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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　広報政策課☎3222

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

問　NPO法人牛久コミュニティ放送☎875-8541 FAX875-8686 Ｅ□□ushiku@fmuu.jp

牛久市の情報を盛りだくさんにお伝えしています！

月～金曜日午後1時～3時
（再放送：午後8時～10時）
市内各地の情報をレポーターが中
継でお届けします！

FM
周波数

85.4MHz

動画サイト「YouTube」

牛久市公式チャンネル

※4月1日より、担当がシステム管理

課から広報政策課に移行しました。

FMうしくうれしく放送

大好評！

公式Twitter

@nemoto_youji @ushiku_city
牛久市シティプロモーション

@ushikucitypromo

根本市長 牛久市

月～金曜日午前10時～正午
（再放送：午後5時～7時）
もっと知りたい牛久のこと。牛久
市の最新情報を発信しています。

UUラジオ854（生放送） ぎゅぎゅっとラジオ854（生放送）

市役所敷地内
保健センター2階から放送中！

ム―くんフ―ちゃん

スマートフォンでもラジオが聴けます！詳しくは公式ホームページ（http://www.fmuu.jp）

●「観光めぐり」参加者募集

　今年の牛久市観光協会主催の「観光めぐり」は、牛久シャトー創業者

神谷傳兵衛ゆかりの浅草、千葉市稲毛区をめぐる旅です。

日　6月21日（木）　　対　市内在住の方

定　80人　　￥　4,000円（受付時にお支払い）

行程　中央生涯学習センター午前7時45分集合（出発予

定午前8時）⇒神谷バー・浅草寺・物産館(土産)⇒昼食(浅草ビューホ

テル)⇒千葉市稲毛区(神谷家別荘・千葉市ゆかりの家いなげ・稲毛

浅間神社見学)⇒中央生涯学習センター（到着予定午後5時）※行程は

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。

申　6月13日（水）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。定員を超えた場合は午前9時30分から抽選を行います。1

人につき2人分まで申し込み可。※受付は当日限り。

主・問　牛久市観光協会☎874-5554

●うしくの梨のオーナーになりませんか？

　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？剪定や受粉を含め、めんどうな管理はすべて生産者が

行います。オーナーは、収穫を楽しめます。食べごろの梨の見分け

方や、もぎ方のコツも、生産者から丁寧に教えてもらえます。定員

になり次第締め切りますので、お申し込みはお早めにどうぞ（関連記

事を10ページに掲載）。

所　久野町　　募集区画数　40区画

収穫時期　9月中旬～10月初旬（数回収穫できます）

予想収穫量　1区画あたり100玉程度（大玉）

￥　オーナー料25,000円（何人のグループでもOK）

※収穫時期になったらご案内します。直接生産者へ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。

募集時期　6月1日（金）～募集区画に達し次第終了

申　農業政策課窓口または電話、Eメールでお申し込みください。

問　農業政策課☎内線1513　E□□ nousei@city.ushiku.ibaraki.jp
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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

