場所

内＝内容

対＝対象

定＝定員

講＝講師

￥＝費用

●マイナンバーのお知らせ
引越しの際は、住所の異動手続を忘れずに！

持＝持ち物

申＝申し込み方法

●稀勢の里応援団
稀勢の里関を応援しよう！
大相撲3月場所

住民票の住所の異動届
（転出届・転入届・転
居届など）は、国民健康保険、国民年金、選挙

3月12日から始 ま

人名簿への登録などにつながる大切な手続

る
「大相撲3月場所」

です｡ 住民の皆さまに送付しているマイナン

での稀勢の里関の

通知カード

バーの「通知カード」
、身分証明書となる「マ

勝数を予想してご応募ください。

イナンバーカード
（個人番号カード）
」の
「住

的中した方の中から10人に、
「稀

所」は最新のものにする必要があります。

勢の里応援団加盟店」から賞品

市区町村窓口での
「正確な住所の届出」が必

をプレゼント。さらに今回は横

要です。
（法律上の義務です）

個人番号カード

入学・就職・転勤等による引越しで住所を異動される方は、住民

綱昇進を祝して
「牛久スタンプ
会」からも正解者の中から抽選

票の異動の届出（転出届、転入届、転居届など）
を！

で10人に賞品をプレゼント！商

◆他の市区町村に転出・転入される場合

品の発送をもって、当選の発表

【転出前に】…引越前の市区町村で転出届を提出して転出証明書を受

に代えさせていただきます。
申

け取る
【転入後に】…引 越先の市区町村で転入した日から14日以内に転出

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

証明書を添えて転入届を提出
◆牛久市内で転居される場合…転居した日から14日以内に転居届を提出
上記届出の際はマイナンバーの｢通知カード｣､｢マイナンバー
カード（個人番号カード）
」｢住民基本台帳カード｣の住所変更の
届出もお忘れなく！

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ください。
※応募は1人1通まで。

※正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下

締

の過料に処されることがあります。

問 牛久市観光協会☎874-5554

問

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

総合窓口課☎内線1623、1624

●環境配慮型浄化槽
（旧：高度処理型合併処理
浄化槽）
設置事業補助金について
平成29年度から、補助対象となる浄化槽が
「環境配慮型浄化槽」
として性能要件を満たして
いるものとなります。環境配慮型浄化槽以外の

3月12日
（日）
～19日
（日）

●国民健康保険被保険者証の更新
4月1日以降にご使用いただく国民健康保険被保
険者証について、次のとおり郵送します。
配達期間

3月上旬から中旬

配達方法

簡易書留

【郵送時不在の場合】

浄化槽を設置する場合は、対象となりませんの

ご不在時に投函される連絡票をご確認いただき、

でご注意ください。環境配慮型浄化槽とは、高

再配達を希望されるか、または直接牛久郵便局でお

度処理型合併処理浄化槽のうち、消費電力及び

受け取りください。なお、郵便局での保管期間が過

本体の大きさなどが国の基準を満たすもので

ぎてしまった場合は、市役所医療年金課窓口でのお

す。対象となる浄化槽の機種一覧等については、

受け取りになります。お受け取りの際には、ご本人

ホームページでご覧いただくか下水道課までお

様と確認できる証明資料
（免許証、健康保険証、個人

問い合わせください。

番号カード等）
が必要です。

問

問

下水道課☎内線2543

医療年金課☎内線1724～1727

【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

21

広報うしく 2017年3月1日号

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

●道路交通法が改正されます ～平成29年3月12日施行～
１ 「準中型免許」
が新設されます
①
「準中型免許」の新設により、18歳から運転で
きる自動車の範囲が広がります。

2  75歳以上のドライバー認知機能
チェックが強化されます
①免許証の更新時には…

「準中型免許」

は、車両総重量7.5トン未満・最
大積載量4.5トン未満の自動車を18歳以上の
方が取得可能になります。

・
「認知機能検査」
で
「認知症のおそれあり」
と判定
された人は、専門医の診断が義務づけられます。
・
「認知機能検査」
の結果により、高齢者講習の

②
「普通免許」で運転できる自動車の範囲が狭ま
ります。

時間が延長されます。
②規定の違反行為をしたら…

「普通免許」

は、車両総重量3.5トン未満・最大
積載量2トン未満の自動車を運転できます。
③改正前に取得した普通免許で運転できる自動
車の範囲は、改正後も変わりません。

・臨時に
「認知機能検査」
が実施され、
「認知症の
おそれあり」
と判定された人は、
専門医の診断
が義務づけられます。
・
「認知機能検査」
で
「認知機能の低下」
があった

