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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

●平成30年度牛久市社会福祉大会

　牛久市社会福祉協議会は、一人の不幸も見逃さない地域づくりを

目指し、今後より一層市民の皆さんの理解を深め、協働による支え

合いのまちづくりを進めていく契機として、牛久市社会福祉大会を

開催します。皆さんお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。

所　中央生涯学習センター文化ホール　後援　牛久市、牛久市教育委員会

主・問　牛久市社会福祉協議会☎871-1295

日時　2月23日（土）午後1時～4時（午前11時30分開場）

　　　※市内福祉施設の「福祉の店」も出展

　　　　（午前11時30分～午後1時）

内容　【第1部】式典 顕彰行事

　　　【第2部】毒
どくまむし

蝮三
さ ん だ ゆ う

太夫さん記念講演
　　　～まちづくりは、人と人とのふれあいから～

入場
無料

●平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります

免除期間　出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間

の国民年金保険料が免除されます。

※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月

前から6カ月間。※出産とは、妊娠85日（4カ月）以上の出産をいいま

す（死産、流産、早産された方を含む）。

産前産後期間の取り扱い　産前産後期間として認められた期間は、

保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対　「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期　出産予定日の6カ月前から届出可能ですので、速やかに

届出ください。※ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。

届出先　医療年金課窓口で受け付け。下記の書類をご用意ください。

【出産前に届出する場合】母子健康手帳など、出産予定日のわかる書類

【出産後に届出する場合】原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場

合は、出生証明書などの出産日および親子関係を明らかにする書類

問　医療年金課☎内線1723

広報うしく 2019年2月1日号 16



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

●平成31年度牛久市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業のお知らせ

　母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利で生活の安定に役立つ資格を取得するために養成機関

で1年以上修業する場合に、給付金（高等職業訓練促進給付金、高等職業訓練修了支援給付金）を支給します。

なお、受給には審査があり、審査の結果、支給対象にならないこともありますので予めご了承ください。

◆対象者　修業を開始した後に、以下の①～⑥の全てを満たす母子家庭の母または父子家庭の父

　①牛久市に住所を有する方

　②児童扶養手当を受給しているまたは同等の所得水準にある方

　③過去に同じ給付金を受けていない、現在、類似制度等の給付金を受けていない方

　④養成機関において1年以上の養成課程（原則として通学制）を修業し、対象資格の取得が見込まれる方

　⑤就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方

　⑥市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、

　　介護保険料、下水道使用料等（保育園保育料、児童クラブ負担金、

　　学校給食費、市営住宅使用料等も含む）の滞納がない方

◆対象資格　①看護師（准看護師を含む）　②介護福祉士　③保育士

　④理学療法士　⑤作業療法士　⑥その他牛久市が認める資格

◆支給期間・支給額

【高等職業訓練促進給付金】修業を開始し、申請した月から3年間を限度に支給

　市民税非課税世帯：月額100,000円　市民税課税世帯：月額70,500円

【高等職業訓練修了支援給付金】養成機関修了後に1回限り支給

　市民税非課税世帯：50,000円　市民税課税世帯：25,000円

締　2月28日（木）※締切後の申請についてはご相談ください。

申・問　こども家庭課☎内線1733

◆ ハローワーク龍ケ崎 

職員による就労相談

児童扶養手当を受けてい

る方を対象に、ハロー

ワーク龍ケ崎の職員によ

る就労相談を行います。

日　毎月第3木曜日

所　牛久市役所

※予約制。ご希望の方は

こども家庭課まで。

●献血にご協力ください！ つなげよう あなたの献血 みんなの命

　あなたの血液が誰かの尊い命を救うことがあります。医療技術の

進歩や公衆衛生の向上等により、平均寿命が延伸している現在、輸血

用血液は、いまだ人工的につくることができません。また、長期保存

することもできないため、血液不足が続いています。ぜひ、皆さんの

