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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

●第5回牛久郷土かるた大会参加者募集

日　平成31年1月6日(日)午前9時～午後4時30分

所　牛久運動公園体育館サブアリーナ

対　【こどもかるたの部】小学生以下・市外可、【郷土かるたの部】年齢制

限無し・市外可 ※使用かるたは「こどもかるた」、「牛久郷土かるた」。

競技方法　トーナメント方式　　定　各32組（2人1組） 

￥　無料※参加賞あり、上位3位まで表彰。

申　参加の部（両方も可）・チーム名・参加者名（2人）・学校名（学年）・

代表者の連絡先（住所・電話番号）を記入して、はがきまたはFAX、E

メールでお申し込みください。

締　12月8日（土）必着　　主　牛久郷土かるたの会

申・問　牛久郷土かるた大会事務局（〒300-1211牛久市柏田町1606-1中央生

涯学習センター内）☎871-2301 FAX871-1334  E□ syougai@city.ushiku.ibaraki.jp

●第135回うしくゴッ多市（フリーマーケット）出店募集

　個人・グループ・プロ・アマチュア不問。初めての方も大歓迎です。

日　12月16日（日)午前10時～午後3時

所　市役所保健センター前駐車場 ※会場の都合により、開催日・場

所がいつもと異なります。

￥　A：1区画2,000円、B：半区画1,200円

定　約40区画（A：10区画、B：30区画）

申　はがきに①希望する区画（A、Bどちらかを記載「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

込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」まで郵送してください。記入漏れなど、不備がある場合は受付

できませんのでご注意ください。電話・FAX・窓口での受付はできませ

ん。申し込みは1組1枚。2枚目以降は無効。複数応募はご遠慮ください。

締　11月1日（木）～9日（金）必着

※申し込みが定員を超えた場合は抽選。抽選結果は通知します。

問　商工観光課☎内線1523
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●平成31年度おくのキャンパス（奥野小・牛久二中）児童生徒募集

　市教育委員会では、奥野小学校、牛久第二中学校を小規模特認校とし

て、市内全域からの就学を認めています。両校では、小中一貫したカリ

キュラムによる持続可能な社会づくりのための教育（ESD教育）を進めてお

り、ユネスコ憲章に示された、平和や国際的な連携を実践する学校として、

平成30年度「ユネスコスクール」に認定されました。県内の公立小中学校で

「ユネスコスクール」に認定されている学校は、奥野小学校、牛久第二中学

校の2校のみで、国際理解教育や環境教育など特色ある教育活動を行って

います。詳しい教育内容については、両校にお問い合わせください。

（※「ユネスコスクール」関連記事26ページに掲載）

平成31年度おくのキャンパス児童生徒の募集内容

対　来年度小学校に入学する市内在住の児童（奥野小、牛久二中

の通学区域外から就学する児童）および市内小中学校に在学す

る小学1年生から中学2年生の児童生徒（平成30年度現在、奥野

小・牛久二中の児童生徒を除く）

締　11月26日（月）～12月28日（金）

申　教育総務課、奥野小学校、牛久第二中学校に置いてある申請

書に記入し、教育総務課に提出。※申請書は、市ホームページか

らもダウンロード可。

※通学については、スクールバスを運行しています。

問　教育総務課☎内線3013、3014（申請手続き）、奥野小学校

☎875-0024（教育内容）、牛久第二中学校☎875-0055（教育内容）

◆オープンキャンパス（見学会）

 【 奥 野 小 】11月16日(金) ～22日(木)

 午後1時20分～3時35分

 【牛久二中】 11月19日(月) ～22日(木)

 午前8時10分～午後4時30分

◆カッパ塾見学可能日

 【奥野っ子ステージ】

 11月16日(金)午後0時30分～2時30分

 【奥野土曜カッパ塾(奥野小)】

 11月17日(土)午前9時30分～正午

 【奥野日曜カッパ塾(奥野小)】

 11月18日(日)午前10時～11時30分

 【放課後カッパ塾(牛久二中)】

 11月19日(月)午後3時30分～4時30分

 【放課後カッパ塾(奥野小)】

 11月21日(水)午後4時～5時30分

 【小6対象 中学校一日体験学習】

 11月22日(木)