改正前に取得した普通免許は5トン限定準中

場合、
「臨時高齢者講習」
が実施されます。

型免許とみなされ、改正前に運転できた自動
車を引き続き運転できます。
（改正前車両総重

問

量5トン未満・最大積載量3トン未満）

●不動産公売のお知らせ
市では、市民の方も参加でき

牛久警察署交通課☎871-0110
※詳細はお問い合わせください。

●第127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、初めての方も大歓迎。

る入札により、不動産公売を実

日 4月9日
（日）
午前10時～午後3時

施します。

￥ （A）
1区画2,000円、
（B）
半区画1,200円

日

定 （A）
30区画、
（B）
20区画

3月14日（火）
午後1時～

所 中央生涯学習センター駐車場

所 市役所分庁舎2階第2会議室

申

◆公売物件

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

①牛久市南3丁目3番8
（ 宅地と

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

店舗）
：見積価額2,750,000円

す）⑥出店品目
（例…衣類、雑貨）を明記の上、
「〒300-1292牛久市中

②牛久市上太田町字辺田前635

央3-15-1牛久市商工観光課ゴッ多市係」
宛てに郵送ください。

番（山林）
：見積価額2,360,000円

※記入漏れなど、不備がある場合は受け付けできません。

※詳細は、市のホームページを

※申し込みは1組1枚まで、2枚目以降は無効。複数応募は不可。

ご覧いただくか、収納課で無料

※電話、FAX、窓口での受け付けはできません。

配布する「公売のご案内」
をご覧

締 3月1日
（水）
～10日
（金）
必着

ください。

※定員を超えた場合は抽選。結果は通知します。

問

問

収納課☎内線1066

はがきに①希望する区画
（A、Bどちらかを必ず記載。
「どちらで

商工観光課☎内線1823

●飲酒運転をなくそう！
飲酒運転による交通死亡事故ワースト1位
昨年、茨城県内で飲酒運転による交通死亡事故は19件で全国ワースト1位になってしまいました。飲酒運転
は犯罪で、免許取り消しなどの厳しい処分が待っています。また運転する人にお酒を勧めたり、飲んだ人に車
を貸したり、飲んだ人の車に同乗する行為も禁止です。交通ルールとマナーを守り安全な街にしましょう。
問

牛久警察署交通課☎871-0110
広報うしく 2017年3月1日号
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項目の見方