●楽しく手話を学んでみませんか？

「手話講習会Ⅰ（入門レベル）」受講生募集

　初めて手話を学ぶ方向けの手話講習会を開きます。

あいさつなど簡単な日常会話を手話で伝えられるようになることを

目指します。興味のある方、お待ちしています！

日　７月11日～平成31年2月までの水曜日 午前10時～正午（全24回予定）

所　中央生涯学習センターなど

対　初心者で市内、または龍ケ崎市に在住・在勤の16歳以上の方

定　25人

￥　受講料無料※テキスト代（3,240円）負担あり。

申　6月22日（金）必着。はがきまたはFAXで（郵便番号、住所、氏名、

生年月日、電話番号、手話講座等受講歴、受講動機を具体的に記入、

牛久市に通勤している方は通勤先を記入）。※希望者多数の場合抽選。

問　社会福祉課（〒300-1292牛久市中央3-15-1牛久市社会福祉課

「手話講習会（入門レベル）」係）☎内線1712 FAX874-0421

●やってみようアンガーマネ

ジメント～人間関係でイラ

イラしないために

　怒りの感情をコントロールす

る「アンガーマネジメント」を知っ

ていますか？人によって怒りを感

じる理由はそれぞれです。怒りの

種類と感情をコントロールするコ

ツを学べば人間関係もよくなりま

す。参加希望の方は、事前に電話

でお申し込みください。

日　6月16日（土）午前10時～11

時30分※当日参加も可

所　中央生涯学習センター大講座室

講　佐藤康江氏（臨床心理士）　

￥・定　200円（資料代込）・50人

申・問　生涯学習課☎871-2301

●第133回うしくゴッ多市（フリーマーケット）

日　6月10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 キャベツと牛乳を数量限定で格安販売（正午予定）、②メロン

を数量限定で格安販売（午後2時予定）、③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30人に予約券配布、6月11日（月）～16日（土）の間で無料検査

実施）・栄養相談、医療相談、薬の相談ほか、④再生家具販売（午前

10時～無くなり次第終了） ※イベントは、内容と時間を変更するこ

とがあります。※次回開催10月14日（日）

問　商工観光課☎内線1523

●「放火に注意！」

　5月2日、埼玉県越谷市と隣接する吉川市において死傷者を伴う連

続放火の可能性がある火災が4件発生し、5月6日には茨城県守谷市

においても連続放火が疑われる火災が2件発生しました。

　いずれの火災も人目に付かない未明に発生していることから、家

の周囲を明るくしておくことや可燃物を置かないなどの放火防止対

策を励行しましょう。

　稲敷広域消防本部においても警戒を強化していますが、圏域住民

一人ひとりが放火防止対策に努め、放火をさせない環境づくりを心

掛けましょう。また、いざという時のために消火器を備えましょう。

問　稲敷広域消防本部予防課☎0297-64-3744

●平成30年度危険物安全週間

6月3日（日）～9日（土）は、危険

物安全週間

「この一球　届け無事故へ　

みんなの願い」（平成30年度危

険物安全週間推進標語）

◆危険物とは…「火災発生の危

険性が大きい」、「火災拡大の危

険性が大きい」、「消火の困難性

が高い」といった危険性を持つ

もので消防法に定めるものをい

います。身近なものでは、ガソ

リンや灯油、油性塗料など。

◆危険物事故防止対策…①危険

物取扱時：火気に注意し、十分

な換気を行う。②給油時：エン

ジンを停止し、ふきこぼれ事故

を防止するために、注ぎ足し給

油をしない。③天ぷら油等の加

熱中：絶対にそばを離れない。

問　牛久消防署☎873-0119
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●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、

レクリエーション、同好会を通し、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仕事のご依頼募集】家庭でのお困りごとやちょっと手を借りたい