※入学を検討される方は、できる限りオー

プンキャンパスにご参観ください（見学申

込の事前連絡は各学校へお願いします）。

●図柄入り土浦ナンバープレートの交付が開始されました！

対象車両　◆新車でも使用している車でも取付可能◆使用している

車のナンバーは、今の番号を変えずに交換可能（一部番号変更が必要

な場合あり）◆事業用のナンバーには「緑色」、軽自動車のナンバーに

は「黄色」の縁取りがあります。

交付料金等　【土浦地域の交付料金】中板：7,500円、大板：11,100円

※1,000円以上の寄付で、フルカラーのナンバーが取付可能（寄付金

なしの場合はモノトーン）。※寄付金は土浦ナンバー地域の交通改善

や観光振興などに活用されます。

申・問　【自分で申し込む場合】下記のホームページまたはナンバー

センターからお申し込みください。

◆図柄ナンバー申込サービス　http://www.graphic-number.jp

◆ナンバーセンター土浦（土浦市卸町2-1-5）☎842-7901

◆軽ナンバーセンター土浦（つくば市諏訪C23街区4）☎879-5151

【申し込みを依頼する場合】お近くのディーラー整備工場などにご相

談ください（依頼する場合、別途手数料がかかります）。

「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。

●全国一斉「女性の人権ホッ

トライン」強化週間

　人はだれでも個人として人権が尊

重されなければなりません。女性に

対する夫・パートナーからの暴力や

ストーカーなど、女性をめぐるさま

ざまな人権問題に積極的に取り組む

ために、全国一斉「女性の人権ホット

ライン」強化週間を実施します。秘密

厳守。安心してご相談ください。

期間　11月12日（月）～18日（日）

午前8時30分～午後7時（土・日曜

日は午前10時～午後5時）

相談番号　☎0570-070-810　

相談員　法務局職員・人権擁護委員

問　水戸地方法務局人権擁護課

☎029-227-9919
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●注意！あなたの土地が狙わ

れています！

　「一時的に資材置場として貸し

てほしい」、「良い土で土地を埋め

立ててあげます」などとうまい話

を持ちかけられ、安易に同意して

しまった結果、廃棄物を不法投棄

されたり、無許可で建設残土を埋

め立てられたりする事例が発生

しています。これらの責任や処理

費用の負担は、行為者だけでな

く、土地所有者に及ぶこともあり

ます。不法投棄、野焼き、不適正な

残土埋立てを発見した場合は、直

ちに専用ダイヤル「不法投棄110

番」まで通報をお願いします。

不法投棄・野焼き・不適正な残

土埋立てを見つけたら

専用ダイヤル　不法投棄110番

0
いつもみんなでむらなくみはれ

120-536-380（受付時間：平日

の午前8時30分～午後5時15分。受

付時間外は最寄りの警察署まで）

問　廃棄物対策課☎内線1571～1573、

県廃棄物対策課☎029-301-3033

●牛久市環境美化の日

　市では、環境美化意識の向上

および地域の環境美化維持を目

的として、11月の第3日曜日を「牛

久市環境美化の日」と定めていま

す。快適な生活環境を確保する

ため、市内全域の清掃活動を実

施しますので、市民の皆さんのご

協力をお願いします。

日　11月18日（日）午前8時～※小

雨決行（雨天の場合は翌週となり

ます。また、一部行政区では実施

時間等が異なることがありますの

で、回覧などでご確認ください）

所　市内全域

内　地域内の道路、公園、水辺等の

公共の場所やその周辺の清掃活動

問　廃棄物対策課☎内線1571～1573

●稀勢の里応援団

　稀勢の里関を応援しよう！

　11月11日（日）から始まる「大相

撲11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。

応募方法　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。※1人1通の応募。

締　11月11日（日）～18日（日）

問　牛久市観光協会☎874-5554 

●牛久市教育委員会教育委員の紹介

　牛久市教育委員会は、教育行

政における重要事項や基本方針

を決定し、それに基づいて教育

長が事務を執行します。平成30

年10月1日付で、五十嵐登喜子

氏が教育委員に再任されました。

現在の教育委員を紹介します。

◆教育長：染谷郁夫

◆教育長職務代理者

　　　：石井美知夫

◆委員：後藤雅宣

◆委員：芦田亜里香

◆委員：五十嵐登喜子（再任）

問　教育総務課☎内線3013

●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

●麻薬・覚醒剤乱用防止運動

　11月30日まで「麻薬・覚醒剤乱用

防止運動」実施期間です。麻薬・覚

醒剤・大麻・シンナー・危険ドラッグ

等の薬物乱用は、乱用者の健康上

の問題にとどまらず、各種の犯罪

の誘因などの危害をもたらします。

薬物の恐ろしさを正しく認識して

薬物乱用を根絶しましょう。

問　茨城県竜ケ崎保健所衛生課

☎0297-62-2163

「広報うしく」に掲載する
有料広告を募集します

【掲載号】 毎月15日号  【金額】 1枠：15,000円／月
【サイズ・色】 横85㎜×縦45㎜・市が指定する2色

詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。
問　広報政策課☎3221

●秋の全国火災予防運動

　11月9日（金）～15日（木）

『忘れてない？ サイフにスマホに

火の確認』 平成30年度防火標語

　火災が発生しやすい時季を迎

えるにあたり、次の7つのポイン

トで火災の発生を防ぎましょう。

◆火災予防7つのポイント

①住宅用火災警報器を設置する。

②寝具・衣類およびカーテンは、

防炎物品を使用する。③初期消

火のために、住宅用消火器を設

置する。④隣近所で助け合うた

めの協力体制をつくる。⑤寝た

ばこはしない。⑥ストーブは、燃

えやすい物の近くで使用しない。

⑦ガスコンロなどのそばを離れ

るときは、火を消す。

問　牛久消防署☎873-0119
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●ブロック、コンクリート片・レンガ類の回収