日＝日程

所＝場所

内＝内容

●牛久市少年少女発明クラブ員
募集

対＝対象

定＝定員

講＝講師

￥＝費用

●エスカードシネマクラブ
特別企画・無料上映会

新3年生以上の小学生を対象

お子様から高齢の方まで家族

とした楽しい工作教室です。科

みんなで楽しめる映画上映会を

学的な視点と工夫する力を養う

開催します。エスカードシネマ

ことを目標に、苦労しながら工

クラブ会員以外の方も鑑賞いた

作を完成させる達成感も味わっ

だけます。

てもらいたいと思います。専門

日

3月25日
（土）

的な知識のある市民ボランティ

所

エスカードホール

アが指導にあたります。

◆上映作品・上映時間

対

①
『ミニオンズ―怪盗グル―の

市内小学校新3～6年生

活動期間

持＝持ち物

申＝申し込み方法

●親子ふれあい映画鑑賞会
ユニバーサル・スタジオが贈るミ
ニオンズスタッフ最新作
「ペット」

平成29年4月～平成

月泥棒』
（日本語吹替版）
午前10

30年3月の第1・3土曜日午前中

時40分～午後0時10分
（開場午

愛する家族たちはいったい何を

所

向台小学校図工室

前10時10分）

しているんだろう？ニューヨー

￥

年4,000円

②
『体脂肪計タニタの社員食堂』

クの街で繰り広げられるペット

申

往復はがきの往信用に①氏

午後2時～3時30分
（開場午後1

たちの笑いと感動と絆の物語。

名（ふりがな）②性別③住所④電

時30分）

日

話番号⑤学校名⑥新学年を記入。

定

時30分開場、10時開演、
【2回目】

返信用宛先には申込者の住所・

理券を①午前10時、②午後1時

午後1時開場、1時30分開演※上

氏 名 を 記 入 し、
「 〒300-1211牛

にエスカードホール前でお配り

映時間90分。

久市柏田町1606-1中央生涯学

します。

所

習センター発明クラブ担当」宛

問

ホール

てに送付。

営委員会事務局
（中央生涯学習

￥

無料 ※全席自由・予約不要

締

３月15日（水）
必着

センター内）※第2・4月曜休館。

主

青少年育成牛久市民会議

問

発明クラブ（川本）

☎871-2301 FAX871-1334

問

青少年育成牛久市民会議事

Ｅ chuuou@city.ushiku.ibaraki.jp
□□

務局☎871-2301

☎080-4292-2913

各回、先着220人※当日、整

エスカードシネマクラブ運

あなたが留守にしている間、

3月19日
（日）
【1回目】午前9

中央生涯学習センター文化

●日本語講師ボランティア募集（有資格者）
牛久市国際交流協会主催の日本語教室で教えてくださるボランティアさんを募集します。
◆応募の資格と条件 ※学生の方は対象外とします。
①日本語学科を主専攻・副専攻した方、②日本語教師養成講座420時間修了者、③日本語教育能力検
定試験合格者、④日本語講師ボランティア養成講座を修了し、外国人に日本語を教えた経験のある方
上記①～④のいずれかの資格を有する方で、
・各学期（10回）
、毎週木曜日、AMクラス
（午前10時～11時30分）
、PMクラス
（午後1時～2時30分）、
もしくはEVクラス
（午後7時～8時30分）
の授業に参加できる方。
・授業だけでなく教室の運営活動にも協力できる方。
申

上記①～④の資格等が証明できる書類の写しを持参の上、牛久市役所市民活動課でお申し込み。

選考方法

書類審査および面接
（4月上旬予定）
を実施。決定後、応募者全員に結果を通知します。

締

3月24日（金）
必着

問

牛久市国際交流協会事務局
（〒300-1292牛久市中央3-15-1牛久市役所市民活動課内）
☎873-2111内線1633 FAX873-2512
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締＝申込締め切り日