ご協力をお願いします。

日　2月8日（金）午前9時30分～午後4時（お昼の時間帯も実施）

所　市保健センター

◆献血の種類と採血基準

※65歳～69歳の方は60歳～64歳の間に献血の経験のある方のみ。

主　茨城県赤十字血液センター

協力　牛久市、牛久茎崎ライオンズクラブ、牛久茎崎ライオンズクラブアイリス支部

問　健康づくり推進課☎内線1741

種 類 200ｍℓ献血 400ｍℓ献血

年 齢 16歳～69歳※ 男性：17歳～69歳※

女性：18歳～69歳※

体 重
男性：45kg以上
女性：40kg以上

男女とも50kg以上

献血の
間隔

男女とも4週間後の同じ曜日

から献血できます。

男性は12週間後、女性は16週間

後の同じ曜日から献血できます。

●市役所本庁舎窓口休業のお知らせ

　受付番号システムの改修作業

のため、2月9日（土）・10日（日）は、

窓口業務が本庁のみ休業します

ので、 エスカード、三日月橋、奥

野出張所をご利用ください。

　2月11日（月）は、祝日のため

窓口業務は休業となります。ご

理解とご協力をお願いします。

問　総合窓口課☎内線1622、1623

窓口休業日　

2月11日（月・祝）

本庁・出張所の証明発行の

窓口業務は、いずれも休業。

臨時休業日

2月9日（土）・10日（日）

市役所本庁舎のみ休業。
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●第27回牛久駅前どんどん祭り

　 市 民 主 体 に

よる牛久駅前の

“にぎわいづく

り”として開催

される新年最初のお祭りです。家

族、友人みんなでお楽しみください。

日　2月23日（土）午前10時～午

後4時【ライブ】午前10時～午後

4時、【ビンゴゲーム】①午前11

時30分～②午後2時10分～※小

雨決行、荒天中止。

所　やっぺやっぺ広場（牛久駅

東口駅前広場）

内　◆甘酒無料配布（午前10時

30分～先着50人程度）◆地元の

銘店◆キッチンカー◆フリー

マーケット◆地元アーティスト

による音楽ライブ（高校生の演

奏を含む歌や踊り）

協力　ぶどう園通り商店会、

ちゃんみよTV　後援　牛久市

主・問　NPO法人牛久駅前かっ

ぱつ化実行委員会（細貝）☎090-

2490-5973 Ｅ�□ kappa2ushiku@

gmail.com

●トラバサミは使用禁止です

　市内でトラバサミ（狩猟に使うわなの一種）が設置

されているとの情報が寄せられており、実際に猫など

の被害も報告されています。鳥獣保護管理法（鳥獣の

保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律）にお

いて、トラバサミの使用は原則禁止となっています。

　犬・猫等の愛護動物の捕獲を行う場合、さまざまな方法がある中で、

動物に大きな傷害と苦痛を与えるトラバサミの使用は、動物をみだり

に殺し、または傷つけたとして、動物愛護法（動物の愛護及び管理に

関する法律）違反となる可能性があります。また、子どもなど人間が

誤って触れ、けがをした場合、使用した者が責任を問われることもあ

ります。トラバサミにかかった動物は、わなを外そうともがき苦しみ

ながら衰弱して死に至ります。たとえ、わなを外せたとしても、自力

での生活は困難となる重大な障害を抱えることになり、動物愛護の観

点からも見過ごすことはできません。

　また、飼い主の責任を果たさず、いまだに猫の外飼いや犬のノーリー

ドを続けている方もいます。そして、このような行為から生じるペット

トラブルの怒りの矛先は、そのほとんどが動物に向けられます。ご自身

の飼育する犬・猫を守ることや、ご近所に迷惑をかけないよう飼育する

ことは飼い主の責任です。飼い主は、飼育の仕方一つで動物に必要の

ない苦痛を与えてしまう可能性があることを意識して飼育しましょう。

トラバサミが設置されているのを発見した場合

110番または牛久警察署（☎871-0110）へ連絡してください。

問　環境政策課☎内線1561～1563

第3駐車場①

第3駐車場③
第2駐車場

第3駐車場②
体育館

多目的広場

野球場

プール

テニスコート

砂入り人工芝
テニスコート

Ａ

Ｂ

石塚商店

第1駐車場

●牛久運動公園駐車場の改修工事に伴う利用制限について

　牛久運動公園第1駐車場の改修工事を行うため、以下の期間にお

いて駐車場の全体または一部の利用を制限させていただきます。

　ご不便をおかけしますが、ご理解と

ご協力をお願いします。

問　スポーツ推進課☎873-2486

場所

牛久運動公園第1駐車場

工事期間

2月～3月下旬（予定）

※利用制限中は他の駐車

場をご利用ください。

●第136回うしくゴッ多市　

フリーマーケット

日　2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イチ

ゴ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）④甘酒

の無料配布（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。

※次回開催は4月14日（日）。

問　商工観光課☎内線1523
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●平成30年度牛久市教育の集い