　牛久クリーンセンターでは処理できないコンクリートブロック、コンクリー

ト片・レンガ類を無料で回収します。回収場所までご自身で搬入し、設置して

あるコンテナに移し替えをお願いします。※搬入の際、牛久市民であることを

確認しますので、運転免許証、保険証などの身分証明証を必ずお持ちください。

◆当日回収できる物　ご家庭で不要となった下記の物が対象です。

※業務で不要となったものは対

象外。※大量にある場合は、直接

下記の産業廃棄物収集運搬許可

業者（有料）に依頼してください。

◆回収できない品目の例　石、砂利、土／事業活動で生じたもの／爆発の恐れのあるもの／医療系廃棄物／ペン

キが残っている缶／農薬（販売店にご相談ください）／タイヤ、ホイール、バッテリーなど自動車用部品（販売店にご

相談ください）／消火器（専門業者に依頼し、処理してください（有料））※市内の専門業者：塚本産業（株）☎872-2222

◆産業廃棄物収集運搬許可業者の一例　※料金は自己負担。

　（株）そめや（さくら台4-35-1）☎872-6685／（有）ワタベ商会（岡見町2845-6）☎873-1362

◆お願い　年末の牛久クリーンセンターへのごみの持ち込みは大変混雑しますので、ごみ集積所に出せ

るごみは、ごみ集積所に出すようにお願いします。ご不明な点はお問い合わせください。

問　廃棄物対策課☎内線1571～1573

・  ブロック、コンクリート片（乗用車で運べる程度の量まで）

・  レンガ類…赤レンガ、ガーデニングレンガ、タイルなど

　（乗用車で運べる程度の量まで）

回収日時　12月1日（土）　　

午前9時～午後3時※雨天決行

回収場所　中央生涯学習

センター大駐車場

●11月は「児童虐待防止推進月間」

　虐待は家庭という密室の中で行われることも多く、周囲から発見さ

れにくい状況にあります。早期発見には皆さんの協力が必要です。周囲

に気にかかる親子を見かけた時や、ご自身が子育てに悩んだ時には、下

記へご連絡ください。連絡は匿名可能で、連絡者の秘密は守られます。

連絡先　◆児童相談所全国共通3桁ダイヤル☎189（いちはやく）

◆こども家庭課（家庭児童相談室）☎内線1731 ◆土浦児童相談所☎821-4595

◆いばらき虐待ホットライン☎0293-22-0293（24時間対応）

児童虐待とは　【身体的虐待】殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶるなど。

【性的虐待】子どもへの性的行為、性的行為を見せるなど。【ネグレクト】家に閉

じ込める、食事を与えない、不潔にする、病気の時も病院に連れて行かないなど。

【心理的虐待】言葉による脅し、無視、子どもの前で家族に暴力をふるう（DV）など。

問　こども家庭課☎内線1731

●国民年金保険料控除証明書の発行

　国民年金保険料は、全額が社会

保険料控除の対象となります。下記

の時期に日本年金機構から「社会保

険料（国民年金保険料）控除証明書」

が送られますので、年末調整や確定

申告の際には必ずこの証明書（また

は領収証書）を添付してください。

◆平成30年1月1日～10月1日の間に

納付した方／11月上旬

◆9月下旬～10月上旬にかけてコンビニ

エンスストアで納付した方／11月中旬

◆平成30年10月2日～12月31日の間に

今年初めて納付した方／翌年2月上旬

問　ねんきん加入者ダイヤル

☎0570-003-004（050から始まる電

話でかける場合は☎03-6630-2525）

【受付期間】11月1日（木）～平成31

年3月15日（金）【受付時間】月～金

曜日午前8時30分～午後7時、第2土

曜日午前9時～午後5時※祝日（第2

土曜日を除く）、12月29日（土）～1月