他＝その他

主＝主催

●茨城県南水道企業団指定給
水装置工事事業者の指定等

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

●稲敷地方広域市町村圏事務
組合養護老人ホーム松風園

●牛久市シルバー人材セン
ターからのお知らせ

の手数料について

民営化のお知らせ

初心者向け高齢者パソコン教室

平成29年4月1日より、茨城県

稲敷地方広域市町村圏事務組

受講生募集

南水道企業団の指定給水装置工

合が運営してきました養護老人

日 ★5月8日～6月8日の毎週月・

事事業者の指定、および指定給

ホーム事業は、平成29年4月1日

木曜日…
【Aコース】
午前10時～正

水装置工事事業者証再交付に手

より下記法人に引き継がれます。

午、
【Bコース】
午後1時～3時

数料がかかります。詳しくは当

運営者

社会福祉法人
「広文会」

★5月10日～6月9日の毎週水・

企業団ホームページでご確認く

理事長

秋本 優
（稲敷市：江戸

金曜日…
【Cコース】午前10時～

ださい。

崎病院長）

問

茨城県南水道企業団総務課

正午、
【Dコース】
午後1時～3時

今後は民間施設
「松風園」
とし

所

市総合福祉センター

庶務係☎0297-66-5131

て養護老人ホーム事業が展開さ

内

パソコンの基本的操作の仕

HP

れますが、
入所手続きにつきまし

方、Eメール、インターネット、

ては、
従来どおり各市町村の高齢

はがき作成
（年賀状など）
を予定。

福祉担当課へご相談ください。

※
「Windows Vista」
使用、入力は

http://www.ibananww.ne.jp/

スポーツ

問

稲敷地方広域市町村圏事務

「ローマ字」
入力方式。

●第108回ヘルシーボール教室

組 合 事 務 局 管 理 課 ☎0297-64-

対

日 3月25日
（土）
午前9時～11時

3741FAX0297-64-5146

方（初めて受講の方を優先）

所

定

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）

●
「全国春の火災予防運動週間」
が始まります！

￥ 大人100円
（保険代）
※当日集金。 「消しましょう その火その時 そ
持

運動のできる服装、上履き

主

牛久市体育協会ヘルシー

の場所で」平成28年度防火標語

市内に在住の60歳以上の
各コース5人※応募者多数

の場合は抽選。4月21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

3月1日～7日は、春季全国火

希望者の氏名、
年齢、
電話番号と

ボールサークル「Beヘルシー」

災予防運動週間です！火災が発

A ～ Dの中からご希望のコース

締

生しやすい時季を迎えるに当た

を第2希望まで記入し、返信用

り、次の7つのポイントを守り火

に 送 り 先 を 明 記 の 上、
「 〒300-

災予防の意識を高めましょう。

1214牛久市女化町859-3牛久市

①寝タバコは絶対やめる。

総合福祉センター内
（公社）牛久

②ストーブは燃えやすいものか

市シルバー人材センターパソコ

会新規参加チーム募集

ら離れた位置で使用する。

ン教室係」まで送付してくださ

企業、行政区および学窓など

③ガスコンロなどのそばを離れ

い。複数枚のお申し込みは不可。

でチームを編成し、野球を楽し

るときは、必ず火を消す。

結果は4月初旬ごろ、返信はが

みましょう。

④逃げ遅れを防ぐために、住宅

きで通知します。

大会日 4月の毎週日曜日・祝日

用火災警報器を設置する。

締

登録締切

⑤寝具・衣類及びカーテンは、
防

問 （公社）
牛久市シルバー人材

用紙は牛久運動公園体育館・牛

炎物品を使用する。

センター事務局

久市体育協会に用意。

⑥火災を小さいうちに消すため

☎871-1468 FAX871-0800

抽選日 3月25日
（土）
午後6時～

に、住宅用消火器を設置する。

中央生涯学習センター大講座室

⑦お年寄りや身体の不自由な人を守

主

牛久野球連盟

るために、隣近所の協力体制をつくる。

問

渡部☎090-5343-6432

問

3月22日（水）

申・問

牛久市体育協会事務局

☎873-2486

●第46回牛久市内春季野球大

3月18日
（土）※登録

4月20日
（木）
必着

牛久消防署☎873-0119
広報うしく 2017年3月1日号
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項目の見方