講演　「私の考える教員の魅力」

講　柴原 宏一氏（茨城県教育委

員会教育長）

主　牛久市教育委員会

問　指導課☎内線3021

●家庭的保育事業「起業（意向）者向けセミナー」のご案内

知っていますか？「保育ママ」

　家庭的保育は保育者の居宅という家庭的環境のもとに、いつも同じ保

育者が少人数の子どもを保育します。それぞれの子どもに対してきめ細

やかに、また柔軟に対応できる保育という特徴があります。

家庭的保育事業の概要

◆認可／運営費…市町村の認可。運営費は市町村からの補助が受けられます。

◆保育者…家庭的保育者（子育て支援員研修を受講した保育士ほか）

　※保育士資格を保有していない場合も、講義と保育実習による認

　定研修を修了し、保育士と同等以上の知識や技術を持つと市町村

　長に認められることで、家庭的保育者となることができます。

◆対象…市町村が保育の必要性を認定した0～2歳の子ども

　※1人の家庭的保育者当たり3人まで（1つの事業所当たり最大5人まで）

◆保育場所…居宅などに整備された専用の保育室

◆保育料…保育所と同様

問　茨城県子ども未来課☎029-301-3252

日　3月4日（月）午後1時30分（予定）

　　※詳しくは茨城県ホームページをご覧ください。

所　茨城県庁舎行政棟9階共用901会議室

内　家庭的保育事業の制度の説明やノウハウの取得支援など

●川や湖の水質保全のために合併処理浄化槽の設置を

環境配慮型合併処理浄化槽設置の補助制度もあります

　浄化槽とは、微生物などの働きを利用して、生活排水等をきれいに

する装置です。その中でも、合併処理浄化槽は、トイレの汚水だけでな

く、台所や風呂などからの生活雑排水も併せて処理できる浄化槽です。

トイレの汚水のみを処理する従来の単独処理浄化槽と比べ、合併処理

浄化槽に入れ替えることで、生活雑排水の汚れは1/8になります。

　市では、霞ヶ浦や牛久沼の水質浄化に力を入れており、合併浄化

槽を設置される方のために補助事業を実施しています。

　下水道の整備が概ね7年以上見込まれない区域に設置する家庭用

浄化槽のうち、環境配慮型合併浄化槽の設置をする場合は、予算の

範囲内で補助金が受けられる場合があります。

問　環境政策課☎内線1562

合併浄化槽の規格（人槽） 家屋が新築の場合
単独浄化槽や汲み取りか
ら転換（入れ替え）の場合

5人槽 533,000円 645,000円
7人槽 644,000円 772,000円
10人槽 787,000円 959,000円

設置する際に単独浄化槽の撤去が伴う場合 90,000円の加算

「保育ママ」に興味が
ある方へセミナーを
開催します！！

「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。

●新しい公用バスの運行が

　スタートします

　市の大型公用バスが、新たに1

台導入されます。このバスは、全

長12メートル・全幅2.5メートル・

全高3.5メートル・乗車人数53人

（内補助席8席）で、安全面や環境

面においても最新の装備を施し、

市民の皆さんが安全安心に研修

視察等へ行くことができるよう

にしています。デザインは市のイ

メージである水と緑を基調とし、

和柄を入れるなど調和を意識。運

行開始は、2月1日からです。多く

の皆さんに利用していただき、長

く親しまれる公用バスとして運

行したいと思いますので、よろし

くお願いします。

問　管財課☎内線1022

日　2月15日（金）

　　【第1部】午後2時～2時45分

　　開会行事、感謝状贈呈

　　優秀論文表彰・発表等

　　【第2部】午後3時～4時50分

　　教育講演会、閉会行事

所　中央生涯学習センター

　　文化ホール

入場無料

※金額は平成30年度実績
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人材募集・就職支援

●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　保育士（専任職員）　　募集人員　3人程度

採用試験日程　【第一次試験】2月17日（日）、【第二次試験】2月27日（水）

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2月6日（水）

までに牛久市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人）

【期日】2月5日（火）午前10時開始（午前9時50分集合）

【会場】牛久市社会福祉協議会（市役所分庁舎内）

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、保育士有資格者もしくは、取得見込の方

処遇等

【月額】保育士短大卒184,800円以上
