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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。

牛久を動画でみてみよう。新しい
発見があるかも！？
ぜひ、チャンネル登録
をお願いします。

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

市からのお知らせ

●競争入札参加資格審査申請の受け付け

市が行う競争入札に参加を希望する方の資格審査の受け付けを行います。

市の競争入札に参加するには、この資格審査を受ける必要があります。

受付期間　平成31年1月4日(金) ～1月31日(木)※土・日・祝日を除く

受付場所　契約検査課（市役所本庁舎3階）

認定期間　平成31年5月1日（水）～※建設工事・コンサルタントは定

期受け付けとなります。次回更新時から認定期間を会計年度にあわ

せ「4月1日～2年後の3月31日」とすることから、今回は経過措置と

して「平成31年5月1日～平成33年3月31日」の1年11カ月となります。

物品（役務の提供を含む）は追加受け付けのため1年間になります。

申請方法　持参または郵送 ※提出要領・申請書類は市ホームページ「入札・

契約情報」からダウンロードできます。また、契約検査課窓口でも配布します。

問　契約検査課☎内線1031、1032

●牛久市空家等無料相談会の相談者を募集します

　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

やお困りごとがございましたら、この機会にぜひご相談ください。

日　平成31年2月9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者または管理者、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。相談は無料です。

定　【事前予約制】4組（夫婦、家族同伴も可）※応募者多数の場合は、

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上、空家対策課へ持参、郵送、FAX、Eメール

で。申込票は窓口のほか、空家対策課ホームページからダウンロード可能です。

締　平成31年1月25日（金）※郵送の場合は募集期間内必着

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

●「牛久市子ども・子育て支援に

関する調査」にご協力ください

　現在、市では小学生児童1,500

人、未就学児童1,500人の保護者

を対象に、子ども・子育て支援に

関する調査票をお送りしていま

す。学校教育、保育、子育て支援

事業等の利用状況や利用希望を

把握するための大切なアンケー

ト調査です。調査票がお手元に届

いた方は、ご回答の上ご返送いた

だきますようお願いします。

締　12月7日（金）

問　こども家庭課☎内線1732

●「牛久市男女共同参画講演会」

　フジテレビアナウンサー笠井信輔氏の妻で、元テレビ東京アナウ

ンサーの茅原ますみさんが、日ごろから心掛ける“仕事と家庭の両

立”についてお話しします。ぜひご参加ください！

所　市保健センター研修室（2階）　　定　150人（先着順）

申　電話、FAX、Eメールまたは市民活動課ホームページ(http://www.

city.ushiku.lg.jp/section.php?code=8)から申込フォームにご記入のうえ

送信してください。※当日託児・手話通訳をご希望の方は平成31年

1月7日（月）までにお知らせください。

問　市民活動課男女共同参画推進室☎内線1631 FAX873-2512

Ｅ□　shimin@city.ushiku.ibaraki.jp

日時　平成31年1月18日（金）午後1時30分～3時

講師　茅原ますみ氏（元テレビ東京アナウンサー）

演題　スイッチの切り替えが大切

　　　　～仕事と家庭の両立を考える～

●いばらき結婚応援パスポート

「iPASS」交付開始のお知らせ

　県では、新婚の

カップルまたは結

婚を予定している

カップルを対象に、協賛店で

様々な特典サービスが受けられ

るカード「iPASS」の交付を開始

しました。※紙版カードとデジ

タル版カードがあります。

対　①新婚のカップル、②おお

むね1年以内に結婚を予定して

いるカップル

有効期限　①新婚カップル：結

婚した日から1年間②結婚予定

カップル：発行日から1年間

※①②合わせて最長2年間

交付方法　◆婚姻届提出時に市

の窓口で交付◆申請書に記入し

て郵送で申し込み◆アプリから

ダウンロードし登録

※協賛店と特典サー

ビスなど詳細はホーム

ページをご覧ください。

https://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/ipass/

●第135回うしくゴッ多市（フリーマーケット）

　今回は12月第3日曜日、市役所駐車場開催！！

日　12月16日（日）午前10時～午後3時※小雨決行（荒天中止）

所　市役所駐車場（保健センター前）

内　①大根と切り餅を数量限定で格安販売（正午予定）②シクラメン

を数量限定で格安販売（午後2時予定）③再生家具販売（午前10時～

無くなり次第終了）※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。※次回は平成31年2月10日（日）です。