日＝日程

所＝場所

内＝内容

対＝対象

●花柳流八重花会日本舞踊
おさらい会

定＝定員

講＝講師

￥＝費用

持＝持ち物

催し・講座

申＝申し込み方法

人材募集・就職支援

後0時30分、開演：午後1時

●霞ヶ浦駐屯地開設64周年・関
東補給処創立19周年記念行事

所

エスカードホール

日

￥

無料

後4時
【一般開放】

職活動のやり方を教えてほし

主

花柳流八重花会

所

い」
など、
就職に悩む若者の相談

問

藤田☎090-2536-0974

日

3月20日（月・祝）開場：午

●3月は自殺防止月間です
茨城県では
「いばらきここ
ろのホットライン」を開設し
ています。周囲で悩みを抱え
ている方に紹介してください。
平日

☎029-244-0556

土日

0120-236-556

時間

午前9時～正午、午後1

時～4時※年末年始は休み。

5月21日
（ 日 ）午 前9時 ～ 午
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地

（土浦市右籾2410）
内

●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

を受け付けます。

記念式典、儀仗ドリル、観閲

日

3月28日
（火）
午後1時～5時

行進・観閲飛行、トロッコ列車、ミ

所

ひたち野リフレ第2会議室

ニコンサート、装備品展示、展示飛

対

15～39歳 の 若 年 無 業 者 お

行、ヘリコプター地上滑走の試乗、

よびその家族※相談無料

装備品
（戦車）
試乗、警備犬展示

申

◆戦車およびヘリコプター体験

談日の3日前までにお申し込み。

試乗については事前申し込み

問 いばらき県南若者サポートス

締

3月31日
（金）

テーション
（一般社団法人アイケ

問

陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地広

イ つ く ば ）☎893-3380 FAX893-

報班☎842-1211

電話、FAX、Eメールで、相

Ｅ info@saposute-tsukuba.jp
3381 □

●牛久市役所一般職非常勤職員募集
職 種
勤務場所
任用期間

勤務条件等

短時間保育士（遅番）
12日以内勤務保育士
看護師
市内公立保育園
下根保育園
平成29年4月1日～平成30年3月31日
（再任用あり）
・65歳未満の方・普通自動車運転免許
を有する方・ 看護師の資格を有する
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
方・ 看護師としての職務経験が１年
以上ある方
公立保育園在園児の健康管理に関す
仕事内容
保育園乳幼児の保育全般
ること全般
募集人数
若干名
1人
1人
時間額：1,500円
時間額：1,000円
※勤務成績により月額制度移行あり
①報酬額
交通費：交通手段、距離区分に応じて支給
①週3日 午後3時～午後7時 月12日以内 午前9時～午後5時 週5日午前8時30分～午後5時
②勤務日数 ②週5日 午後4時～午後6時 （1日7時間以内）
（1日7時間30分）
・
（週19時間以内）
※シフト勤務あり。
時 間
※午前7時～午後7時内でシフト勤務あり。
時間外勤務あり。
土・日曜日、祝日
③休 日
土・日曜日、祝日
※年3～4回土曜出勤あり。
社会保険、
雇用保険加入なし
社会保険、
雇用保険加入
④福利厚生
申込期間
3月1日（水）～13日（月）

◆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
人事課に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。
問
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人事課☎内線1042
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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

