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市からのお知らせ

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
FMうしくうれしく放送

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）

 情報
     ひろば

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

動画サイト「YouTube」
牛久市公式チャンネル

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

問　牛久市役所
　　☎	 029-873-2111（代表）
　　FAX029-873-7510（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★

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。

ポータルサイト、アプリで

「広報うしく」が読めます！

イバラキイーブックス
地域特化型電子書籍
ポータルサイト

マチイロ
スマートフォン、
タブレット対象アプリ

●「歩いて学ぶ牛久の歴史」

　参加者募集

　ひたち野うしく周辺にあるヲサ

ル下遺跡、上池親水公園、五十瀬神

社、中根一里塚、ひたち野西水辺公

園など約7kmのコースを歩いて歴

史や自然を学びます。（小雨決行）

日　11月13日（火）午前9時～午

後0時30分

所　牛久運動公園第1駐車場

定　15人※応募者多数の場合は抽選

￥　100円（資料代・保険料込）

締　10月26日（金）必着

申　氏名・生年月日・住所・電

話番号を記入してはがき、また

はEメールで下記までお申し込

みください。

主・問　牛久郷土かるたの会

（〒300-1211牛久市柏田町1606-1

中央生涯学習センター内）☎871-

2301 E	□syougai@city.ushiku.ibaraki.jp

●牛久クリーンセンター

　臨時休館のお知らせ

　下記の通り臨時休館します。

また日曜日のため、ごみの受け

入れもお休みです。

休館日　11月25日（日）

※電気設備年次点検のため

問　牛久クリーンセンター

　☎830-9333

●国体自転車競技リハーサル大会

　に伴う交通規制（つくば市）

　10月14日（日）につくば市北部で、

いきいき茨城ゆめ国体リハーサ

ル大会自転車ロードレース競技

が開催されます。それに伴い、国

道125号線・408号線・県道45号

線（つくば真岡線）等の一部が通

行止めとなります。当日コース付

近を通行される方は、規制看板な

どに従い迂回をお願いします。

日　10月14日（日）午前7時30分

～午後2時（予定）

問　つくば市国体

推進課☎883-1111

●第134回うしくゴッ多市

　（フリーマーケット）

日　10月14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　◆キャベツとヨーグルトを

数量限定で格安販売（正午予定）、

◆新米を数量限定で格安販売

（午後2時予定）※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12月16日（日）市保健

センター前駐車場にて開催。

問　商工観光課☎内線1523
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●常陸太田市「秋そばフェスティバル里山フェア」見学ツアー参加者募集！