問　商工観光課☎内線1523

●みどりのカーテンコンテストの結果発表！

　みどりのカーテンコンテストは、みどりのカーテンを育てることで、

夏の強烈な日差しを和らげ、各家庭における冷房の使用を抑制すると

ともに、省エネに対する意識を高揚し、地球温暖化防止につなげるこ

とを目的に行っています。今年の入賞者は、10月14日に開催された第

11回うしくみらいエコフェスタで投票の結果、以下の順位となりまし

た。入賞者の方々には、賞品として牛久の地場産品をお贈りしました。

　◆入賞者の皆さん

1位　坪井　悦子さん
2位　山城　真さん
3位　田所　百合子さん
4位　河原　綾子さん
5位　岡田　憲吾さん
5位　本橋　奈都美さん

  6位　亀井　仁蔵さん
  7位　橋場　すみ子さん
  8位　田中　昭子さん
  9位　飯田　喜代司さん
10位　加藤　美恵子さん

広報うしく 2018年12月1日号25



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 締＝申込締め切り日　他＝その他　主＝主催　共＝共催　団＝団体名　問＝問い合わせ　HP＝ホームページアドレス　Ｅ□＝Eメールアドレス

●竜ケ崎税務署からのお知らせ いつでもどこでもスマホで申告

　平成31年1月から、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」

に「スマホ専用画面」が設けられます。「スマホ専用画面」は、給与所得者

（年末調整済み）で医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除の申告

をされる方がご利用いただけるもので、スマホやタブレットでも画面

が見やすく、また、操作しやすくなっており大変便利です。なお、税

務署で発行を受けたID・パスワードをお持ちの方は、スマホ専用画面

で申告書を作成する際に、申告に必要な情報と併せてIDとパスワード

（※1）を入力すれば、簡単にe-Taxで申告することができます。平成30

年1月以降、税務署で、ID・パスワードの発行を受けている方は、平成

30年分の確定申告は、ぜひ、スマホ専用画面からe-Tax送信をお願いし

ます。また、ID・パスワードをお持ちでない方は、最寄りの税務署で発

行していますので、確定申告に向けて事前取得をお願いします（※2）。

※1　「ID・パスワード方式の届出完了通知」で確認できます。

※2　 ID・パスワードの取得の際に申告者ご本人の運転免許証（写し

でも可）などの本人確認書類が必要です。

問　竜ケ崎税務署☎0297-66-1303

●初心者向け高齢者パソコン教室受講生募集

日　◆平成31年2月4日～3月11日の毎週月・木曜日

　　　【Aコース】午前10時～正午、【Bコース】午後1時～3時

　　◆平成31年2月1日～3月6日の毎週水・金曜日

　　　【Cコース】午前10時～正午、【Dコース】午後1時～3時

所　市総合福祉センター　　￥　2,000円（テキスト代含む）

内　パソコンの基本的操作の仕方、文字入力、インターネット、年賀状作成な

どを予定。※教室にパソコンあり、Windows7以降のパソコンなら持ち込み可。

対　市内に在住の60歳以上の方（初めて受講の方を優先）

定　各コース5人※応募者多数の場合は抽選（平成31年1月18日（金）公開抽選を実施）

申　往復はがきの往信用に参加希望者の氏名、年齢、電話番号とA ～ D

の中からご希望のコースを第2希望まで記入し、返信用に送り先を明記

の上、「〒300-1214牛久市女化町859-3牛久市総合福祉センター内（公社）

牛久市シルバー人材センターパソコン教室係」までお送りください。

※複数枚の申し込みは不可。結果は1月中旬ごろ、返信はがきで通知。

締　平成31年1月17日（木）必着

問　（公社）牛久市シルバー人材センター事務局 ☎871-1468 FAX871-0800

●第27回牛久ジュニア体操競

技大会兼グリタカップ

　未来のオリンピック選手を志

す選手たち（小1～高3）が全国か

ら集まり技を競います。男子は床・

あん馬・つり輪・跳馬・平行棒・

鉄棒でダイナミックな演技。女子

は跳馬・段違い平行棒・平均台・

床でエレガントで美しい演技。新

体操は柔軟性を活かした美を表

現する演技を目指しています。入