3日（木）はご利用いただけません。

【お詫びと訂正】　

「広報うしく」10月15日号 2ページ『第42回牛久市民文化祭』

誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

◆【囲碁大会】

　誤　8グループ3回戦

　正　大会は8人グループの3回戦

※日本棋院棋士・平本弥星

　六段による指導碁は11/3

　（土・祝）のみ

◆【コーナー展】

　誤　牛久市立第一中学校

　正　牛久市立牛久第一中学校

◆【各種イベント・茶会】

　誤　つつじ会茶道裏千家

　正　表千家不白流わかくさ会

問　生涯学習課　☎871-2301 FAX871-1334
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●牛久市一般職非常勤職員募集

A.【平成30年12月採用】市内公立保育園（保育課）

B.【平成31年4月採用】市内公立保育園（保育課）

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12月1日～平成31年3月31日　※育休代替の保育士に関しては、職員の産前産後・育児休業中に限る

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
公立保育園の調理、盛り付
け、配膳および給食管理全般

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　 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

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

 ①②③⑤週5日、④月12日
（1日2時間～3時間30分、週19時間
以内 ※保育課要問い合わせ）
※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 11月1日（木）～13日（火）

職　種 用務員 作業員 調理員

勤務場所
①栄町保育園

②つつじが丘保育園

保育課
（保育課から市内保育施設へ

出向いて作業をします）

市内公立
保育園

任用期間 平成31年4月1日～平成32年3月31日

再任用 再度の任用制度なし（新制度移行による）

応募資格 65歳未満の方（平成31年4月1日現在）

仕事内容 保育園園舎内外の清掃・整備
保育施設の中低木の剪定、園庭等
の除草、施設内外の整備

公立保育園の調理、盛り付け、配膳
および給食管理全般

募集人数 各1人 1人 1人

勤
務
条
件
等

報酬額
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3日（1日6時間）
午前8時30分～午後3時30分
※シフト勤務あり※時間外勤務あり

週5日（1日7時間30分）
午前8時30分～午後5時
※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
※午前8時から午後5時の間でシフ
ト勤務あり※時間外勤務あり

休 日 土・日曜日、祝日 ※調理員は年数回の土曜勤務あり

福利厚生
社会保険（厚生年金・健康保険）・雇
用保険加入なし

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

申込期間 11月1日（木）～13日（火）

人材募集・就職支援
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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（無料）