●平地林の手入れ作業
「森林ボランティア」

●牛久味わい亭第17回落語会

日

城県内で活躍しているアマチュ

日

～正午

ア落語家が出演します。

30分、開演：午後2時

所

日

所

3月19日（ 日 ）午 前8時30分
牛久城址※集合場所はお問

さんゆうていえんそう

三遊亭圓窓師匠に師事し、茨

3月19日
（ 日 ）午 後1時45分

●牛久栄進高等学校吹奏楽部
第26回定期演奏会
3月26日
（日）
開場：午後1時
中央生涯学習センター文化

い合わせください。

開場、午後2時開演※入場無料。

ホール※入場無料

内

所 中央生涯学習センター大講座

曲目

※作業後、軽食を用意。

室※お体の不自由な方は優先席を

マ・シメリック、昭和アイドル

持

用意。前日までにご連絡ください。

コレクション など

下草刈り、伐採、枝打ち
ナタ、カマ、ノコギリ、作

業服、手袋、飲み水
￥ 保険代1人300円
（1家族500円）

ぎゅうきゅうてい が っ つ

出演
べい

ぎゅうきゅうてい こう

牛 久 亭学津、牛 久 亭 高

ありがてい ら じ お

ありがていなんみょう

塀、有難亭良慈緒、有難亭南夢明、
こうぶんていばいちょう

主

メリーゴーランド、シネ

県立牛久栄進高等学校吹奏

楽部
うめた

団

木とふれあうネットワーク

好文亭 梅 朝

問

問

事務局（阿部）
☎873-6424

主

落語会
「牛久味わい亭」

843ｰ3110

問

望月☎090-4757-4414

●第5回市民参加の盆栽・盆草展

牛久栄進高等学校
（梅田）
☎

●牛久高校文化部スプリング
フェスティバル

盆栽・盆草展を開催します。
出品

●牛久愛和総合病院
第62回生活習慣病教室

を希望される方は3月20日（月・

ペットと安心して生活するために

見に来てください！

祝）までにご連絡ください。

―人畜共通感染症の基礎知識―

日

日ごろより丹精込めて育てた

日 4月7日
（金）～9日
（日）午前9時

医師、各部門スタッフが疑問

文化部の楽しい演奏と舞台を
3月31日
（金）午後1時～4時

10分
（午後0時30分開場）                  

～午後4時（最終日は午後3時まで）

にお答えします。

所

所

日

ホール ※入場無料

中央生涯学習センター展示

3月17日
（ 金 ）午 後2時30分

ホール（2階）

～3時30分

主

所

後援

牛久盆栽研究会
牛久市教育委員会、牛久

市文化協会
うしおだ

牛久愛和総合病院B館2階

中央生涯学習センター文化

内 【第1部】吹奏楽部演奏会、
【第2部】演劇部公演、
【 第3部】軽

大ホール

音楽部ライブ

講

主

瀬口雅人医師
（血液内科特

県立牛久高等学校吹奏楽

任副院長）

部・演劇部・軽音楽部

￥

無料
（事前予約不要）

問

●歴史を語り合う会

問

牛久愛和総合病院総務課

873-6220

日

3月19日（日）
午後2時～5時

☎873-3111
（代表）

所

エスカード生涯学習セン

問

潮田☎873-6538

ター第1・2講座室
（4階）
演題

再考、日露戦争―平成の

●帰りたいけど帰れない
福島原発事故被害者のいま

牛久高等学校
（ 柴 本 ）☎

●第16回フォトクラブ三日月
写真展
風景や花鳥など四季の自然の

視点から見る

日

内

30分

行っています。

まれた日本はいかにロシアとの

所

日 3月21日
（火）
～26日
（日）
午前

戦いに勝ったのか？今の視点も

座室

10時～午後5時30分
（初日は午後

含めて考察する。

内

1時から、最終日は午後4時まで）

講

柊昌夫氏

状況などを講演します。

所

￥

300円（資料代）

￥

資料代300円

ラリー

主

牛久史談会

主

原発いらない牛久の会

主

フォトクラブ三日月

問

染谷☎090-7948-3361

問

藤田☎080-5193-5218

問

巾嶋☎874-3680

国家浮沈の瀬戸際に追い込

3月26日
（日）午後2時～4時
中央生涯学習センター大講
福島原発被害者のおかれた

情景写真展です。会員の募集も

三越牛久店2階アートギャ

はばしま

広報うしく 2017年3月1日号
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項目の見方

日＝日程

相

所＝場所

内＝内容

談

●郵便局無料年金相談会

対＝対象

定＝定員

講＝講師

￥＝費用

●野球同好会メンバー募集

持＝持ち物

申＝申し込み方法

●ドキュメンタリー映画上映会

軽いキャッチボールとバッ

①
「奪われた村」
飯舘村のお話

ティングをして運動不足を解消

日 3月12日
（日）
午後1時30分～

しませんか。初心者・女性も大

4時

歓迎です。

所

が年金制度・手続きに関するご相

日

オ映画館

談にお答えします。参加者にはプ

日午前10時30分～（約2時間）

￥

レゼントをご用意しています。

所

栄町運動広場

②
「放射能を浴びたＸ年後1・2」

日

対

年齢60歳以上※現在のメ

日

（要予約）
社会保険労務士や郵便局社員

3月12日（日）午前10時～午

土・日曜日・祝日を除く毎

市総合福祉センター・ビデ
300円
（資料代）
3月20日
（月・祝）
午後1時30

後4時20分（1組40分程度）

ンバーは70代以上が大半です。

分～5時

所

￥

なし

所

車券をお渡しします。

持

グローブ、バット、ボール

覚室

定

団

栄町ヤンガース

￥

ひたち野リフレプラザ※駐
先着40人

申・問

ひたち野うしく郵便局

申・問

永井☎090-5449-2474

●スクエアダンス初心者講習会

年金に関するご相談、手続きの

主

環境学習同好会

問

中村☎874-5089

スクエアダンスはペア4組
（8
人）が1セットになり、リズム

メンバー募集

にのって、隊形を四角から円に、

サポートなど個別に対応します。

円から長方形やひし形へと形を

日

変えながら歩くパズル感覚の

3月11日（土）午前10時～午

500円
（資料代）

【①・②共通】

☎874-1330

●筑波銀行休日年金相談
（要予約）

中央生涯学習センター視聴

にまるまるご

●民踊・2 0 0 5
福祉センター会員募集

後4時

ウォーキングダンスです。楽し

所

さ、面白さを実感してください。

を楽しく元気に踊りましょう。

銀行ひたち野うしく支店内）

心身ともにリフレッシュし、健

日

申・問

康で明るい日々を過ごしましょ

30分※会場の都合により変更

う。男女を問わず参加できます。

あり。4月は8日
（土）
・22日（土）。

日

所

市総合福祉センター

2・4木曜日午後1時30分～4時

講

公益社団法人日本フォーク

所

三日月橋生涯学習センター

ダンス連盟民踊部公認指導者

定

10人程度

対

どなたでも

ご相談に応じます。

￥

月1,000円
（教材費、おやつ

￥

年1,000円
（保険代含む）

①ひたち野うしくローンプラザ

代など）

持

上履き、飲み物

日

持

申

当日会場で受け付け

み物

団

民踊・2005

団

牛久スクエアダンスサークル

問

望 月 ☎873-9711、 松 岡 ☎

問

松本☎･FAX873-9319

871-5809

すまいるプラザ牛久（筑波
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）
銀行顧問の社会保険労務士が