ことなどがありましたら、お気軽にご相談ください。お見積りなど、詳

しくは電話でお問い合わせください。

◆屋内でのお手伝い…障子・襖の張り替え、電球・蛍光灯の交換、室

内の清掃、掛け時計の電池交換、家具の移動配置換え、パソコンの

訪問アドバイスなど。◆屋外でのお手伝い…植木の剪定、花・庭木

の水やり、家の周りの清掃、お墓の清掃など。

【③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

●牛久市営住宅入居者募集

受付期間　6月1日（金）～15日（金）※土・日曜日、祝日は除く。

抽選日　6月28日（木）午前9時30分～　　所　市役所分庁舎第2会議室（2階）

入居可能日　平成30年7月※申し込み住宅により異なります。※抽選の際、入居決定

者の他に補欠者を数名決定します（補欠の有効期間は抽選日より3カ月間です）。

入居資格　①同居親族がいること（単身者でも「満60歳以上の方」「障害者手帳の交付

を受けている方（障がいの程度の要件を満たしている方）」「生活保護を受けている方」

は申し込み可）②牛久市に居住または勤務していること（外国人住民の場合は永住許

可の方に限る）③右表の収入基準にあてはまること④すべての市税を滞納していない

こと（市税の未申告者は申込不可）⑤婚姻の予定者の申し込みは入籍予定日からさかの

ぼって2カ月以内⑥持ち家がなく、現在住居に困窮していること⑦その他

その他　家賃は入居者の収入により異なります。ペットは禁止です。

問　建築住宅課☎内線2564 ※必要書類など詳しい内容はお問い合わせください。

世帯
人数

年収限度

1人 296万円以下

2人 351万円以下

3人 399万円以下

4人 447万円以下

5人 494万円以下

【収入基準表】
給与所得が1人の

場合の税込総収入額

南裏住宅4-302号室
（3階部分）

南裏住宅5-404号室
（4階部分）

南裏第2住宅
14号室（4階部分）

神谷住宅711号室
（1階部分）

前山住宅D-102号室
（1階部分）

前山住宅E-104号室
（1階部分）

構造
鉄筋コンクリート造4階建て 鉄筋コンクリート造5階建て 鉄筋コンクリート造3階建て 鉄筋コンクリート造2階建て

平成2年築 平成3年築 昭和48年築 平成6年築 平成13年築 平成18年築

住所 牛久町2524-4 牛久町2524-18 さくら台2-19-7 猪子町831-4

使用料
（月額）

家賃：22,300円～
43,800円

家賃：23,500円～
46,100円

家賃：10,400円～
20,400円

家賃：25,800円～
50,600円

家賃：25,300円～
49,800円

家賃：22,200円～
43,500円

駐車場 1台可1,500円／月 1台可1,300円／月 1台可1,500円／月 1台可1,500円／月

間取り
3DK（和室6畳×2、洋室

4.5畳、DK6畳）
3DK（和室6畳×3、

DK6畳）
3K（和室6畳×2、和室

4.5畳、台所4畳）
3DK（和室6畳、洋室6畳

×2、DK6畳）
2DK（和室6畳、洋室6

畳、DK10畳）
2K（和室6畳、洋室7畳

台所6畳）

その他
県南水道、公共下水道、都市ガス

【単身不可】
県南水道、公共下水道、
プロパンガス【単身可】

県南水道、公共下水道、都市ガス
【単身不可】

県南水道、公共下水道、
プロパンガス【単身者用】

●第21回ふれあい牛久沼文化

の集い開催

　三日月橋生涯学習センタ－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。

【展示】

日　6月24日（日）～29日（金）午前

9時～午後4時（最終日は午後3時）

【ステ－ジ・フロア発表】

日　6月24日（日）午前9時20分～

【バザ－・野菜販売・出店】

弁当各種・団子・焼きそば・コ

ロッケ・ジュースなど)

日　6月24日（日）午前10時～　

※駐車場が狭いため、ご来場の際は

牛久市コミュニティバスかっぱ号

等の公共交通機関のご利用または

お車の乗り合わせをお願いします。

問　三日月橋生涯学習センター

☎874-1340

◆募集住宅の概要　※エレベーターはありません。
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人材募集・就職支援

●牛久市一般職非常勤職員募集（市内公立保育園）

職　種 保育士
短時間保育士

（①②遅番、③早番）
調理員①②

勤務場所 下根保育園
①市内公立保育園②つつじ
が丘保育園③下根保育園

①つつじが丘保育園②下根保育園

任用期間 平成30年7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 1人 ①若干名②1人 ③1人 ①1人②1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（①1日2時間②③1日3時間、
週19時間以内）
①午後4時～6時②午後4時～7時
③午前7時30分～10時30分
＜①②③共通＞※午前7時～
午後7時内のシフト勤務あり
※時間外勤務あり

①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分のうち指定さ
れた時間
②週5日（1日7.5時間、週37時間30分以内）
午前8時～午後4時30分
＜①②共通＞※午前8時～午後5時内のシフ
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

