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公共施設展示作品が変わりました
市では、皆さんに気軽にアート作品を鑑賞していただこうと平成24年度から
「公共施設展示事業」
を実施して
います。本年度は、中央生涯学習センターロータリーの立体作品に加え、新たに中央図書館2階に平面作品を
展示します。お近くにお越しの際は、うしく現代美術展出品作家たちの作品をぜひご覧ください。
アダージョ

▼

Adagio
あお

せいじゃく

―蒼い静寂のために―
制作者／太田 圭
技法／日本画
作品コメント「30数年前に屋
久 島 で 見 た 満 天 の 星 空、 勤
務先の大学の学外実習で訪れ
た奥日光で描いた老木、自宅
の庭先に咲いたガクアジサイ、
アトリエにあったオブジェを
組み合わせ、静寂な世界を表
現しました」
図書館展示作品（前期）
図書館展示作品（後期）

ロータリー展示作品

The Circulation Of The Earth : Horn（大地の循環・ホルン）

▼

技法／石彫

展示場所・期間
中央図書館2階
中央生涯学習センター ロータリー
4月～1年間
【前期】
4月－9月／
【後期】
10月－3月

キミのセカイニうつるもの

▼

制作者／深谷 直之

作品コメント
「氷河の浸食作用によってできた、鋭く尖った岩峰を持つ地形をホル
ンといいます。この作品は山頂から麓の生命体へと、日々繰り返される自然界か
らの恩恵の物語の一断片を、大地の素材である石に刻み、具象化したものです」

制作者／柿下 秀人

技法／日本画

作品コメント「童話のような世界を表現しまし
た。絵本の物語を読むように、鑑賞される読み
手によって、楽しくも、悲しくも、さまざまに
読み解いていただけたら幸いです」

詐欺や空き巣に気を付けて

地域を見守る交番

地域安全街頭キャンペーン

栄町交番開所式

4月19日、ジョイフーズ牛久さくら台店前で
「地

牛久警察署栄町交番の開所式が4月13日に行

域安全街頭キャンペーン」
が実施されました。当

われました。栄町交番は昭和53年に開所して以

日は、牛久市防犯連絡員や牛久警察署員が、啓発

来、地域の皆さんの安全を見守ってきましたが、

品を配布し、ニセ電話

老 朽 化 に 伴 い、 新

詐欺や空き巣などの

庁舎を建設しました。

被害に遭わないよう

新庁舎は牛久市を

気を付けましょうと

イメージした緑色の

呼び掛けました。

曲線の屋根が特徴と
なっています。
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神谷小、南中の功績に表彰

ソーイングコンクールで受賞

科学技術分野の文部科学大臣表彰創意工夫育成功労学校賞

ホームソーイングコンクール・ものづくりコンクール

神谷小学校
（長谷川安男校長）と牛久南中学校
（岡野あつ子校長）
が
「平成30年度科学技術分野の
文部科学大臣表彰創意工夫育成功労学校賞」
を受
賞し、4月25日にその報告ための両校長が根本市
長を表敬訪問しました。この賞は児童・生徒の創
意工夫の育成に顕著な成果をあげた小中学校が
▲

平成28年度の作品
「感謝の心でおもてなし」

対象となり、両校の児童・生徒が茨城県発明工夫
展へ多数の作品を出品したことなどの成果が今

せがわ か お

下根中学校3年、瀨川佳央さんが平成28年度、平

回の受賞につながりました。

成29年度ホームソーイング小・中・高校生作品コ
ンクール中学生の部 小物・インテリア作品部門で
2年連続受賞、また平成29年度いばらきものづく
り教育フェア児童・生徒作品コンクールでの茨城
県教育委員会教育長賞受賞の報告に4月25日、根
本市長を表敬訪問しました。瀨川さんは物を作る
ことが大好きで幼いころからお母さんと一緒に
ソーイングを楽しんでいるとのこと。
「 作るもの
は日常のあったらいいな、からヒントを得ます。
（写真左から） 長谷川校長、根本市長、岡野校長

