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 情報
     ひろば

市からのお知らせ

問　牛久市役所

　　☎ 029-873-2111（代表）

　　FAX�029-873-7510（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。

牛久を動画で楽しもう。観光

PRムービー「Welcome to White 

Party」も公開中。「そ

うだったのか！」と

驚くラストは必見。

牛久市公式LINEアカウント。

友だち登録してね★

問　広報政策課☎内線3222

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。

問　システム管理課☎内線1672

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

「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。

問　NPO法人牛久コミュニティ放送

☎875-8541 FAX875-8686 Ｅ□ushiku@fmuu.jp

FMうしくうれしく放送

「UUラジオ854」
月～金曜日午前10時～正午

（再放送：午後5時～7時）

「ぎゅぎゅっとラジオ854」
月～金曜日午後1時～3時

（再放送：午後8時～10時）

牛久市民による情報発信番組「夕暮れモー

モー」。YouTubeで平日午後7時～7時45分に

生放送中！（放送はいつでも視聴可能）

問　NPO法人ちゃんみよTV 

☎・FAX871-8034

Ｅ□chanmiyo@chanmiyo.tv

FM
周波数

85.4MHz

動画サイト「YouTube」

牛久市公式チャンネル

●第132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。ふるってご参加ください。

日　4月8日（日）午前10時～午後3時

所　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　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

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」宛てに郵送ください。

※記入漏れなど、不備がある場合は受け付けできません。

※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。

※電話、FAX、窓口での受け付けはできません。

申込期間　3月1日（木）～9日（金）必着※定員を超えた場合は抽選。結

果は通知します。

問　商工観光課☎内線1523

●親子ふれあい映画鑑賞会

ミニオンズのユニバーサル・スタジオの話題作「ＳＩＮＧ／シング」

　全世界大ヒットを記録した「ペット」に続いて、今回は音楽で世界

を熱狂させた話題作をお贈りします。迫力の大スクリーンとサウン

ドをご家族皆さんでお楽しみください。

日　3月18日（日）【1回目】午前9時30分開場、午

前10時開演、【2回目】午後1時開場、午後1時30

分開演※上映時間108分。

所　中央生涯学習センター文化ホール

￥　無料 ※全席自由・予約不要

主　青少年育成牛久市民会議

問　青少年育成牛久市民会議事務局☎871-2301
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●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