行程　中央生涯学習センター発（午前7時）ー竜神大吊橋ー秋そばフェスティバル見学

（山吹運動公園内）ー道の駅ひたちおおた～黄門の郷～ー牛久着（午後4時30分予定）

対　牛久市国際交流協会会員の方（小学生以上）、または新規で牛久市国際交流協会会員になってくださる方

定　120人 ※申し込みが定員を超えた場合は抽選。抽選結果は10月末日までに通知します。

￥　3,000円（当日集金。牛久市国際交流協会の年会費（1,000円）を含む）※すでに会員の方で会費納入済みの

方は2,000円のみとなります。※昼食は、フェスティバル会場での自由昼食（各自負担）となります。※道の駅

ひたちおおた～黄門の郷～でのお土産チケット（500円分）が付きます。

申　①はがき ②FAX ③ホームページから入力、の3種。①②の場合、「常陸太田市見学ツ

アー参加希望」と明記の上、参加希望者全員の住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入

し、お申し込みください。③の場合は、牛久市国際交流協会ホームページから「常陸太田

市見学ツアー申し込みフォーム」に入力の上、送信してください。①～③とも申し込みは

1件につき2人までです。

締　10月12日（金）午後5時必着　　主　牛久市国際交流協会

申・問　牛久市国際交流協会事務局（〒300-1292牛久市中央3-15-1市民活動課内）

☎内線1632 FAX873-2512 ※番号のお間違いには十分ご注意ください。

11 
10
土

お得すぎ。

常陸太田市公式

マスコットキャラクター

じょうづるさん

●水中運動教室「アクアサンデー」９期生アクアdeスリム 大募集！

水に顔をつけられなくても、泳げなくても大丈夫！！水中で無理な

く全身運動してみませんか？

　水温は体温より低いため体内の熱生産が活発になり、エネルギー消費

が陸上にいる時より多くなります。効果的にシェイプアップしたい方にお

勧めです！教室前後の体組成測定や採血で自身の変化も確認できます！

開催日時

所　タップスイミング牛久育泳館（栄町3-175）

対　概ね40～60歳代で市内在住の方

定　20人（アクアサンデー初回参加者のみ）※定員を超える場合は

抽選。11月上旬に申込者全員に決定通知を送付します。

￥　7,500円（初回に一括支払い。お支払い後の返金はできません）

申込期間　10月1日（月）～31日（水）※必着

申　保健センター窓口または電話、もしくはEメール、はがきで①氏名

(フリガナ)②性別③住所④電話番号を明記の上、お申し込みください。

申・問　健康づくり推進課（〒300-1292牛久市中央3-15-1）☎内線1741

E□ kenkou@city.ushiku.ibaraki.jp（受付時間：平日午前8時30分～午後5時15分）

●東京オリンピックの

　ボランティア募集

　県では、2020年開催の東京オ

リンピックで活動する「茨城県都

市ボランティア」を募集します。

活動場所　茨城カシマスタジア

ム周辺、鹿島神宮駅周辺など

内　交通案内、観光案内など

対　①平成17年4月1日以前に

生まれた方②日本国籍を有する

方、または日本に居住する資格

を有する方など

定　700人程度

締　12月10日（月）

※茨城カシマスタジアムで観客

サービス、競技運営サポートな

どを行う「大会ボランティア」と

は異なります。

※詳細は下記までお問い合わせ、

またはウェブサイト「東京２０

２０茨城県関連情報」で検索。

問　茨城県オリンピック・パラ

リンピック課☎029-301-2117

開催日 時間

11月 ★11日（開講式）・18日・★25日（採血）午前9時～10時15分

★の日は時間が異

なります。詳細は決

定通知でお知らせ

します。

12月 2日・9日・★16日（栄養講話あり）

平成31年1月 6日・13日・20日・27日

2月 3日・10日・17日・24日

3月 ★3日（閉講式・採血）
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●平成29年度茨城県南水道企業団水道事業の決算状況