①社会保険（厚生年金・ 健康保険）・ 雇用保
険加入なし②社会保険（厚生年金・ 健康保
険）・雇用保険加入あり

申込期間 6月1日（金）～13日（水）

問い合わせ 人事課☎内線1041

◆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

人事課まで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。

●ひたち野うしく中学校・第一幼稚園建設に

伴う住民説明会を開催します

日　６月17日（日）午前10時～正午

所　ひたち野うしく小学校体育館※駐車場が不足しています。徒歩、

自転車での来場にご協力ください。

対　市民の方　　問　教育総務課☎内線3012

●ハートフル

クーポン券

夏季分を発

売します

発売日　6月1日（金）　

販売額　2億円

使用期限　6月1日（金）～9月30日

（日）まで

購入限度額　1世帯当たり10万

円まで。※取扱店での使用限度

額も10万円までです。

ハートフルクーポン券とは？

　500円券×4枚と1,000円券×9

枚で、合計11,000円分の綴りに

なった商品券を10,000円で購入

できるので10％お得です。

問　牛久市商工会☎872-2520

HP http://ushiku-sci.org

●浴衣の寄贈をお願いします（姉妹都市　カナダ・ホワイトホー

ス市交換青少年団員贈呈用）

　牛久市国際交流協会事務局では、7月にカナダ・ホワイトホース

市から来日する交換青少年団員（中高生10人、成人団長・事務局3人、

計13人）に進呈する浴衣、帯、腰ひもなどの寄贈を受け付けています。

ご家庭で使用しないものがございましたら、下記へご連絡の上、市

民活動課窓口までご持参ください。※新品または新品と同等の物で、

男性用についてはできればサイズが大きめの物をお待ちしています。

締　6月29日（金）

問　牛久市国際交流協会事務局（市民活動課内）☎内線1632 FAX�873-

2512  E □□shimin@city.ushiku.ibaraki.jp（平日午前8時30分～午後5時15分）
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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

　「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　6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※相談無料。

申　相談日の3日前までに電話、

FAXまたはEメールでお申し込み。

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

※嘱託・臨時職員は、週5日（1日8時間）勤務、社会保険加入

※パート職員、臨時職員の勤務日数、時間等についてはお問い合わせください。

◆募集人数　各若干名　　◆契約期間　平成31年3月31日まで（年度更新あり）

◆選考方法　面接試験（随時）

◆申込方法　社会福祉協議会ホームページからエントリーシート（履歴書）および職務経歴書をダウン

ロードし、必要事項を記入・写真を貼付したものを、電話連絡の上、ご持参ください。

申・問　牛久市社会福祉協議会☎871-1295

●牛久市社会福祉協議会職員募集

職　種
応募資格(要普通運転免許)
※64歳まで(定年が65歳のため)

報酬等 待遇

保育園保育士
嘱託

保育士
月額192,400円

【交通費】自動車など

を利用時、 距離に応

じて支給

【休日】日曜、祝日、年

末年始（土曜勤務有

※通所介護事業およ

びホームヘルパーは

祝日勤務有）

【その他】嘱託職員は

賞与年2回支給（6月・

12月）・扶養手当・住

居手当等あり。 パー

ト職員、臨時職員は、

別途処遇改善手当を

支給。

パート 時給1,000円

保育園保育補助 臨時 子育て経験のある方 時給900円

知的障害者デイ
サービス支援員

パート
社会福祉士・介護福祉士・介護職員初任
者研修修了者以上または、障がい者福祉
の経験、関心のある方

時給900円
午前9時45分～午後3時45分

通所介護事業所
介護職員

嘱託
介護福祉士・介護職員初任者研修修了者
以上または、高齢者福祉の経験、関心の
ある方

月額182,400円

パート
時給900円
①午前8時30分～午後5時30分
②午前9時30分～午後3時30分

居宅介護支援事業所
介護支援専門員

嘱託

介護支援専門員

月額203,800円
地域包括支援センター
介護支援専門員

介護支援専門員

地域包括支援センター
保健師

相談援助業務の経験または関心のある方

月額237,300円

地域包括支援センター
看護師

月額235,100円

こども発達支援
センター指導員

臨時
保育士または障がい児の療育に経験・
関心のある方

時給900円※保育士有資
格者は時給1,000円

訪問介護事業
ホームヘルパー

パート 介護職員初任者研修修了者以上
時給1,000円
訪問先へは当会の車両で移動

●夏休み児童クラブ（学童保育）スタッフ募集中

　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。退職した方や学生でも可。健康で明るい方をお待ちしています。

