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 情報
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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　広報政策課

　　

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　システム管理課

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

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

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。

皆さんの生活に密着した情報が盛りだく

さん！災害時の情報伝達にも役立ちます。

問　NPO法人牛久コミュニティ放送

☎875-8541 FAX875-8686Ｅ□ushiku@fmuu.jp

FMうしくうれしく放送
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）

FM
周波数

85.4MHz

午前11時～正午は牛久市広報番組を放送！

市からのお知らせ

●第23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

された展覧会です。地域の文化振興への寄与を願いながら、市民と行

政と作家が協働で企画運営、開催しています。年に一度の作品展示

を核に、学校移動美術展、小中学校鑑賞会、市民参加ワークショッ

プの開催など、幅広く活動しています。

◆募集規定

対　アート作家（平面・立体・クラフト・映

像ほか）

申　4月1日（土）～30日（日）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までお願いします。

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･制作年などを明記してください。

◆審査会　5月21日（日）に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）☎871-2301

〒300-1211牛久市柏田町1606-1 Ｅ□info@ushiku-genbi.org（第2・4月曜日休館）

第23回うしく現代美術展

日　平成29年11月19日（日）～12月3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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 【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

●第127回うしくゴッ多市　

フリーマーケット

日　4月9日（日）午前10時～午

後3時 ※小雨決行・荒天中止。

所　中央生涯学習センター駐車

場

内　①草大福の格安販売（正午

予定・数量限定）、②ヨーグルト

とたまごの格安販売（午後2時予

定・数量限定）、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。

※次回は6月11日（日）開催。

問　商工観光課☎内線1823

●牛久市東日本大震災被災者生活再建支援金の申請期限の延長

　市では、東日本大震災による、り災証明書が半壊以上の世帯に対

し、被災者生活再建支援金制度を創設し支援金を支給しています。

◆対象　全壊、大規模半壊、半壊もしくは半壊で解体した住家

◆申請期限　平成30年4月10日（平成29年4月10日を1年延長）

※�なお、被災者生活再建支援法（国）による支援金の申請期限につい

ても、これまでは平成29年4月10日まででしたが、1年延長され、

平成30年4月10日となっています。

◆被災者生活再建支援金制度の受取額（例）

※国の支援金は、単数世帯では25％減となります。

問　交通防災課☎内線1683

被災区分
国基礎
支援金

国加算
支援金

市
支援金

受取額
合計

全壊＋建設・購入 100万円 200万円 100万円 400万円

全壊＋補修 100万円 100万円 100万円 300万円

全壊＋賃借（公営以外） 100万円 50万円 100万円 250万円

大規模半壊＋建設・購入 50万円 200万円 70万円 320万円

大規模半壊＋補修 50万円 100万円 70万円 220万円

大規模半壊＋賃借（公営以外） 50万円 50万円 70万円 170万円

半壊＋建設・購入 － － 50万円 50万円

半壊＋補修 － － 50万円 50万円

半壊＋賃借（公営以外） － － 50万円 50万円

大規模半壊または半壊を解体＋建設・購入 100万円 200万円 100万円 400万円

大規模半壊または半壊を解体＋賃借 100万円 50万円 100万円 250万円

●環境配慮型機器（高効率給

湯器）設置補助金

　高効率給湯器の設置費用の一

部を予算の範囲内で補助します。

ただし、予算がなくなり次第終

了とさせていただきます。※詳

しくは市ホームページをご覧く

ださい。

受付開始日　4月10日（月）

受付時間　平日午前8時30分～

午後5時15分（土・日曜日、祝日

を除く）

受付場所　牛久市役所本庁舎3

階環境政策課窓口

問　環境政策課☎内線1565

◆補助内容等

補助対象機器 補助金額

住宅用潜熱回収