　平成29年度の決算状況についてお知らせします。当企業団は、公営

企業の基本原則である企業の経済性の発揮と公共の福祉の増進という

本旨に則して運営しています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

資本勘定の収入（翌年度への繰越工事資金9億0,214万円を除く）に対し、

支出の不足額16億2,780万円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てん

しました。

　拡張および改良工事は、自己財源および国庫補助金で実施し、そ

の主なるものは、石綿管等布設替工事および上水道未整備地区への

配水管布設工事です。

※詳しくは、茨城県南水道企業団ホームページをご覧ください。

問　茨城県南水道企業団☎0297-66-5131 HP http://www.ibananww.ne.jp/

◆損益勘定� （税抜）

【収　入】　55億7,474万円 【支　出】　50億4,004万円

内
　
訳

給水収益 48億0,931万円

内
　
訳

受水費 25億2,739万円

その他の営業収益 3億1,232万円 減価償却費 12億1,098万円

長期前受金戻入 4億3,173万円 人件費 4億9,705万円

その他の収入 2,138万円 支払利息 5,337万円

その他の支出 7億5,125万円

◆資本勘定� （税込）

【収　入】　10億0,656万円 【支　出】　17億3,223万円

内
　
訳

企業債 9億円
内
　
訳

拡張事業費 2億0,671万円
負担金等 5,629万円 改良事業費 13億2,893万円
国庫補助金 5,027万円 営業設備費 1,535万円

企業債償還金 1億8,124万円

◆業務の状況（平成29年度）

（1）給水人口 242,544人
（2）給水戸数 105,222戸
（3）給水栓数 104,848栓
（4）年間総給水量 25,528,137㎥

●里親制度に関心のある方、

ご連絡をお待ちしています

　全国には虐待や経済的な理由

で親と暮らせなくなった子ども

たちが約4万6千人います。この

ような子どもたちの多くは、公

的な責任としての社会的養育の

もと、児童養護施設や乳児院で

暮らしています（施設養育）。国

では、子どもたちを里親やファ

ミリーホーム、特別養子縁組な

どの、家庭と同じ環境で育てる

取り組み（家庭養育）を推進して

います。県では、子どもの福祉

である里親制度を理解し、子ど

もたちに温かい家庭環境と愛情

を与えてくださる里親を求めて

います。里親制度に関心をお持

ちの方はご連絡ください。

問　土浦児童相談所☎821-4595

●下水道は適切に利用しましょう

　下水道は、家庭、事業場や工

場からの排水を集めてきれいな

水にして、川や海や湖へ返す施

設です。しかし、使い方を間違う

と下水管の詰まりや処理機能が

低下することがあり、油や調理

くず（野菜・肉・魚などのくず）

は、管のつまりや、腐食の原因

となります。油は拭き取り、調

理くずは水切りネットなどを利

用して、ごみとして出してくだ

さい。また、水に溶けない紙類

（ティッシュ、紙おむつなど）も

つまりの原因となります。下水

道は、自然環境や生活環境をよ

り良くするための公共財産です。

できるだけ長持ちさせるととも

に、皆さんが快適に利用できる

よう、ご協力をお願いします。

問　下水道課☎内線2544

●この秋も開催！ナイトシアターで映画を

お楽しみください

　大好評のナイトシアターを開催します。名作

映画で、素敵なひとときをお過ごしください。

上映日・上映作品

所　中央図書館視聴覚室1・2（2階）

時　午後6時～　　￥　無料　※申込不要

対　どなたでも※中学生以下は保護者同伴

問　NPO法人リーブルの会（中央図書館内）☎871-1400

上映日 上映作品

10月26日（金） 木洩れ日の家で（洋画）

11月9日（金） お引越し（邦画）

11月30日（金） ものすごくうるさくてありえないほど近い（洋画）
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●牛久市空家等無料相談会

　市では、市内の空家所有者および管理者、将来空家になる予定の

住宅所有者などを対象とした弁護士、司法書士等の専門家による無

料相談会を開催します。空家等に関する相続・売却・有効活用など

の悩みや困りごとがある方、この機会にぜひご相談ください。

日　12月8日（土）午後1時～4時※相談時間は1組あたり30分

所　市役所分庁舎第1会議室（2階）

対　市内に空家を所有する方、または管理者、将来空家になることが

見込まれる住宅の所有者。ただし、業として管理する者を除く

内　弁護士、司法書士、建築士、宅地建物取引士による空家の管理、

相続、活用、解体などに関する相談　　￥　無料

定　4組（夫婦、家族同伴も可）※事前予約制。※申し込み多数の場

合は、相談内容に応じて相談者を決定させていただきます。

申　申込票に必要事項を記入のうえ、空家対策課へ持参、または郵

送かFAX・Eメールでお申し込みください。申込票は窓口でお渡しす

るほか、空家対策課ホームページからダウンロードできます。

締　11月16日（金）※郵送の場合は申込期間内必着。

問　空家対策課☎内線2531 FAX872-2955 E□ akiya@city.ushiku.ibaraki.jp

●親子すこやか交流事業

東京ディズニーランド遠足

参加者募集！！

日　11月4日（日）午前7時20分集合、

午前7時30分出発、午後8時帰着予定

集合場所　市保健センター前

行き先　東京ディズニーランド

対　市内在住の母子・父子家庭

の親子　　定　先着40人

￥　【会員】大人7,000円、中高

生4,000円、4歳～小学生3,000

円、3歳以下無料、【非会員】大人

8,000円、中高生5,000円、4歳～

小学生4,000円、3歳以下無料

※食事は含まれません。

締　10月5日（金）～15日（月）

主　牛久市母子寡婦福祉会

申　【非会員】こども家庭課☎内線1732

●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・事務・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、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。※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）