場は無料、ぜひご来場ください。

日　【体操競技】12月22日（土）・

23日（ 日 ）、【 新 体 操 】12月24日

（月・振休）午前9時～午後7時

所　牛久運動公園体育館

主・問　牛久市体育協会牛久

ジュニア体操クラブ☎872-3383

スポーツ

●第171回とくとく市

年末ポイントカード大抽選会開催！

日　12月16日（日）午前9時～11

時（雨天決行）※12月のみ第3日

曜日となります。

所　牛久市営青果市場（牛久市

田宮町624番地）

内　◆メリークリスマス♪ち

びっ子には嬉しいX'masプレゼ

ント◆半期に一度のポイント

カード大抽選会！空くじなしで

地場産野菜などの景品をご用意

（午前9時～）※抽選はお1人様

カード1枚まで。カードをお忘

れなく。◆お買い物券付き「玉ね

ぎ」限定100袋を格安販売（午前

9時45分から引換券販売）

※景品が入るよう少し大きめの

マイバッグをご持参ください。

問　牛久市営青果市場

☎872-0042

省エネ街頭キャンペーンを実施しました

環境に配慮したライフスタイルを実践する県民運動「いばらきエコ

スタイル」推進の一環として、11月22日の省エネ街頭キャンペーンに

おいて、啓発品を配布しながら、省エネへの取り組みを呼び掛けま

した。市民の皆さんには、地球温暖化対策として引き続き冷暖房の

適切な使用やエコドライブ実践などの取り組みをお願いします。

問　環境政策課☎内線1565、1568
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●牛久市民バドミントン講習会

　これからバドミントンを始め

たい方も大歓迎。バドミントン

の楽しさを味わってください。

日　平成31年1月6日（日）午前10

時～午後3時（受付午前9時30分～）

所　牛久運動公園体育館メイン

アリーナ

対　これからバドミントンを始

めたい方や始めて間もない方、

もっと上手になりたい方（市内

在住・在勤・在クラブ）

定　先着約50人（予定）

講　元ヨネックス選手（予定）、

牛久市バドミントン連盟役員

￥　【体協会員、小学・中学・高

校生】1人500円、【体協非会員】1

人1,000円（当日受付で支払い）

持　昼食、飲み物、上履き※ラ

ケットのない方はお貸しします。

締　12月21日(金)

主　牛久市体育協会牛久市バド

ミントン連盟

申　牛久市体育協会事務局（牛久

運動公園体育館内）☎873-2486

問　牛久市バドミントン連盟

（髙橋）☎873-4306（午後7時以降）

●平成30年度牛久市社会福祉協議会職員募集

採用時期　平成31年4月1日

募集職種　専任職員　　　募集人員　5名程度

採用試験日程　第一次試験平成31年1月12日（土）、第二次試験平成

31年2月13日（水）、15日（金）※予備日

申込方法　本会ホームページよりエントリーシート（履歴書）および

職務経歴書合計4枚をダウンロードし、写真貼付、内容記載の上、受

験票用写真1枚（エントリーシートに貼付したものと同一のもの）と

ともに12月20日（木）までに市役所分庁舎内社会福祉協議会へ持参

するか、郵送でお申し込みください。

法人説明会　採用試験受験者を対象に社協概要説明、市内社協事業

所見学会を実施。先着順で事前申し込み（定員5名）

【期日】平成30年12月4日（火）午前10時開始（午前9時50分集合）

【会場】市役所分庁舎内牛久市社会福祉協議会

問　牛久市社会福祉協議会☎871-1295

受験資格

普通運転免許を有し、下記①～④のうちいずれかの資格のある方

① 社 会 福 祉
士 有 資 格 者
もしくは、取
得見込みの方

②社会福祉
士の受験資
格のある方

③看護師有
資格者

④保育士有資格者も
しくは、取得見込の
方

処遇等

【月額】
一般職高卒　171,136円以上
一般職短大卒　184,128円以上
一般職大卒　199,584円以上

【月額】
保育士短大卒
184,800円以上
保育士大卒
195,328円以上

※前歴換算あり
◆月曜日から土曜日までのうち週5日、午前8時30分～午後5
時30分（8時間勤務）
◆賞与年2回　◆交通費（月額）は規程内において支給
◆有給休暇は規程内において付与
◆健康保険、厚生年金保険、雇用保険加入