型給湯器

10,000円／台

住宅用自然冷媒
ヒートポンプ給湯器

10,000円／台

家庭用ガスコー
ジェネレーション 
システム

10,000円／台

家庭用燃料電池
コージェネレーショ
ンシステム

40,000円／台

●素敵な出会い！「ふれあいバスツアー」

　牛久市ネットワーカー連絡協議会では、（一社）

いばらき出会いサポートセンターの後援により、

「ふれあいバスツアー」を実施します。素敵な出会

いを探してみませんか！

日　5月27日（土）午前10時～午後3時30分（受付：午前9時30分～）

集合場所　シャトーカミヤ駐車場（牛久市中央3-20-1）

見学先　牛久大仏、ヤマイチ味噌、牛久自然観察の森など（予定）

※ラ・テラス・ドゥ・オエノン（シャトーカミヤ内）での食事あり。

対　30代、40代の男性・女性（独身者）

定　男女各34人 ※定員を超えた場合は抽選。

￥　男性5,000円、女性3,000円 ※5月25日（木）からキャンセル料（全額）が発生。

申　電話またはホームページの申込フォーム（http://www.city.ushiku.

lg.jp/section.php?code=8）に入力の上、送信してください。

締　4月28日（金）

主　牛久市ネットワーカー連絡協議会

後　（一社）いばらき出会いサポートセンター

問　市民活動課☎内線1631
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スポーツ

●第109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　4月22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（年齢は

問いません）

￥　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　4月19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

●平成29年度 牛久市民硬式

テニスミックスダブルス大会

日　5月14日（日）受付午前8時～、

開会式午前8時30分

※予備日5月28日（日）

所　牛久運動公園テニスコート

種目　ミックスダブルス（32組）

対　中学生以上で市内または龍

ケ崎市に在住･在学の方

※前年度の優勝ペアは、同じペ

アでの出場はできません。

試合方式　トーナメント方式、

コンソレあり。

￥　2,000円（大会当日徴収）

申　4月1日（土）～15日（土）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

載してお申し込みください。受

け付け後、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　申し込み期間を過ぎ

た後のキャンセルおよび当日の

欠席は参加費を請求します。当

日、雨天などで開催が危ぶまれ

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。

申・問　小杉☎080-9344-1272

Ｅ □ ushiku.taikyo.tennis@gmail.com

※問い合わせもなるべくEメー

でお願いします。

●第8回マレットゴルフ教室

　広々とした自然環境の中で、

性別、年齢に関係なく楽しめ、運

動不足も自然に解消できる生涯

スポーツ「マレットゴルフ」。新

緑の下で楽しく体験しませんか。

日　4月16日（日）午前9時～正午

所　市総合福祉センター福祉の

森内マレットゴルフ場

対・￥　市内在住・在勤および

近隣都市の50才以上の方・無料

※服装は自由、運動靴でご参加

ください。道具は準備します。

締　4月13日（木）

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

●おやこわらべうたの会 

スペシャル

　赤ちゃんと楽し

めるわらべうた遊

びの会を、中央図

書館で行います。

日　4月28日（金）①午前10時30

分～②午前11時～ ※同内容で

2回開催。

所　中央図書館視聴覚室（2階）

対　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　各回先着15組

￥　無料

申　4月3日（月）午前9時から中

央図書館カウンターまたは電話

にて申し込み

申・問　中央図書館☎871-1400

●春だ！映画だ！ 

ナイトシアター！！

　ご好評いた

だいているナ

イトシアター

を、今春も開

催します。名作映画で素敵なひ

とときをお過ごしください。

所　中央図書館視聴覚室（2階）

時　午後6時～

￥　無料 ※受付不要

※中学生以下の方は保護者同伴

でお願いします。

問　NPO法人リーブルの会（中

央図書館内）☎871-1400

●いばらき県南若者サポートステーション就労相談

日　4月25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※相談無料

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

上映日 上映作品

4月7日（金）
陽のあたる場所
（洋画・字幕）

4月21日（金）
スープ・オペラ
（邦画）

5月12日（金）
ジンジャーと
フレッド
（洋画・字幕）
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職　種 短時間保育士（遅番） 調理員