【①②③共通】

問　 （公社）牛久市シルバー人材センター事務局☎871-1468

●元気いばらき就職面接会

　県では、現在お仕事をお探し中

の方を対象に、就職面接会を開催

します。複数の企業の人事担当者

と直接会えるチャンスです。

日　10月25日（ 木 ）午 後1時20

分～3時30分（受付：午後1時～）

所　つくば市役所本庁舎201会議室

企業数　約25社

申　事前予約不要　￥　無料

問　いばらき就職支援センター

県南地区センター☎825-3410

人材募集・就職支援

●公立保育園の運動会に参加し

ませんか

日　10月6日（土）※前日までに

電話で申し込み。時間はその際

にお伝えします。

対　1歳から就学前のお子さん

所・問　つつじが丘保育園☎873-

0140、向原保育園☎873-1440
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●牛久市一般職非常勤職員募集

職　種 保育士
保育士

（育休代替）

保育士

（週19時間以内）
短時間保育士

（①②③④遅番、⑤早番）
調理員

勤務場所 下根保育園
市内公立
保育園

①市内公立保育園 ②栄
町保育園③つつじが丘
保育園④⑤下根保育園

下根保育園

任用期間

平成30年
11月1日～
平成31年
3月31日

平成30年11月17日～
平成31年3月31日※
ただし、職員の産前産
後・育児休業中に限る

平成30年11月1日～平成31年3月31日

再任用 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人 1人 ①若干名 ②～⑤各1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時間30分、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日以内
午前8時30分～午後
5時のうち週19時間
以内
※シフト勤務あり
※時間外勤務あり

 【勤務日数】
週19時間以内
①②③⑤週5日、④週3日

【時間】
①午後4時～6時
②午後4時30分～6時30分
③午後4時～7時
④午後4時～6時
⑤午前7時30分～10時30分
※午前7時～午後7時内
のシフト勤務あり
※時間外勤務あり

週5日（1日7時間30分、
週37時間30分以内）
午前8時～午後4時30分
※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
※任用期間内数回の土曜日勤務あり

土・日曜日、祝日 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
※任用期間内数回の
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
加入あり

申込期間 10月1日（月）～11日（木）

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。

●いばらき県南若者サポートステーション就労相談（無料）

日　10月23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　　申　電話、FAXまたはEメールで、相談日の３日前まで。

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

広報うしく 2018年10月1日号 20



日＝日程　所＝場所　内＝内容　対＝対象　定＝定員　講＝講師　￥＝費用　持＝持ち物　申＝申し込み方法項目の見方

●チャリティダンスパーティ

日　10月21日（日）午後1時～5時

所　牛久運動公園体育館メインアリーナ

￥　1,000円（ドリンク付き）　

主　牛久市レクリエーション協会

問　牛久市レクリエーション協

会事務局（横山）☎872-5647

●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！道具はあります。運動ができる服装で。

日　10月15日（月）午後1時～（雨天時は10月19日(金)に延期）

所　栄町運動広場　　

対　初心者の方、および市内在住の方　　￥　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

●スポーツチャンピオンフェスティバル

牛久市民硬式テニスダブルス大会

日　11月3日（土・祝）午前8時30

分～（ 受付：午前8時～）※予備

日は11月10日（土）

所　牛久運動公園テニスコート

内　男子（32組）、男子シニア

（12組）、女子（24組）

対　市内、または龍ケ崎市に在

住・在学の方（中学生以上）

※前年度の優勝者は、同じペア

での出場は不可。中学生・高校

生ペアは４ペアまで。シニアは、

ペア共に55歳以上の方(1963年

12月31日以前に出生した方)

￥　ペアで2,000円（当日徴収）

申　Eメールでペアの氏名・資格・

住所・所属クラブ・電話番号を記

入の上、申し込み。受け付け後、返

信しますので確認してください。

締　10月15日(月)