　　　保育士大卒　195,328円以上　※前歴換算有

◆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

【第一次試験】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）

【第二次試験】一次試験合格者を対象に面接試験を実施

●図書館で一緒に働きませんか？

仕事の内容　①図書館業務（図書の貸出・返却、本の整理等）【早番】午

前8時30分～午後0時30分、【中番】午後0時30分～5時15分、【遅番】午後

5時15分～9時15分の3交代制。

②配送業務（分館・学校等への本の配送）【午前】午前8時30分～午後0時

30分、【午後】午後0時45分～5時の2交代制※業務により時間変更あり。

時間給　824円　　定　若干名　　資格　要運転免許

申　中央図書館カウンターにある「応募申込書（①用・②用あり）」に記

入し、写真貼付の上、提出してください（書類選考有）。

締　2月11日（月・祝）

面接日　2月18日（月）※詳細は書類選考後連絡します。

問　NPO法人リーブルの会事務局（中央図書館内）☎871-1400

●平成30年度第2回茨城県南

水道企業団職員募集

試験日　2月24日（日）

職種　土木技師・一般職員（若干名）

採用予定日　平成31年４月１日

締　2月12日（火）必着※申込は郵

送のみ。詳細は、ホームページ、ま

たは電話でお問い合わせください。

問　茨城県南水道企業団総務課☎0297-

66-5131 HP http://www.ibananww.ne.jp/

●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　2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

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

●募金で2019茨城国体・

　大会に参加しませんか？

　5千円以上の寄附をされた方

には、記念品（オリジナルタオル

とピンバッジ）をプレゼント！！

募金の使途　「いきいき茨城ゆめ国

体・いきいき茨城ゆめ大会」の運営費用

募金方法　県内の主な金融機関に

専用の振込依頼書を用意しています。

詳細はホームページをご覧ください。

受付期間　10月31日(木)まで

問　茨城県国体・障害者スポーツ

大会局総務企画課☎029-301-5405

HP「いばラッキー募金」で検索

●総合福祉センター内創造の家

　臨時休館のお知らせ

　浄化槽修繕工事のため、総合

福祉センター内の創造の家は休

館となります。

　ご迷惑をおかけしますが、ご理

解、ご協力をお願いします。

問　社会福祉課☎内線1717

臨時休館日 

2月8日（金）・9日（土）

※総合福祉センター本館施設

（入浴施設や会議室等）はご

利用いただけます。
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●牛久市非常勤職員募集

A.市内公立保育園（保育課・一般職非常勤職員）

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

（①②③遅番、④早番）
調理員①②

勤務場所
市内公立
保育園

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③④下根保育園

市内公立保育園

任用期間 平成31年4月1日～翌年3月31日 ※保育士（育休代替）は、職員の育児休業中に限る

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
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 2人 1人 1人 ①若干名②～④各1人 ①、②各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
うちで週19時
間以内
※シフト勤務
あり※時間外
勤務あり

週19時間以内①②④週5日、
③月12日以内
①午後4時～6時、②午後4時
30分～6時30分、 ③午後2時
30分～6時、④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

①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②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～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