勤務場所 市内公立保育園

任用期間
平成29年5月1日～平成30年3月31日
（再任用あり）

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 保育園乳幼児の保育全般 保育園の給食調理全般

募集人数 若干名

勤
務
条
件
等

①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

②勤務日数
　　・
　時 間

週5日／1日2時間
午後4時～6時
（週19時間以内）
※午前7時～午後7時
の間でシフト勤務あ
り、時間外勤務あり

月15日以内
午前8時30分～午後
4時30分
（週19時間以内）
※シフト勤務あり

③休 日
土・日曜日、祝日※年
数回土曜日出勤あり。

土・日曜日、祝日

④福利厚生 社会保険、雇用保険加入なし

申込期間 平成29年4月3日（月）～12日（水）

●自衛官募集

◆自衛隊説明会（事前予約不要・参加費等無料）

　平成29年度実施される、自衛隊の各学校・隊員募集の説明会です。時間内いつでも受け付けます。

お気軽にお越しください。

日　4月15日（土）午前10時～午後3時　　所　取手ウェルネスプラザセミナールームA

問　自衛隊茨城地方協力本部龍ヶ崎地域事務所（龍ケ崎市寺後3629-5）

☎0297-64-3351 HP�http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ Ｅ □ hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp

※詳細はお問い合わせください。

受験種目
自衛隊幹部候補生

一　般 歯科・薬剤

受験資格

平成30年4月1日現在
【大卒程度試験】…22歳以上26歳未満の者（20歳以上22
歳未満の者は大卒（見込み含む）、修士課程修了者等（見
込み含む）は28歳未満）
【院卒者試験】…修士課程修了者等（見込み含む）で、20歳
以上28歳未満の者

平成30年4月1日現在
【歯科】…20歳以上30歳未満かつ専門の大卒
（見込み含む）者
【薬剤】…20歳以上28歳未満かつ専門の大卒
（見込み含む）者

受付期間 3月1日（水）～5月5日（金・祝）

試験期日
1次：5月13日（土）・14日（日）、2次：6月13日（火）～16
日（金）のうち指定する日

1次：5月13日（土）、2次：6月13日（火）～16日
（金）のうち指定する日

場　所 別途各人に通知します

●一般職非常勤職員の募集

①中央図書館（司書）

人材募集・就職支援

勤務場所 中央図書館 募集人数 1人

任用期間
平成29年6月1日～平成30年3月31日
（再任用あり）

応募資格
・図書館法第5条に規定する司書または
司書補の資格を有している方・普通自動
車運転免許を有する方

仕事内容
図書館業務全般（図書館資料の提供およ
び収集・整理・保存業務、レファレンス
業務、児童サービスなど）

勤
務
条
件
等

①報酬額
時間額：1,000円※交通費は交通手段、距
離区分に応じて支給

②勤務日数
・時間

勤務日：図書館シフト表による週5日
勤務時間：原則として、午前8時30分～
午後5時または午後0時30分～9時の交代
制（1日7時間30分、週あたり37時間30分
以内）※時間外勤務あり

③休　日 図書館シフト表による

④福利厚生
社会保険（厚生年金・健康保険）、雇用保
険加入

申込期間 平成29年4月3日（月）～17日（月）

◆選考方法　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うえ（写真4㎝×3㎝貼付）、持参するか、郵

送でお申し込みください（提出先、郵送先は担当課、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1042

②市内公立保育園短時間保育士、調理員
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●歴史を語り合う会