問　放課後対策課☎内線3093

勤務期間
7月23日（月）～8月29日（水）
※土・日、祝日および8月12日（日）～16日（木）を除く。

勤務時間 午前8時～午後6時までのうち6時間以内のシフト勤務、週3日以上

勤務場所 市内各児童クラブ

報　　酬
時間額：900円
交通費：通勤距離、交通用具に応じて別途支給

募集人員 20人（18歳以上の方）、面接により選考。※定員になり次第、締め切り。

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、写真を貼
付して放課後対策課（市役所第3分庁舎2階）へ6月15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、放課
後対策課、または人事課にあります。また、市ホームページから
もダウンロードできます。
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●平成30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30年4月1

日において高等学校または中

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31年

3月までに高等学校または中

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

試験日　第1次試験日…9月2日

（日）、第2次試験日…10月10日

（水）～19日（金）のいずれか第1次

試験合格通知書で指定する日時

合格発表日　第1次試験合格者

…10月4日（木）、最終合格者…

11月13日（火）

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）に ア

クセスし、説明に従い入力する。

受付期間…6月18日（月）午前9

時～6月27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。

問い合わせ先…第1次試験地を

所轄する国税局（国税事務所）

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2333

（平日午前9時～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）

「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。

スポーツ

●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。運動ができる服装でお

越しください。

日　6月11日（月）午後1時～※雨天の場合は 6月15日（金）午後1時～

所　栄町運動広場

対　市内在住の方（初心者のみ）　　￥　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

●第122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　6月30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　6月27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

●2018年牛久の街を走る会

　みんなで牛久の街を楽しく走ってみませんか？メタボリック対策、

走力アップ等々目的はいろいろ、まずは気軽にご参加ください。

日　6月10日（日）午前8時30分集合

集合場所　牛久運動公園プール棟前広場

対　小学4年以上（小学生は父兄同伴）　￥　無料※申し込みは当日 

主　牛久市体育協会牛久走友会

問　荒木☎080-3462-9324

●大好きいばらき就職面接会

　事前申し込み不要、参加費無料。履歴書を複数枚お持ちください。

日　7月2日（月）【午前の部】午前10時30分～午後0時30分【午後の

部】午後2時～4時

所　ホテルマロウド筑波（土浦市城北町2-24）

対　大学院・大学・短大・専修学校等（高校は除く）の平成31年3月

卒業予定者および既卒未就職者（概ね卒業後3年以内）

参加予定企業数　134社

問　県労働政策課☎029-301-3645（直通） 

　HP http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/h30daisuki.html
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●平地林の手入れ作業

　「森林ボランティア」

日　6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駐車場に集合

内　下草刈り・伐採・枝打ち

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）

※作業後、軽食を用意。

問　木とふれあうネットワーク

事務局（阿部）☎873-6424

●競技かるたをやってみよう!

　小倉百人一首で 競技かるたを

やってみたい方ご参加ください。指

導できる方も募集。札を持参できる

方はお願いします(なくても可)。

日　6月24日（日）午後1時30分

～4時30分

所　中央生涯学習センター和室

対　どなたでも(小学生は保護

者同伴でお願いします)