採用試験

【一次試験】一般教養試験、小論文試験、
一般性格診断検査、職場適応性検査

【一次試験】保育士専
門試験、小論文試験、
一般性格診断検査、
職場適応性検査、
実技試験（ピアノ）

【二次試験】一次試験合格者を対象に面接試験を実施

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（無料）

日　12月25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

●自衛官候補生募集説明会を行います

　事前予約不要・参加費等無料です。時間内はいつでも受け付けます。

日　12月15日（土）午後1時30分～4時

所　エスカード生涯学習センター第2講座室（4階）

※自衛官候補生及び一般曹候補生の採用年齢の範囲が、平成30年10

月1日以降、18歳以上33歳未満の男子及び女子に改正されました。な

お、自衛官候補生の受付は、年間を通じて行っています。

問　自衛隊茨城地方協力本部　龍ヶ崎地域事務所

☎0297-64-3351 HP http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

Ｅ□ ibaraki.pco-ryugasaki@rct.gsdf.mod.go.jp
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●牛久市一般職非常勤職員募集

A.【平成31年1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31年1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

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
※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

 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
※任用期間内で数回の土
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
※任用期間内で数回の土曜
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

申込期限 12月13日（木）まで

職　種 保育士
短時間保育士
（早番①②）

用務員 作業員 調理員

勤務場所 下根保育園
①②つつじが丘保
育園

①栄町保育園
②つつじが丘保育園

保育課（市内保育施設
へ出向いて作業）

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

応募資格
65歳未満の方（平成31年4月1日現在）で
保育士の資格を取得している方

65歳未満の方（平成31年4月1日現在）

仕事内容 公立保育園の乳幼児の保育全般
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 1人 各1人 各1人 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

月12日以内（1日7時間）
午前9時～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日2時間～3時間
※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※保育士、短時間保育士、調理員は土曜日勤務あり。回数等は保育課に要問い合わせ。

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

申込期限 12月13日（木）まで
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C.【平成31年2月採用】介護保険相談員（高齢福祉課）