　3月11日（日）か

ら始まる「大相撲

3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。※応募は1人1通まで。

応募期間　3月11日（日）～18日（日）

問　牛久市観光協会☎874-5554

HP�http://www.kisenosato.e-ushiku.jp

●障がいのあるお子さんの

　歯科に関する講演会

日　3月18日（ 日 ）午 前10時30

分～正午

所　保健センター研修室（2階）

対　ひだまりの会会員（障がいの

あるお子さんをお持ちの家族の

交流会）、および市内の障がいの

あるお子さんの通う施設の指導

員・内容に関心のある一般の方

内　障がいのあるお子さんのお

口のケアについて

講　高木伸子氏（たかぎ歯科院長）

【講師より】土浦市で歯科医院を開

業。小児や障がいのある方にも優

しい歯科医療を目指し、健康な口

腔維持管理をお手伝いしています。

申込期間　3月5日（月）～9日（金）

※この講演会は、市で定期的に

開催している、障がいのあるお

子さんをお持ちのご家族の交流

会（ひだまりの会）の一環で実施

します。会員の方以外で、講演

をお聞きになりたい方は、お問

い合わせください。

申・問　健康づくり推進課☎内

線1746

●「鯉のぼり」寄付のお願い

　うしく・鯉まつりでは、子ども

達の健やかな成長を願って、た

くさんの鯉のぼりを揚げていま

す。ご家庭で眠っている鯉のぼり

がありましたら、随時受け付けて

いますので寄付をお願いします。

受付場所　中央・三日月橋・奥

野・かっぱの里の各生涯学習セ

ンター（第2・4月曜日を除く）

問　うしく鯉まつり実行委員会

事務局（中央生涯学習センター内）

☎871-2301（第2・4月曜日休館）

●「全国春の火災予防運動週間」

が始まります！

「火の用心 ことばを形に 習慣に」

平成29年度防火標語

　3月1日～7日は、春季全国火

災予防運動週間です！火災が発

生しやすい時季を迎えるに当た

り、次の7つのポイントを守り火

災予防の意識を高めましょう。

①寝タバコは絶対やめる。

②ストーブは燃えやすいものか

ら離れた位置で使用する。

③ガスコンロなどのそばを離れ

るときは、必ず火を消す。

④逃げ遅れを防ぐために、住宅

用火災警報器を設置する。

⑤寝具・衣類およびカーテンは、

防炎物品を使用する。

⑥火災を小さいうちに消すため

に、住宅用消火器を設置する。

⑦お年寄りや身体の不自由な人

を守るために、隣近所の協力体制

をつくる。

問　牛久消防署☎873-0119

●防災行政無線などを用いた全国一斉情報伝達訓練の実施

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達

訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート

※）を用いた訓練で、牛久市以外の地域でもさまざまな手段を用いて

情報伝達訓練が行われます。

※ Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国か

ら人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

訓練実施日時　　3月14日（水）午前11時ごろ

訓練で行う放送　市内114カ所に設置してある防災行政無線から、

一斉に、次のように放送されます。

〈上り4音チャイム音〉

　「これは、Jアラートのテストです。」×3回

　「こちらは、ぼうさいうしくです。」

　〈下り4音チャイム音〉

問　交通防災課☎内線1681
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●日本語教室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。

応募資格と条件　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た方。

①～④のいずれかの資格等を有する方で、各学期（10回）、毎週木曜

日の、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

で教室の運営活動に協力できる方。

※なお、学生の方は対象外とします。

募集人員　若干名　　募集期間　3月2日（金) ～3月30日（金）

応募方法　下記の書類を提出してください。

（１）所定の申込書※ホームページからダウンロード可

（２）上記①～④の資格が証明できる書類の写し

選考方法　書類審査および面接を実施し、総合的に判断し決定しま

す。面接は4月上旬を予定しています。

牛久市国際交流協会への入会　講師ボランティアとしての参加が決

定したら、主催である牛久市国際交流協会への入会をお願いします

（年会費：個人1,000円）。

申・問　牛久市国際交流協会事務局（市民活動課内）☎内線1632

　（午前8時30分～午後5時15分、土・日曜日、祝日除く）

●外国人のための日本語教室学習者募集（平成30年度1学期）

　日本語がうまく話せない方や、さらに日本語の上達を希望される

外国の方に、ぜひこの教室をご紹介ください。

対　日本語の日常会話を学びたい外国人など（希望者が多数の場合

は牛久市在住の方を優先します）

￥　1,000円（1学期・10回分）

申　必ず希望者ご本人が市民活動課の窓口に申し込みに来てください。

日本語が話せない方は付き添いの方と一緒に来て手続きをしてください。

締　3月30日（金）

※希望者が多い場合、キャンセル待ちになる場合があります。

問　牛久市国際交流協会事務局（市民活動課内）☎内線1632

FAX873-2512 Ｅ□shimin@city.ushiku.ibaraki.jp

日程　 平成30年5月10日～7月12日の毎週木曜日（全10回）

時間　 【AMクラス】午前10時～、【PMクラス】午後1時～、�

【EVクラス】午後7時～（各90分）�

※希望する時間帯を一つ選んでください。

所　中央生涯学習センター中講座室（2階）他

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

　「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。※相談無料

日　3月27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（上記日程以外も

別会場にて相談可）

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

●牛久市少年少女発明クラブ員募集

　楽しい工作教室です。電気工

作、木工工作、科学的な工作な

ど工作活動を通して物を作る楽

しさや工夫する心を育てたいと

願い活動しています。

対　市内小学校 新3～6年生

活動期間　平成30年4月～平成

31年3月の第1・3土曜日午前中

所　向台小学校図工室

￥　年4,000円

申　往復はがきの往信用に①氏

名（ふりがな）②性別③住所④電

話番号⑤学校名⑥新学年を記入。

返信用宛先には申込者の住所・

氏名を記入し、「〒300-1211牛

久市柏田町1606-1中央生涯学

習センター発明クラブ担当」宛

てに送付。

締　３月15日（木）必着

問　発明クラブ（川本）

☎080-4292-2913
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●牛久市一般職非常勤職員募集

　

◆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　人事課☎内線1042

●「いばらき企業説明会2018」開催　【土浦会場】参加企業40社

　茨城労働局と茨城県は、平成31年3月大学等の卒業予定者および3年以内の

既卒者（平成30年3月既卒者を含む）を対象に企業説明会を開催します。

日　3月19日（月）午後1時～3時30分　　

所　ホテルマロウド筑波（土浦市城北町2-24）

申　事前申し込み不要※茨城労働局ホームページから「いばらき企業説明会2018」参加申込書をダウン

ロードし必要事項を記入して来場されると便利です。

問　茨城労働局職業安定課☎029-224-6218、または県内各ハローワークまで

職　種 保育士
短時間保育士

（①遅番、②早番）
調理員

勤務場所 市内公立保育園

任用期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日（再度の任用制度あり）

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
※感染性胃腸炎の感染予防
のため、医療、保育、介護等
の仕事との兼業不可

仕事内容 公立保育園の乳幼児の保育全般
公立保育園での調理、盛付
け、配膳、および給食調理
全般

募集人数 若干名 ①3人　②1人 1人

勤
務
条
件
等

報酬額

時間額：1,000円
交通費：交通手段、距離区分に応じて支給

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7.5時間
（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