※年数回の土曜勤務あり
土・日曜日、

祝日
土・日曜日、祝日

※月1回程度の土曜勤務あり
土・日曜日、祝日

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

申込期限 2月12日（火）まで

B.介護認定調査員（高齢福祉課・特別職非常勤職員）

職　種 特別職非常勤職員（介護認定調査員） 募集人数 1人

勤務場所 高齢福祉課

任用期間 平成31年4月1日～翌年3月31日

仕事内容
介護保険の要介護認定調査業務（調査先までの公用車運
転あり）

応募資格

以下すべてを満たす方

◆介護支援専門員または看護師の資格を有している方

◆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

勤
務
条
件
等

報酬額 時間額：1,350円※交通費：交通手段、距離区分に応じて支給

勤務日 月～金のうち週3日 午前9時～午後4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）・雇用保険加入なし

申込期限 2月14日（木）まで

※A・B共通

◆試験方法　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、各担当課

または人事課まで持参するか、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。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

「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
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●歴史を語り合う会

日　2月24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　エジプト女王の使命と7

人のクレオパトラ

内　絶世の美女クレオパトラ7世

をめぐる4人の夫、およびクレオパ

トラ1世から6世までを話す。

講　佐々 朋
ともゆき

幸氏

￥　300円（資料代）　定　50人

主　牛久史談会

問　板宮☎090-2327-6304

●里山セミナー

　市とNPO法人うしく里山との協

働事業の活動成果を基に、上
かみいけしんすい

池親水

公園で撮影した草木の花々や野鳥

などをスライド写真で紹介。

日　2月16日（土）午前9時30分～

11時30分 ※参加無料

所　 牛 久 自 然 観 察 の 森 ネ イ

チャーセンター

講　戸塚 昌
よしひろ

宏氏　　定　30人

主　NPO法人うしく里山の会

申・問　牛久自然観察の森

☎874-6600

●うしく音楽家協会コンサートvol.12 

日　2月24日（日）午後2時30分

開場、午後3時開演

所　エスカードホール

曲目　杵屋正邦／十七絃独奏曲

「いするぎ」、ハイドン／ピアノ

ソナタ ニ長調 Hob.ⅩⅥ/42 他

￥　【入場料】前売券1,000円、当

日券1,200円（全席自由）

チケット取扱い　エスカードプ

ラザ、中央生涯学習センター窓

口、ウインズ・ユー牛久店

主・問　うしく音楽家協会（上仲）

☎090-1548-4172

●まちづくりセミナー

　「牛久の未来をデザインする」

　牛久を新しい視点から見直し

てみませんか。

日　2月24日（日）午後1時30分～3時30分

所　ひたち野リフレ第一会議室（4階）

講　塚原正彦氏（筑波学院大学

ビジネスデザイン学科教授）

対　どなたでも（申込不要）　

￥　無料　　定　50人

主・問　牛久市景観まちづくり

ネットワーク（坂）☎080-1050-

5666 E□ kyu-saka@jcom.home.ne.jp

催し・講座

●牛久市民硬式テニスシング

ルス大会

　平成30年度スポーツチャン

ピオンフェスティバル

日　3月10日（日）※予備日：3月24

日（日）受付午前8時～、開会式午

前8時30分

所　牛久運動公園テニスコート

種目　男子（32人）、男子シニア

（12人）、女子（24人）

試合方式　トーナメント方式、コ

ンソレあり

￥　1,000円（大会当日徴収）

対　市内または龍ケ崎市に在住

･在学で中学生以上の方、シニ

ア は55歳 以 上 の 方（1964年12

月31日以前に出生）※前年度の

優勝者は出場不可。当日、免許

証・学生証等の参加資格が証明

できるものをお持ちください。

申　2月15日（金）までにEメール

で氏名、資格、住所、所属クラ

ブ、電話番号を記載して申し込

み。受け付け後に返信しますの

でご確認ください。返信メール

が届かない場合は、受信許可設

定をしてください。※体育館事

務所での申込受付は行いません。

注意事項　申し込み期間後の

キャンセルおよび当日の欠席は

参加費を請求しますのでご注意