注意事項　牛久運動公園では受

け付けしません。キャンセルは申

込期間内は受け付けますが、それ

以降のキャンセル、当日の欠席は

参加費を請求します。申込締切日

後のペアの変更は不可。当日天候

により開催が危ぶまれる場合で

も会場にお越しください。

申・問　小杉☎080-9344-1272

E□  ushiku.taikyo.tennis@gmail.com

※問い合わせも上記のメールア

ドレスまで。

●第43回牛久市ソフトテニス

大会（一般およびシニアの部）

（兼スポーツチャンピオンF2018）

日　10月28日（ 日 ）午 前9時 ～

（受付：午前8時30分～）※予備

日は11月11日（日）

所　牛久運動公園テニスコート

内　一般男子、一般女子、シニ

ア（45歳以上）男子・女子、混合。

※参加人数が少ない場合は内容

変更があります。日本ソフトテ

ニス連盟発行のソフトテニスハ

ンドブック競技規則による。敗

者審判。

対　15歳以上（中学生は除く）。

スポーツチャンピオンＦ対象者

は、市内在住、在勤、在学の方、

牛久市体育協会加盟クラブ員

￥　 無料※保険は各自加入。

締　10月19日(金)必着

注意事項　シニア申込者は年齢、

連絡先を明記のこと。雨天時の

態度決定は、当日 淀川、野島ま

でお問い合わせください。

申・問　牛久市体育協会事務局

☎873-2486 FAX873-2895、 東

洋大学附属牛久高等学校（野島）

☎872-0350、ソフトテニス部部

長（淀川）☎・FAX 872-1363

催し・講座

●チャリティダンスパーティ

日　10月14日（ 日 ）午 後5時30

分～8時30分

所　牛久運動公園体育館メインアリーナ

対　社交ダンスを楽しんでいる方

￥　1,000円

団・問　牛久スポーツダンスク

ラブ（浜口）☎873-2718

●太極拳体験講座

　太極拳は、意識・呼吸を伴っ

た全身運動で、ゆっくりとした

動きは肩こり・腰痛・ストレス

解消などに効果的です。

日　10月5日（金）・19日（金）午

後1時30分～3時

所　エスカードビルスタジオ（4階）

定・申　先着5人・電話で申し込み

持　運動のできる服装　

主　うしく太極拳の会

団・問フラミンゴの会（甲斐）☎

080-4446-6612

スポーツ

●牛久亭落語発表会

　三遊亭圓窓師匠とその弟子の

社会人落語家が出演します。

日　10月13日（土）午後1時30分

開場、午後1時45分開演

所　市総合福祉センター第1・2会議室

￥　無料　団・主　悟りっ子連

共　牛久味わい亭実行委員

問　佐藤☎080-1148-5784
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メンバー募集

●牛久ラールゴ・ギタークラブ

　シニアを主体にしたクラシック

ギタークラブです。まずは見学を。

日　毎週金曜日午前9時～正午

所　中央生涯学習センター視聴覚室

対　どなたでも　￥　月3,500円

団・問　牛久ラールゴ・ギター

クラブ（山本）☎090-7639-3451

●平地林の手入れ作業

　「森林ボランティア」

日　10月21日（日）午前8時30分～正午

所　つくば市稲荷原※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

持　ナタ、カマ、のごぎり、作

業服、手袋、飲み物

￥　保険代1人300円（1家族500円）

※昼食・飲み物は各自ご用意ください。

問　木とふれあうネットワーク

事務局（阿部）☎873-6424

●歴史を語り合う会

日　10月21日（日）午後1時30分～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　昭和陸軍史（1）満州事変への道