�週5日（週19時間以内）
①午後4時～6時
②午前7時30分～10時30分
※午前7時～午後7時内で
シフト勤務あり
※時間外勤務あり

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
分までの指定された時間
※午前8時～午後5時内で
シフト勤務あり、時間外勤務
あり

休 日

土・日曜日、祝日 
※年数回の土曜日勤務あり

土・日曜日、祝日 
※月1回程度の土曜日勤務
あり

土・日曜日、祝日 
※年数回の土曜日勤務あり

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

社会保険（厚生年金・健康保
険）、雇用保険加入なし

申込期間 3月1日（木）～12日（月）

問い合わせ 人事課☎1042
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スポーツ催し・講座

●第119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　3月24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　3月21日（水・祝）

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

●牛久市内親善春季野球大会

参加チーム募集

　4月から始まる牛久市内親善

春季野球大会の参加チームを募

集。町内、団地内、学窓および

企業などでチームを編成し、野

球を楽しみましょう。

メンバー登録日　 3月16日（金）

※厳守願います。

抽選日　3月24日（土）午後5時～

ひたち野リフレビル会議室

大 会 日 程　4月1日（ 日 ）～30日

（月・祝）

連盟登録条件　市内在住・在勤の

方で、16歳以上（義務教育終了）。高

校生および大学生は、野球部員（硬

式・軟式）でない方。※要登録費

申　出場を希望されるチームは大

会要項を送付しますので、下記へご

連絡ください。既存の登録チームへ

は、3月上旬に登録用紙を送付します。

主　牛久野球連盟

問　渡部☎874-5876、☎090-

4527-5589

●「日本と再生」上映会＆

　小川仙月講演会

　世界はもう自然エネルギーで

動いています。原発でも化石燃

料でもない現実を見よう。

日　3月23日（金）上映会：午前10

時45分～、午後2時30分～／講演

会：午後1時～

所　エスカードホール

￥　500円

主　原発いらない牛久の会

問　藤田☎080-5193-5218

●リコーダーアンサンブル奏
かのん

音

結成10周年記念第1回コンサート

　温かな音による合奏の魅力を

お楽しみください。

日　3月31日（土）午後1時30分

開場、午後2時開演

所　中央生涯学習センター視聴

覚室（2階）

定・￥　40人・無料

主　リコーダーアンサンブル奏
か の ん

音

問　樋口☎869-7510

●牛久味わい亭第21回落語会

　三
さんゆうてい

遊亭圓
えんそう

窓師匠に師事し、主

に茨城県内で活躍しているアマ

チュア落語家が出演します。

日　3月18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※お体の不自由な方は優先席

を用意します。前日までにご連絡

ください。

出 演　 牛
ぎゅうきゅうてい

久 亭 高
こう

塀
べい

、有
あ り が て い

難亭

大
だいしょう

小、有
あ り が て い

難亭南
な ん み ょ う

夢明、有
あ り が て い

難亭

良
ら じ お

慈緒、好
こうぶんてい

文亭梅
ばいちょう

朝

主　落語会「牛久味わい亭」

問　望月☎090-4757-4414

●茨城いのちの電話

　相談員養成講座生募集

　いのちの電話は、自殺予防を

目的としたボランティア活動です。

電話という手段で対話し、悩みを

抱える方の支えになってください。

研 修 期 間　2018年6月 ～2020

年3月

所　つくば市周辺

対　23歳以上、いのちの電話の趣

旨に賛同し、積極的に参加できる方

定・締　40人程度・5月7日（月）

問　茨城いのちの電話事務局☎

852-8505

●牛久市シルバー人材センター

　からのお知らせ

①会員募集

　元気で明るく前向きな会員を

募集しています。高齢者の皆さ

んの知識・経験・技術を生かし、

就業機会を提供する目的で運営

しています。会員になって一緒

に働き、収入を得るとともに、ボ

ランティア活動などを通しシニ

アライフを楽しんでみませんか。

内　管理作業、屋内外一般作業、

サービス・技術作業ほか

対　市内に在住の健康で働く意

欲のある60歳以上の方

②リサイクルショップ展示販売

　牛久クリーンセンターリサイ

クルプラザ内でリサイクル家具、

雑貨類を修理再生して、展示販売

しています。まだ十分に使えるリ

サイクル商品を取り揃えています

ので、ぜひご覧ください。※商品

の予約、返品、返金はできません。

利用時間　火～土曜日午前10時

～午後3時（日・月曜日、祝日休館）

問　 （公社）牛久市シルバー人

材センター事務局☎871-1468

広報うしく 2018年3月1日号 20
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メンバー募集

●音楽の小径　春を歌おう！

日　3月25日（日）午後1時30分～

所　エスカードスタジオ

￥　500円

問　白井☎874-7390、小塙☎

873-0717