￥　無料

主　ちはやふるかるた会

問　中村☎874-5089

●ちびっこ運動会参加者募集

日　7月12日（木）午前10時～11

時30分（受付午前9時40分～）

所　牛久運動公園サブアリーナ

対　2歳～未就園児親子50組

※要予約、無料

持　保護者は上履、水筒、汗拭

きタオル、動きやすい服装

主　母親クラブおひさま

問　佐藤☎090-8506-1385

　E □□mini32chaco@ezweb.ne.jp

●歴史を語り合う会

日　6月17日（日）午後2時～5時

所　エスカード生涯学習セン

ター第1・第2講座室（4階）

演題　天武天皇の謎

内　甥の弘文天皇率いる朝廷軍

を壊滅させて即位した天武天皇と

は、いったいどういう人物なのか。

講　津田征八氏

￥　300円（資料代）

主　牛久史談会

問　板宮☎090-2327-6304

●アルモ　ギター弾き語り

　inクリーンセンター

　今回は最近のNHK朝ドラ主題

歌を中心としたミニ・コンサー

トです。皆さんのお越しをお待

ちしています。

日　6月16日（土）午後1時30分

開場、午後2時開演

所　牛久クリーンセンター・ご

みアートミュージアム

￥　無料

主　アルモニコス

問　福田☎873-4529

●環境・温暖化防止牛久市民

フォーラム

日　6月24日（日）午後2時～4時30分

所　中央生涯学習センター小講座室 

講　①中山芳雄氏（うしくエコ

かるた作成事務局、温暖化防

止活動推進員）②山﨑千恵子氏

（ガールスカウト茨城県第27団

リーダー）

内　①うしくエコかるたの活動

報告②第1回うしくエコかるた個

人競技会の報告と今後の開催予定

対　どなたでも※参加費無料

主　地球温暖化防止活動推進牛

久グループ

問　中山☎874-1296

●磁器絵付け教室展示会

　白い器や陶板に花や果物、鳥な

どを専用の絵の具で絵付けし、高温

で焼成したさまざまな作品を展示。

日　6月6日（水）～10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

￥　無料

主　Ruby's Porcelain 

問　泉☎090-4841-9820

●下根ヶ丘「うたコンまつり」

　カラオケ、コーラス、民謡、演奏、

演芸など（小学生からシニア層まで）

日　6月17日（日）午前10時～午後3時

所　下根ヶ丘会館

￥　無料

主　下根ヶ丘たまり場会

問　大内☎873-2052

●第53回定期演奏会

日　6月17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

￥　無料　　主　東洋大学附属牛久高等学校吹奏楽研究部

問　朝田☎872-0350

催し・講座
●【公開講座】答えが見つかる‼
　快話塾

　お互いの会話を通じて、持ってい

る課題の解決のヒントを見つけます。

日　6月10日（日）午前10時～正午

所　中央生涯学習センター小会議室

対　一般成人

￥・定　無料・先着10人

主　牛久コーチングサークル

問　中谷☎080-1257-0528
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●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。

日　6月9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※要予約

①ひたち野うしくローンプラザ

日　6月9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　6月12日（火）午前10時～午後3時

申・問　常陽銀行牛久支店☎

872-5112

相　談 メンバー募集

●若竹剣友会

　君も少年少女剣士になろう

　「剣道精神」に基づき子どもた

ちの健康な体と強い心、忍耐力、

仲間を思いやる心の形成を目的

にしています。無料体験随時受

付中。※電話連絡にて申し込み。

練習日　毎週火・木曜日午後7

時～、土曜日午後6時30分

体験日　6月23日（土）、7月21日

（土）午後1時～3時（牛久南中学校）

所　牛久南中学校武道場

￥　月2,000円

団　若竹剣友会

問　松添☎874-5333（午後6時

以降）

●牛久味わい亭第22回落語会

日　6月17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※お体の不自由な方に優先

席を用意。前日までに要連絡。

出演　牛
ぎゅうきゅうてい

久亭学
が っ つ

津、牛
ぎゅうきゅうてい

久亭高
こうべい

塀、

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

●第34回ねんどの会作陶展

　オブジェや花器食器などを展示。

日　6月12日（火）～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

￥　無料

主　ねんどの会

問　西尾☎873-8159
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