大仏より長い!?
ピザに挑戦

６人の委員に委嘱状を交付
牛久市情報公開・個人情報保護審査会委嘱式

「USHIKU PIZZA FESTA」

5月9日、
「牛久市情報公開・個人情報保護審査会

牛久市商工会青年部主

委嘱式」
が行われました。この審査会では公文書や

nd

１

これからもたくさん作ります」と話していました。

催の
「2 USHIKU PIZZA

保有個人情報の開示請求等に対する処分について

FESTA」が、3月11日に牛

の審査請求があった場合に、その処分が適当であ

久シャトー、市役所近隣公

るかどうか審査します。任期は２年間です。

園で開催されました。
当日は特別イベント
「日

前期に続き、会長は星野豊氏、副会長は久吉一
生氏となりました。

本一長いピザに挑戦」が
催 さ れ、 約200人 が 牛 久
大仏の高さにちなんだ長
さ120ｍのピザ作りに挑
戦。完成したピザの長さ
は121.9ｍとなり、さまざ
２
１「日本一認定証」

２ 牛久産小麦を使用したピ
ザ生地に具材をトッピング

まな分野の日本一の認定
を行っている
「日本一ネッ
ト」
から
「日本一認定証」
を
いただきました。

（写真左から）
みやもとよしたか
みやもとひろし
まえださとし
宮本芳孝氏
（再任）
、宮本弘氏
（再任）
、前田聡氏
（新任）
、根本
ほしのゆたか

ひさよしはじめ

いしだつとむ

市長、星野豊氏
（再任）
、久吉一生氏
（再任）
、石田努氏
（再任）
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国体開催まで500日！

子どもたちの健やかな成長を願う

市役所にカウントダウンボードの設置

第29回うしく・鯉まつり

「いきいき茨城ゆめ国体2019」が5月16日に開催

「第29回うしく・鯉まつり」が5月3日に市役所

500日前を迎えました。市では国体の認知度向上と

近隣公園と市役所敷地内で開催され、家族連れな

開催に向けた気運醸成を図るため、カウントダウン

ど多くの人たちで賑わいました。あいにくの曇り

ボードを市役所正門に設置し、除幕式を行いまし

空でしたが、約200匹の鯉のぼりが、子どもたち

た。根本市長は
「設置したことで市民の皆さんに国

の健やかな成長を見守りました。

体のことをもっと知ってもらえたら」
と話しました。
市では空手道と軟式野球の2種目が開催されます。
市全体で一丸となり、国体を盛り上げていきましょう。

１

２

３

１ 子
 どもたちに大人気、魚のつかみ取り ２ 大空を泳ぐ鯉のぼり
３ 奥野小学校の子どもたちによるダンス発表

歩いて健康！

子どもたちが職業体験

「健康ウオーク2018」

「としょかんまつり・キッズワークショップ～お仕事体験inうしく」

5月19日、
「健康ウオーク2018」が開催され、市

5月6日、中央図書館で
「第17回こどもとしょ

内外から482人が参加しました。
今年は人気の
「牛

かんまつり」
が開催され、
子どもたちが職業体験

久沼かっぱの小径コース13km」
に加え、初心者向

できるキッズワークショップがオープン。子ど

け4kmの
「牛久シャトー通り散策コース」に
「親子

もたちはチアダンス、パティシエ、DJ、消防士、

ふれあいクラス」
「
、ノルディック・ウオーク体験

イラストレーター、書道を体験しました。その

クラス」
「
、初心者クラス」を新設。
「親子ふれあい

他にもチアダンスや書道部のパフォーマンスが

クラス」
では、クイズに答えながら親子で楽しく、

あり、
たくさんの親子が楽しみました。また「う

市内を歩きました。参加者からは
「楽しかった」
、

ちどくフォトコンテスト」の表彰式も行われま

「気持のいい疲れです」
などの声が聞かれました。

した。※受賞作品は表紙に掲載しています。
２

１

１

３

１ 人気の「牛久沼かっぱの小径コース」
２「答えは何だろう？」

親子でクイ
ズとウオーキングを楽しみました
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２

１ 高校生とチアダンス ２ パティシエでクッキー作り ３ DJ体験