日　11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

●牛久シティマラソンを走る

練習会2018

　来年1月14日（月・成人の日）に開

催の「牛久シティマラソン」に参加

してみませんか？走ることに自信

のある方もない方もそれぞれの走

力、目標に応じた練習をします。い

つからでも、何回でも参加可能です。

日　11月4日・18日、12月2日・

16日の日曜日午前8時30分～

所　牛久運動公園プール棟前集合

対　小学4年生以上（小学生保護者同伴）

￥　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

●第127回ヘルシーボール教室

日　11月17日（土）午後1時～3時

所　牛久運動公園体育館メインアリーナ

対　市内在住・在勤の方（年齢不問）

￥　大人のみ100円（保険代・当日徴収）

持　運動のできる服装、上履き

締　11月14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

スポーツ
C.【平成31年4月採用】市役所および市内公園（都市計画課）

職　種 一般職非常勤職員（作業員）①②③ 募集人数 各1人

勤務場所 市役所（都市計画課）および市内公園等の現場

任用期間
平成31年4月1日～平成32年3月31日

※再度の任用なし（新制度移行による）

仕事内容
公園・緑地等公共施設用地の維持管理作業等

※③の方は公共施設等の修理・修繕業務も含みます

応募資格

①～③共通：以下のすべてを満たす方

・65歳未満の方（平成31年4月1日時点）

・刈払機等の作業機械の操作経験のある方

・普通自動車運転免許（マニュアルが望ましい）を有している方

③のみ追加資格

・大工の実務経験がある方

勤
務
条
件
等

報酬額
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
午前8時30分～午後5時※時間外勤務あり

①月～金（週2日）、②③月～金（週5日）

休　日 土・日曜日、祝日

福利厚生
①社会保険（厚生年金・健康保険）・雇用保険加入なし

②③社会保険（厚生年金・健康保険）・雇用保険加入あり

申込期間 11月1日（木）～16日（金）

※ABC共通

◆選考方法　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㎝）貼付し、持参するか、郵送（〒300-1292 牛久市中

央3-15-1※申込締切日までに必着）でお申し込みください。提出

先、郵送先は各担当課、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1041

メンバー募集

●NPO法人いばらき結婚支援

の会ボランティア要員募集

　独身男女の婚活支援活動をし

ている団体です。

内　婚活支援の仲人役および会

員募集業務

対　70歳までの男女

報酬　無償ボランティア、ただ

し手当の支給あり

申・問　NPO法人いばらき結婚

支援の会（平塚）☎871-7740、

☎090-1694-0750

催し・講座

●歴史を語り合う会

日　11月18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・第2講座室（4階）

演題　シベリア出兵の実態

内　ロシア革命のとき、チェコ軍救

出の名目で日米などはシベリアに

出兵したが、撤兵に至る経緯を語る。

講　山田 実氏　￥　300円（資料代）

主　牛久史談会

問　板宮☎090-2327-6304
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●平地林の手入れ作業