日　4月16日（日）午後2時～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　アールヌーボー作家達の

感性を揺さぶった駐仏森林官：

高島得三

内　エミール・ガレ、ドーム兄

弟、高島得三（北海）らの生涯や

作品を映像等で紹介する。

講　佐々朋幸氏

￥　300円（資料代）

主　牛久史談会

問　板宮☎090-2327-6304

●平地林の手入れ作業

　「森林ボランティア」

日　4月16日（日）午前8時30分�

～正午

所　つくば市大井※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

※作業後、軽食を用意。

持　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）

団　木とふれあうネットワーク

問　事務局（阿部）☎873-6424

●出会いパーティー

日　4月29日（土・祝）午後1時30

分～4時30分

所　中央生涯学習センター

対　独身男女（男性：30～40歳、

女性：25～35歳）

￥　男性3,000円、女性1,000円

※当日会場でお支払い。

締　開催日の3日前

後援　（一社）いばらき出会いサ

ポートセンター

主・問　NPO法人ベル・サポート

☎0280-87-7085※月曜日休業。

●「みづゑの会」作品展

　会員の水彩画・油彩画の作品

展です。新会員歓迎します。

日　4月4日（火）～9日（日）午前10

時～午後5時（最終日は正午まで）

所　三越牛久店2階アートギャ

ラリー※入場無料

主　水彩画の「みづゑの会」

問　高田☎873-1023

●春の山野草展

　可憐に咲き始めた山野草の寄

せ植えなどをお楽しみください。

日　4月13日（木）～16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

●太極拳体験講座（無料）

　太極拳は意識、呼吸を伴った

全身運動です。運動のできる服

装でお越しください。

日　4月8日（土）・15日（土）午前

9時30分～11時

所　中央生涯学習センター和室

定　先着5人

団　うしく太極拳の会つるの会

申・問　斎藤☎874-6030

●マリッジサポーターの 

第19回結婚相談会（無料）

　一人考えるのではなく、マリッ

ジサポーターに相談してください。

日　4月23日（日）午後1時30分�

～4時（受付午後3時まで）

所　中央生涯学習センター小講

座室（2階）

主　マリッジサポーター県南地

域活動協議会牛久地区

問　平元☎080-2259-4866、木

村☎090-5819-7521

催し・講座

●第10回うしくフラワーコンテスト

◆作品募集

展示期間　5月21日（日）～28日

（日）午前9時～午後5時（最終日

は正午まで）

所　中央生涯学習センター駐車場脇

募集部門　【ハンギングバスケッ

ト部門（壁掛けタイプ）】…100点、

【コンテナガーデン部門】…50点

申　出展申込書にご記入の上、4

月10日（月）～5月10日（水）の間

に、郵送またはFAXで申し込み。

◆記念講演と食事会

日　5月21日（日）午前10時30分～

所　シャトーカミヤレストラン

キャノン

講　間室伸子先生（日本ハンギ

ングバスケット協会本部講師、

ガーデンデザイナー）

￥　3,500円（当日支払い）

締　5月15日（月）

主　うしく花と緑の会、日本ハン

ギングバスケット協会茨城県支部

後援　牛久市、牛久市教育委員会 他

申・問　神戸☎・FAX875-0797

（〒300-1286牛久市小坂町3291

神戸幸子宛て）

●第12回民
みんよう

踊・2
にまるまるご

005おさらい会

　北から南へふる里の民謡に合

わせて、仲間と午後のひととき

を楽しく踊りましょう。

日　4月11日（火）午後1時30分�

～4時30分

所　牛久運動公園体育館メイン

アリーナ

内　ソーラン節、磯節、博多ど

んたく 他

後援　牛久市文化協会

問　松岡☎871-5809
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メンバー募集 相　談

●筑波銀行年金無料相談

　年金に関するご相談、手続きな

ど個別に対応します。要予約。

①日・所　4月8日（土）午前10時～

午後4時・すまいるプラザ牛久（筑

波銀行ひたち野うしく支店内）

②日・所　4月18日（火）午前10

時～午後4時・筑波銀行牛久支店

申・問　筑波銀行牛久支店

（塚本）☎872-1310

●常陽銀行年金無料相談

　銀行顧問の社会保険労務士が

ご相談に応じます。要予約。

①ひたち野うしくローンプラザ

日　4月8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　4月19日（水）午前10時～午後3時

申・問　常陽銀行牛久支店

☎872-5112

●行政書士無料相談会

日　4月22日（土）・5月27日（土）・