●平地林の手入れ作業

　「森林ボランティア」

日　3月18日（日）午前8時30分～正午

所　井ノ岡町※現地集合

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）

問　木とふれあうネットワーク

事務局（阿部）☎873-6424

●牛久フロイデ混声合唱団

　10周年記念コンサート

　一緒に春の歌を歌うコーナー

もあり。楽しく歌いましょう。

日　3月11日（日）午後1時～

所　三日月橋生涯学習センター

定・￥　250人・無料

主　牛久フロイデ混声合唱団

問　池永☎873-8590

●RAS�9thコンサート

　うしく音楽家協会の若手音楽

家たちがエネルギッシュで迫力

のある演奏をお届けします。ソロ

とアンサンブルそれぞれの魅力

をお楽しみください。

日　3月25日（日）午後1時30分

開場、午後2時開演

所　リフレプラザ

演奏曲　ばらのリボン 作品

36-1／ R.シュトラウス ほか

￥　入場料500円（1ドリンク付

き）※当日受付にて支払い

主　うしく音楽家協会

問　澤田☎080-6895-4388、

上仲☎090-1548-4172

●歴史を語り合う会

日　3月25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　記憶・学童集団疎開と東

京大空襲

内　第二次世界大戦末期、子ど

もたちはどう過ごしたか？学童

疎開と東京大空襲を今に伝える。

講　山田実氏

￥　300円（資料代）

主　牛久史談会

問　板宮☎090-2327-6304●環境学習同好会「報告会」＆

「映画上映会」

①東日本土壌測定報告会

日　3月15日（木）午後1時30分～4時

内　311を忘れない「土壌汚染

はどうなっているでしょうか」

②「種子法廃止」について映画上

映とミニ学習会

日　3月21日（水・祝）午後1時30

分～4時

内　映画「種子 みんなのもの？

それとも企業の所有物？」上映

と種子法廃止の学習会

【①・②共通】※入場無料

所　中央生涯学習センター視聴

覚室

主　環境学習同好会

問　中村☎874-5089

●コントラクトブリッジ

　体験教室＆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。現在会員

数50人。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※体験教室は金曜日

※競技方法：個人戦が主体ラ

バーブリッジ方式

所　リフレビル会議室（4階）

定・￥　各講座4～5人・無料

申　開催日に現地にて受付

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

●火曜英会話サークル

　メンバー募集

　初心者歓迎。イギリス人の講

師が楽しく教えます。

日　毎週火曜日午後1時30分～3時

所　中央生涯学習センター小会議室

定・￥　若干名・月3,000円

団　火曜英会話サークル

申・問　髙橋☎090-3242-6182

 【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

●スピードキーボード講座

　名曲演奏をめざしましょう！

※6回シリーズ

日　 ①3月11日（ 日 ）、 ②3月25日

（日）、③4月15日（日）、④4月28日

（土）、⑤5月6日（日）、⑥5月19日（土）

時間　①④⑤午後1時30分～3

時、②③⑥午前10時30分～正午

所　エスカードスタジオ

対・定　小学生以下・先着20人

￥　無料

締　3月7日（水）

主・問　生涯学習ピアノ研究会

☎873-0717
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相　談

●筑波銀行年金無料相談

　年金請求書の作成や添付書類のご案内など。※要予約。

日　3月10日(土）午前10時～午後4時

所　すまいるプラザ牛久（筑波銀行ひたち野うしく支店内）

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

（ひたち野うしく支店内）

日　3月10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牛久支店

日　3月7日（水）午前10時～午後3時

申・問　常陽銀行牛久支店

☎872-5112

●民踊・2
にまるまるご

005�
福祉センターメンバー募集

　気軽な服装で楽しくふるさと

の民踊を踊りましょう。

日　毎月第1・2土曜日午後1時

30分※会場の都合により変更

あり。4月は7日（土）・14日（土）。

所　市総合福祉センター

講　公益社団法人日本フォーク

ダンス連盟民踊部公認指導者

対　概ね60歳以上の方、男女不

問、初心者大歓迎

￥　年1,000円（保険代含む）

持　上履き、飲み物

申　初日4月7日（土）会場で受

け付け

団　民踊・2005

問　望月☎090-3092-9428、松

岡☎080-5058-5809

●野球同好会メンバー募集

　60歳以上で「野球が好き」「楽

しく汗をかきたい」方、一緒にや

りませんか。初心者歓迎です。

日　土・日曜日・祝日を除く毎

日午前10時30分～（原則として

2時間）

所　栄町運動広場Cグラウンド

対　年齢60歳以上

￥　無料

申　電話で申し込み

団　栄町ヤンガース

問　永井☎090-5449-2474
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