　「森林ボランティア」

日　11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

持　ナタ、カマ、のこぎり、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

●ギター弾き語り　アルモニ

コス定期コンサート

日　11月24日（土）午後1時開場、

午後1時30分開演

所　エスカードホール

￥　無料　主　アルモニコス

問　福田☎873-4529

●家事家計講習会

日　11月8日（木）午前10時～正午

所　いばらきコープうしく店（2階）

￥　400円（資料代）※託児あり

（要予約・託児料200円、1歳以上

5人まで、おやつ保険つき）

内　家事や家計簿について勉強

定　先着15人

後援　牛久市教育委員会

協賛　（公財）全国友の会振興財団

主・問　土浦友の会（ホームページ

あり）☎・FAX842-2242、田中☎090-

7538-2407、的場☎886-4189

●第15回下町区作品展示会

　下町区民による絵画、写真、手

作り作品などを展示。※入場無料。

日　11月22日（木）～27日（火）

午前10時30分～午後4時※最終

日は午後3時まで

所　下町自治会館※駐車場が狭いの

で、乗り合わせの上、ご来場ください。

主　下町ボランティア委員会

問　鈴木☎871-7157

●第23回牛久母親大会

　大事な「食」の問題や食生活の

あり方を考えてみませんか。

日　11月17日（土）午後1時30分

～4時（受付午後1時～）

所　いばらきコープうしく店（2階）

演題　カツオ博士の「魚食でつ

くる健康生活」

講　二
に ひ ら

平 章
あきら

氏（茨城大学人文

社会科学部客員研究員、北日本

漁業経済学会会長、農学博士）

￥　300円（資料代）※障がい者、

高校生以下無料。

主　牛久母親大会実行委員会

後　牛久市教育委員会

問　渡辺☎874-3560

●朱
しゅせいかい

青会水彩画展

　透明水彩による作品展です。

日　11月13日（火）～18日（日）

午前10時～午後5時※初日は午

後1時から、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　朱青会

問　髙橋☎090-1882-8349

●蛯
えびはらさちこ

原幸子 第15回リサイタル

　『書の印
イメージ

象をフルートで』

日　11月23日（金・祝）午後1時

30分開場、午後2時開演

所　エスカードホール

￥　前売券1,200円、当日券1,500円

前売券取扱い　ウインズ・ユー

☎870-3663

後援　牛久市教育委員会

問　蛯原☎090-4169-1150

●イヤーラウンドウオーク 

牛久市大会

牛久自然観察の森・女化神社コース

日　11月18日（日）午前9時～午

後2時（受付：午前8時30分～、出

発：午前9時30分）※雨天決行

所　牛久駅東口広場集合～牛久自然

観察の森～女化青年研修所～女化神

社～牛久シャトー～サワムラヤ靴店

【14km】※団体歩行。※抽選会あり。

定　先着150人（当日受付あり）

￥　大人300円（保険料含む）、

小・中学生無料※当日徴収

持　飲み物、昼食、レジャーシー

ト、雨具等

申　FAXまたははがきに大会名、参

加者全員の郵便番号・住所・氏名･

年齢･電話番号を記入し下記まで。

締　11月13日（火）必着

主管　牛久ウオーキングクラブ

共　茨城県ウオーキング協会

後援　牛久市、牛久市観光協会

主・問　サワムラヤ靴店（入江）

☎・FAX873-2725（ 〒300-1234

牛久市中央3-27-4）

●第39回つつじが丘合同文化祭

日　11月18日（日）午前9時～午後3時

所　牛久第二小学校体育館

内　作品展示、舞台演芸、ビン

ゴゲーム（昼休み）

主　つつじが丘自治会、第2つ

つじが丘自治会

問　第2つつじが丘自治会文化

部（小野木）☎873-1082

●第72回生活習慣病教室（無料）

日　11月22日（木）午後2時30分

～3時30分※事前予約不要。

所　牛久愛和総合病院B館大ホール(2階）

テーマ　運動で予防する生活習

慣病～筋肉の貯金を始めよう～

講　上
かみさか

坂 裕
ゆういち

一氏（スポーツリ

ラックス主任）

主　牛久愛和総合病院広報委員会

問　牛久愛和総合病院総務課

☎873-3111
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●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　11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常陽銀行牛久支店

日　11月7日（水）午前10時～午後3時

申・問　常陽銀行牛久支店

☎872-5112

相　談

●筑波銀行年金無料相談（要予約）

　年金に関するご相談、手続きな

ど個別に対応します。

日　11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

●学祭 TSUCHIURA 2018

　県南最多の高校数を誇る土浦。その土浦の高校生が駅前に大集合！

高校進学を前にした学生さんや保護者の皆さん、日本初となる「市内全

高校の文化祭」で土浦での高校生活をイメージしてみませんか？高校

OBや近隣市民の方のご来訪もお待ちしています。

日　11月24日（土）午前9時～午後4時

所　土浦駅西口周辺（うらら大屋根広場、アルカス土浦）

内　制服いろいろ学校紹介、自慢の部活動披露、学校対抗！ビブリオバトル ほか

問　土浦市広報広聴課シティプロモーション室☎826-1111（内線2324）

●龍ケ崎商業まつり「いがっぺ市」・茨城県ご当地コロッケ横丁

　毎年11月23日の「勤労感謝の日」に開催している「いがっぺ市」。目玉は県

内外のグルメが集結する「食の祭典」と県内のコロッケ店による「ご当地コ

ロッケ横丁」！その他、ダンスやミニコンサートな

どさまざまなイベントや物産販売を実施します。

日　11月23日（金・祝）午前10時～午後3時30分

所　龍ケ崎市本町商店街通り【駐車場】龍ケ崎

市役所・流通経済大学※当日は無料シャトルバス運行予定

問　龍ケ崎市商工会☎0297-62-1444、龍ケ崎市商工観光課☎0297-64-1111

近隣市町村のご紹介
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