6月24日（土）の午後1時～4時

所　中央生涯学習センター中講座室

内　相続、遺言、農地転用、会社

設立など※予約不要、秘密厳守。

問　茨城県行政書士会県南支部

（石井）☎0297-63-3303

●菊づくり初心者教室

　スプレー菊、クッションマム、

寒菊の育て方のコツを教えます。

希望があれば大菊についても。

日　5月～10月の毎月第1土曜

日午前10時～正午

所　三日月橋生涯学習センター

対　花の好きな人（年齢・性別・

経験不問）

定　先着20人

￥　総額3,000円（教材費）

申　はがき（牛久市南4-32-10上

村遙宛て）またはFAXで。夜は電

話でも可。

締　4月30日（日）

団　牛久菊花会

問　上村☎・FAX874-8914

●牛久男声合唱団

　牛久市唯一、平均年齢75歳の

男声合唱団です。男声合唱の楽

しさ、豊かさ、奥深さをあなた

にも。経験不問、初心者大歓迎

です。

日　毎週土曜日、午後1時～

所　中央生涯学習センター音楽

室

講　新倉幸四郎、是松明里

￥　月2,000円

団　牛久男声合唱団

問　松本☎874-4410

●牛久フロイデ混声合唱団

　初心者大歓迎！練習が楽しい

合唱団です。見学だけでもOK。

男声は特に歓迎します、ホーム

ページもあります。

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1,500円

団　牛久フロイデ混声合唱団

問　池永☎・FAX873-8590

●一緒に歌いましょう 

「コーラス泉」

　新年度のスタートです。何か

を始めてみませんか。仲間と歌

う楽しさを一緒に創っていきま

しょう。見学歓迎。

日　毎週火曜日午後1時30分～

3時30分

所　中央生涯学習センター音楽室

対　歌が好きな女性

￥　月2,000円

団　コーラス泉（女性コーラス）

問　番
ばん

☎871-3954

●牛久シニアアンサンブル

　現在30人の団員が楽しく練

習しています。ご一緒にアンサ

ンブルを楽しみませんか。

日　原則毎月第1・3月曜日午後

1時30分～4時

所　エスカードスタジオ

募集パート　ヴァイオリン、

チェロ、コントラバス、ドラ

ム。経験者（他楽団との掛け持ち

OK）歓迎。初心者もお気軽に。

￥　入会金1,000円、月1,500円

団・問　牛久シニアアンサンブ

ル☎090-2564-5377

Ｅ □ jyu4805@docomo.ne.jp

●ウクレレ初心者会員募集

　ウクレレ・ソロやコードで合奏を楽しみましょう。ギター、ハー

モニカとの合奏もあります。入会および見学希望の方は、予約なし

で直接会場にお越しください。

日・所　毎月第1・3火曜日午後1時30分～…奥野生涯学習センター

毎月第1・3月曜日（変更あり）午後1時30分～…三日月橋生涯学習センター

￥　月500円　　団　牛久ウクレレアンサンブル（ウクレレ奥野火曜会）

問　大野☎873-6638
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●韓国語学習「メンドラミ」

　楽しく韓国語会話を学習して

います。ご一緒に学習しませんか。

日　毎週金曜日午後1時～3時

所　中央生涯学習センター　

￥　月3,000円

団　メンドラミ

問　小野寺☎080-1127-7218

Ｅ □ zhongwu1232@yahoo.co.jp

●ダンス講習会初心者募集

　ワルツ、タンゴ、ルンバ、チャ

チャチャ等分かりやすく教えます。

日　毎週金曜日午後7時～9時

所　中央生涯学習センター

対　ダンスに興味のある方

￥　月1,000円

団　牛久市レクリエーション協

会（ダンスサークルピボット）

問　竹内☎873-8010

●吟詠教室

　漢詩・和歌・俳句等を楽しく学

べます。あなたの感性で詠ってみ

ませんか。生涯教育にも最適です。

日　第1・2・4土曜日午後1時30分～

所　中央生涯学習センター小会

議室、視聴覚室

￥　月1,500円

団　公益社団法人日本詩吟学院

大利根吟詠会

問　丸山☎874-0614

●将棋愛好会員募集

　現在24人で活動しています。

加入希望の方は会場まで。

日　原則毎月第2・4土曜日午前

10時～午後4時

所　総合福祉センター

￥　年2,000円（10月以降加入

は1,000円）※無料体験あり。

団　牛久市福祉センター将棋ク

ラブ

問　野川☎873-4759

●コントラクトブリッジ体験教室および会員募集

　コントラクトブリッジは、世界各国で行われているトランプの知

的頭脳スポーツです。初心者には教授します。

日　毎週月・火・木・金曜日午後1時～4時

所　ひたち野リフレ会議室

対　体験教室は金曜日を含む週2回以上参加可能な方

定　各講座とも4～5人程度　　￥　無料　　申　当日現地にて受付

問　太田☎080-3456-9387 Ｅ □ so36ytks@t.vodafone.ne.jp
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