3月11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

4月6日
（木）から 毎月第1・

軽い運動のできる格好、飲

気軽な服装でふるさとの民踊
毎月第2・4土曜日午後1時

②常陽銀行牛久支店
日

3月27日（月）午前10時～午

●茨城県弁護士会憲法講演会

木村草太先生おおいに語る

後3時

日

所

所 県南生涯学習センター中講座室1
（土浦市大和町9-1）
※入場無料

常陽銀行牛久支店

申・問

常陽銀行牛久支店

☎872-5112
27
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3月18日
（土）
午後1時30分～4時30分
（開場午後1時）

主

日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会、茨城県弁護士会

問

茨城県弁護士会☎029-221-3501

ま

ちの話題
USHIKU NEWS

第1回牛久市廃棄物減量等推進審議会

未利用地を有効に

稲敷エリア広域バス運行開始

ごみ問題解消のため

不動産売却の斡旋に関
する協定締結

もっと便利に。広域バス
運行開始

1月25日、
「第1回牛久市廃棄物

牛久市は牛久市不動産売却の

牛久市では、茨城県と近隣の

減量等推進審議会」
が開催され、

斡旋に関する協定を公益社団法

龍ケ崎市、稲敷市、阿見町、美浦

滝本副市長より、小野会長へ、ご

人茨城県宅地建物取引業協会と

村と連携して
「稲敷エリア広域バ

みの減量化と処理について、諮

去る１月25日に締結しました。

ス」
の実証運行を2月4日から開始

問書が渡されました。当審議会

この協定は、
厳しい財政状況の

しました。運行開始当日はあみプ

は、市民代表者をはじめ、学識

中、財源を確保する一つの手段

レミアム・アウトレットで開通式

経験者、各種団体代表者で構成

として、現在未利用地で将来も

を行いました。
今後は本格運行を

され、牛久市のごみの現状につ

利用する見込みのない市有地を、

目指して、共同で利用促進の取り

いて検証し、今後の取り組みに

不動産売買の専門家に斡旋を依

組みを行っていく予定です。皆さ

ついて審議していただきます。

頼し、売却を進めていくものです。

ん、ぜひご利用ください。

いばらきっ子郷土検定県大会優勝

市内コンビニAED設置

茨城、大好き

地域の人命救助のため
1月26日、市は
（株）
ファミリーマート、ミニス

れ、牛久市代表の牛久第一中学校が見事優勝しまし

トップ
（株）
と
「牛久市のコンビニエンスストアへ

た。県大会には全45校が参加。牛久第一中学校は１回

のAED配置事業協力に関する協定」
を締結しまし

戦は敗退したものの、敗者復活戦で復活し、牛久市に

た。これは24時間営業のコンビニエンスストアに

初の優勝をもたらしました。また、
2月14日には選手と

AEDを配置し、救命率の向上を図ることを目的と

して出場した生徒が市長を表敬訪問し、優勝の報告を

しています。この締結により市内ファミリーマー

行いました。

ト7店舗、ミニストッ

リーダーの能登君は「言
葉にならないぐらい嬉し
かった。頑張りが報われ
た」と話していました

プ2店 舗にAEDが 配

かっぱ大交流会

茨城県市長会民間自治功労者表彰式

まちづくりのための意見交換

行政とのパイプ役に尽力

▲

2月4日に第4回いばらきっ子郷土検定県大会が行わ

1月28日、中央生涯学習センターで
「かっぱ大交流会」

置され、人命救助の
一助を担います。

2月13日、水戸市で
「平成28年度茨城県市長会

が開催されました。市内小中学校の児童生徒が
「総合的

民間自治功労者表彰式」
が行われ、牛久市からは

な学習の時間」
の授業で考えた
「牛久市のまちづくり」

日下部守さんが受賞されました。日下部さんは、

について意見交流を行いました。市長をはじめ、
福岡県

平成15年4月1日から現在までの14年間、女化行

や秋田県から参加した

政区長として、行政区と市役所の

児童生徒、経済産業省

パイプ役となり、豊かな地域づく

の職員の方からも活発

りに尽力され地方自治伸展のた

な意見が出されました。

めに多大な貢献をされました。
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学校給食
「牛久の日」

ピザフェスタ開催

うしくのひなまつり開催

生産者さんありがとう