内　満蒙は我が国の生命線とい

う世論の高まりで関東軍幕僚達

により満州事変が起こされた。

対　成人一般　講　板宮和雄氏

￥　300円（資料代）

団・問　牛久史談会（板宮）

　☎090-2327-6304

●環境・温暖化防止牛久市民

フォーラム

日　10月28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　田森行男氏（工学博士）

内　多くの性質を持つアスベス

トが古くから使用されてきた経

緯、その中で発生した健康被害と

訴訟、最近の規則と対策について

対　どなたでも　　￥　無料

主　地球温暖化防止活動推進牛久グループ

問　事務局（中山）☎874-1296

●読書会、教育についておしゃべり

日　10月16日（火）午前10時～

正午（毎月第3火曜日）

所　中央図書館視聴覚室2（2階）

内　前川喜平・寺脇研著「これか

らの日本、これからの教育」をも

とに話し合いします。

対　どなたでも　　￥　無料

団・問　エミール（山本）☎874-5288

●秋の山野草展

　山野草の寄せ植えなどを展示。

咲き始めた秋の山野草の姿をお

楽しみください。※入場無料。

日　10月18日（木）～21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　奥野山野草同好会

問　根本☎080-1252-1885

●そば打ち体験会

日　11月13日（火）午後1時～4時30分

所　中央生涯学習センター調理実習室

対　60歳以上の方　定　21人

￥　2,500円（材料費など）

締　10月15日（月）までに電話

で申し込み。

団・問　県南地域はつらつ百

人委員会牛久分科会（小林）☎

090-8845-0105

●鹿児島銘菓

　「かるかんつくり」教室

日　10月13日（土）午後1時～3時

所　中央生涯学習センター調理実習室

定　先着15人（家族同伴可）

￥　1,000円（材料費）

締　10月10日（水）までに電話

で申し込み。

団・問　牛久鹿児島県人会（上
うわとこ

床）

☎090-2444-3090

●フォトサークルいちの会

2018年写真展

日　10月10日（水）～15日（月）

午前9時30分～午後5時（最終日

は午後3時まで）

所　中央生涯学習センター展示

ホール（2階）　　￥　無料

団・問　フォトサークルいちの会

（高嶺）☎090-4397-1008

●おやじの料理同好会「トラの会」

日　毎月第3火曜日午前8時45分～正午

所　三日月橋生涯学習センター

調理実習室

定　3人　　￥　月1,000円

対　原則、市内在住の男性

団・問　おやじの料理同好会「ト

ラの会」（桜井）☎874-0774

●伝沼祭2018in牛久沼水辺公園

　カッパロウィン

　昔話のお祭り。昔話のコスプレで集合！

日　10月8日（月・祝）午前10時～午後4時

所　牛久沼水辺公園　￥　無料

後　牛久市教育委員会　ほか

主・問　伝沼祭実行委員会

（若林）☎090-6473-8376

●みのる祭

　手作りパン、コーヒー、織物製品な

どの販売やバザー出店、ステージ発表。

日　10月20日（土）午前10時～

※販売は午前11時～

所・問　社会福祉法人新世会 障

害者福祉施設みのるの郷（さく

ら台1-76-3）☎869-8686
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●筑波銀行年金無料相談（要予約）

①すまいるプラザ牛久（筑波銀

行ひたち野うしく支店内）

日　10月13日（土）午前10時～午後4時

②筑波銀行牛久支店

日　10月17日（水）午前10時～午後4時

【①②共通】

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）

　社会保険労務士がご相談に応じます。

①ひたち野うしくローンプラザ

日　10月13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　10月4日（木）午前10時～午後3時

申・問　常陽銀行牛久支店☎

872-5112

相　談

●くらしの困りごと相談会

　行政機関等が集まり、ワンス

トップでご相談をお受けします。

お気軽にご相談ください。

日　10月24日（水）午前10時30

分～午後3時

所　土浦市民会館会議室（1階）

相談受付機関　水戸地方法務局、

茨城労働局、日本年金機構土浦

年金事務所、茨城県、茨城県警

察本部、土浦市、茨城県弁護士

会、茨城司法書士会、関東信越

税理士会茨城県支部連合会、行

政相談委員、総務省行政相談セ

ンターきくみみ茨城

問　総務省行政相談センターき

くみみ茨城☎0570-090110

●多重債務者のための無料

　法律相談会

　弁護士、司法書士、消費生活相談

員が相談に応じます（秘密厳守）。「心

の健康相談」の実施も予定。ご希望の

方は、併せてお申し込みください。

日・所　①11月15日（木）・土浦

合同庁舎第一分庁舎②11月19日

（月）つくば市豊里交流センター

※上記以外に会場あり。

時間　午後１時～4時30分

対　多重債務者（借金の返済に

お困りの方）　

定　各会場先着10人

申　事前に電話で申し込み。

締　10月29日（月）～11月14日（水）

問　茨城県県民生活環境部生活

文化課☎029-301-2829 HPhttp://

www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/

syose/sodan/index.html
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