職　種 特別職非常勤職員（介護保険相談員） 募集人数 1人

勤務場所 市役所高齢福祉課

任用期間 平成31年2月1日～平成31年3月31日（再度の任用制度あり）

仕事内容
・窓口での介護認定申請にかかる相談業務および事務補助

・介護施設や高齢者宅への訪問相談業務

応募資格

以下すべてを満たす方

・普通自動車運転免許（AT可）を有している方

・PC（WordやExcelを使用）で文書作成や表計算ができる方

・介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士、介護職員初任者

研修（旧ヘルパー2級）の受講者等の介護保険に関連する資格を

所持し、かつ介護事業所での実務経験がある方

勤
務
条
件
等

報酬額 時間額：1,030円※交通費：交通手段、距離区分に応じて支給

勤務日 月～金曜日（週5日）午前9時～午後5時※時間外勤務あり

休　日 土・日曜日、祝日

福利厚生 社会保険（厚生年金・健康保険）・雇用保険加入あり

申込期限 12月25日（火）まで

※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

●「いばらき保育人材バンク」にご登録ください

　茨城県がマンパワーグループ（人材サービス会

社）と連携して、保育士として働きたい・復職した

いと考えている方を対象に、職場探しから復職ま

でをサポートします。復職者向けの研修も受けら

れますので、久しぶりの復職となる方でも安心で

す。まずは、1カ月間（時給1,400円。交通費別）、保育施設で働いて

みませんか。保育士資格をお持ちの方は、ぜひ「いばらき保育人材バ

ンク」へご登録ください。

問　◆マンパワーグループ（株）つくば支店 ☎0120-604-148、水戸

オフィス☎0120-557-136、◆県子ども未来課☎029-301-3252　　 

HP「いばらき保育人材バンク」で検索

「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

●冬のお風呂に気をつけて！

　急激な温度変化がもたらす身体へ

の影響を、ヒートショックといいます。

部屋の移動や入浴に伴う室温と浴槽

のお湯の温度差により、血圧が大きく

変動し、意識消失や、脳卒中、心筋梗

塞への危険が高まります。冬場に多く

見られ、高齢者は特に注意が必要で

す。入浴前に浴室や脱衣所を事前に

温めておく、お湯の温度を41℃以下に

設定する、飲酒後・食事直後・深夜の

入浴は控える、入浴前にご家族や周り

の人に声をかけるなどの注意点を守

り、ヒートショックを予防しましょう！

問　稲敷広域消防本部救急課

☎0297-64-3846

HP http://www.inashiki-kouiki.jp/

●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　12月8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　12月6日（木）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　12月8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
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●平地林の手入れ作業

　「森林ボランティア」

日　12月16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

●歳末たすけあい托
たくはつ

鉢

日　12月6日（木）午前9時～正午

行程　観成院（午前9時出発）～

旧道から6号国道～薬師寺（午前

10時～10時20分）～6号国道～牛

久駅東西口（午前10時40分～11

時30分）～シャトー前通り～牛久

市役所（午前11時50分）

主　牛久市仏教会（会長：小林良雄）

問　観成院（古
こわたり

渡）☎872-0631

●おがわゆみこオカリーナ�

コンサート

日　平成31年1月20日（日）午後

1時30分開場、午後2時開演

所　エスカードホール

出演　おがわゆみこ（オカリー

ナ）、稗
ひ え だ

田隼
は や と

人（ギター＆コント

ラバス）、高野行
ゆきのぶ

進（ギター）

￥　2,000円（未就学児不可）

主　なすびの花の会

後援　牛久市文化協会、牛久市

交通安全母の会

申・問　酒井☎873-7796、 

☎090-9854-4514

●牛久味わい亭第24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、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　12月15日（土）午後1時30分

開場、午後1時45分開演

※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、牛
ぎゅうきゅうてい

久 亭

空
くうにょ

女、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

●歴史を語り合う会

日　12月16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　伝えられなかった古代史

内　古代の雄族といわれる葛城氏

を題材に、伝えられなかった古代史

について考えてみたいと思います。

講　髙橋 恒氏

￥　300円（資料代）

主　牛久史談会

問　板宮☎090-2327-6304

●下根ケ丘もちつき大会

　住民一丸となって開催し、つきた

てのお餅を食べて楽しく元気に！

日　12月9日（日）午前10時～午

後1時

所　下根ケ丘自治会館

内　もちつき（子どもも参加で

きるよ）、採りたて野菜の直売、

ライブコンサート

￥　おもち代100円（中学生以

下は無料）

主　下根ケ丘自治会・たまり場会

問　大内☎090-3100-7263

●NPO法人リーブルの会15周

年記念ジャズコンサート

日　平成31年1月12日（土）開場

午後1時30分、開演午後2時、終

演予定午後4時※入場無料

所　エスカードホール※駐車場

の用意はありません。

演奏者　スターライト☆ジャズ

オーケストラ

申　12月3日（月）より、午前10

時から午後5時の間に中央図書

館カウンターまたは電話で申し

込みください。※休館日を除く。

定員になり次第終了。

問　NPO法人リーブルの会（市

中央図書館内）☎871-1400

催し・講座
●第29回セントラルグループ

医療・福祉業績発表会

　病院・介護施設の一年間の取

り組みを発表形式で市民の皆さ

んに公開します。

日　12月9日（日）午前10時50分

～午後5時30分

所　中央生涯学習センター文化

ホール（口演発表会場）、多目的

ホール（ポスター発表会場）

内　職員による発表（口演演題

32演題、ポスター演題38演題）

【特別講演】午前11時～正午「バ

ラエティ現場から学ぶ！医療安

全向上委員会」講師：Ｗマコト氏

定　300人※予約不要

￥　無料

主　社会医療法人若竹会、社会

福祉法人若竹会 

問　つくばセントラル病院総務

課☎872-1771（代表）

まちの話題

USHIKU NEWS
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