いばらきのおいしい
ピザを堪能

子どもたちの健やかな
成長を願う

1月24日の学校給食
「牛久の日」

2月19日、牛久市商工会青年部

「うしくのひなまつり」
が2月11日

に牛久第一中学校では、
食材の生

主催の
「うしくピザフェスタ」が

から3月3日まで開催しています。中

産者の方を招待しました。この日

牛久運動公園野球場で開催され

央生涯センター展示ホールには

の献立は牛久産小麦の煮込みう

ました。当日は約7,000人の方が

つるし雛、創作人形、折り紙作品、

どん、鶏の天ぷら、白菜とほうれ

来場し、大盛況のうちに終了し

細工物、陶芸作品などが並んでい

ん草のごまあえ、いもまん！、牛

ました。会場にはピザ窯を設置

ます。初日には雑貨などの販売や

乳。出席した生産者の中山裕美さ

され、焼き立てのピザが食べら

ワークショップなどが集まった
「ひ

んは、
「初めて参加したけれど、と

れるとあって午前中に売り切れ

なマルシェ」
が開催されたほか、牛

てもいい事業だと思う。生徒が美

るお店もありました。熱々のピ

久市商工会女性部による甘酒、ひ

味しそうに食べていてうれしい」

ザとワイン、そして音楽ライブ

なあられの配布などが催され、500

とコメントしてくれました。

で皆さん盛り上がっていました。

人を超える入場者で賑わいました。

第3回牛久郷土かるた大会

楽しく発見、
牛久の魅力
「第3回牛久郷土かるた大会」

ひと

ひと

男・女フォーラム2017

市内3高校に渡航奨励費

世代を超えて育もう
かけがえのない命・生き抜く力

高校生の海外派遣を
応援します

1月21日、中 央 生 涯 学 習 セン

2月10日、牛久市国際交流協

が1月22日に牛久運動公園サブア

ター文化ホールで、
「うしく男・女

会から市内3高校に対して、市

リーナで開催されました。大会は

フォーラム2017」が開催されまし

内高等学校海外渡航奨励費が渡

「こどもかるたの部」
と
「郷土かる

た。
牛久第二中学校吹奏楽部と、
同

されました。この奨励費は、3校

たの部」の2部構成で行われまし

部OBたちにより結成された
「おく

が生徒を海外に派遣する際の費

た。このうち郷土かるたの部で優

のウインドベルズ」
によるステー

用の一助として交付するもので

ジ発表では
「音楽」
を通じて世代を

す。今年は東洋大学附属牛久高

（中根小
チーム）
の鳥飼ゆりえさん

超えたつながりが伝えられ、会場

等学校がオレンジ市
（オースト

5年）
と笠原愛さん
（中根小5年）
は

は温かい拍手で包まれました。笠

ラリア）
、
牛久高等学校がサレー

「11月から練習を始めた。入賞でき

井信輔氏の講演では、夫婦共働

市
（カナダ）
、牛久栄進高等学校

ればと思っていたので優勝できて

きで多忙を極める中での子育て体

がセントジョージ市
（アメリカ）

うれしい」
と喜びを語りました。

験談をお話しいただきました。

に渡航します。

バ

デ

ィ

勝したチーム
「BUDDY」
（写真左の
とりかい

▲生徒たちは
「将来は海外で働くことを
考えている。ホームステイを通じて英語
力を高めたい」
と話していました
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平成16年7月萩原関郷土後援会
設立時 関正夫会長と

第 代横綱

稀勢の里関

私たちの
郷土の誇り

平成24年4月
後援会の法被にサイン

平成29年1月22日大相撲一月場所千秋楽
牛久市役所パブリックビューイング 横綱白鵬関に勝った瞬間

72

平成23年12月大関昇進牛久市役所表敬訪問

広報うしく平成28年6月号表紙
「牛久の好きなところ」
を聞かれて

平成27年5月うしく・鯉まつり 平成28年6月
牛久市観光大使任命式
稀勢の里郷土後援会総会・激励会

平成27年10月一日警察署長
県警音楽隊と共演

平成25年2月一日警察署長

平成29年1月25日横綱昇進伝達式

平成29年1月27日明治神宮 奉納土俵入り

広報うしく

2017年 3月1日号
平成29年3月1日発行 1188号

平成27年10月
FMうしくうれしく放送に出演

平成28年6月稀勢の里郷土後援会総会・激励会

平成29年1月大相撲一月場所
後援会観戦ツアー時の取組

平成29年1月25日横綱昇進伝達式

平成29年2月9日横綱昇進牛久市役所表敬訪問
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