ください。当日、雨天などによ

り開催が危ぶまれる場合は現地

で判断し、決定しますので現地

集合を原則とします。

問　小杉☎080-9344-1272　

Ｅ□� ushiku.taikyo.tennis@gmail.com　

※お問い合わせもなるべくEメー

ルでお願いします。

●第129回ヘルシーボール教室

　牛久市体育協会主催の大会に

向けての練習会と審判講習会。

日　2月16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

￥　大人のみ100円（保険代・当日徴収）

持　運動のできる服装、上履き

締　2月13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

●2019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？個人での参

加はもちろん、ご家族、ご友人と

の参加をお待ちしています。いつ

からでも、何回でも参加可能です。

日　2月10日（日）、3月10日（日）

午前8時30分集合

所　牛久運動公園プール棟前広場

￥　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
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●平地林の手入れ作業

　「森林ボランティア」

日　2月17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

●山崎久隆講演会パート10

日　2月10日（日）午後2時～4時

（午後1時30分開場）

所　中央生涯学習センター大講座室

内　東海第二原発20年運転延

長の危険性について語る

￥　300円　　定　80人

主・問　原発いらない牛久の会

（藤田）☎080-5193-5218

●日曜ヨガの会

　女性限定（年齢不問）。体験ヨガ

あり（受講料1,000円／1回）

日　日曜日午前10時～正午（月3回）

所　三日月橋生涯学習センター和室（2階）

￥　月3,000円　　定　先着3人

団・問　日曜ヨガの会（伊藤）

☎873-2460（不在時は留守電へ）

●花柳流八重花会無料体験

　6月30日（日）エスカードホール

で踊ってみませんか。

日・所　2月17日～6月30日までの

日曜日（月2回）午後1時～1時40分

で以下のいずれか【第1・3日曜日】

中央生涯学習センター和室、【第2・

4日曜日】第2つつじが丘自治会館

対　3歳～小学校低学年まで

定　先着10人

団　花柳流八重花会

問　藤田☎873-7851、☎090-

2536-0974、河野☎874-2586

●筑波研究学園都市吹奏楽団

午後の演奏会22 

～あの日の歌、終わらない青春～

日　2月17日（日）午後1時30分

開場、午後2時開演※入場無料

所　中央生涯学習センター文化ホール

指揮　野宮 敏明氏

曲目　カーペンターズ・フォーエバー、

ウエスト・サイド・ストーリー・メドレー他

主　筑波研究学園都市吹奏楽団

後援　牛久市、牛久市教育委員会

問　実行委員会☎080-4122-8231 

HP http://toshibrass.music.coocan.jp/

●フォトクラブ三日月第18回写真展

　風景や花鳥など自然の情景写真

展です。会員の募集も。※入場無料

日　2月19日(火) ～24日(日)午前

10時～午後5時30分※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

団・問　フォトクラブ三日月

（巾
はばしま

嶋）☎874-3680

●環境・温暖化防止 牛久市民

フォーラム

日　2月24日（日）午後2時～5時

所　中央生涯学習センター小講座室

内　「家庭における省エネ・節電

の進め方」

講　浅
あ さ の あ き ひ ろ

野明宏氏（家庭の省エネ

エキスパート〈診断・指導級〉)

対　どなたでも（参加無料）

主・問　地球温暖化防止活動推進牛

久グループ事務局（中山）☎874-1296

●市の人口と世帯数（住民基本台帳）　12月末現在の人口と世帯数をお知らせします。

◆人口…85,036人（男41,988人、女43,048人）・前月比－47人

◆世帯数…36,203世帯・前月比－19世帯 問　総合窓口課☎内線1625

●筑波銀行年金無料相談※要予約

日・所　【牛久東支店】2月5日（火）、【す

まいるプラザ牛久（ひたち野うしく支店

内）】2月9日(土）各日午前10時～午後4時

申・問　筑波銀行牛久支店（塚

本）☎872-1310

相　談

メンバー募集

●第30期手話講習会

日　4月11日～2020年3月までの毎

週木曜日午後7時～8時30分

所　中央生涯学習センター視聴覚室

定　初級クラス30人

申　①氏名（ふりがな）②年齢③

郵便番号④住所⑤職業⑥電話番

号⑦FAX番号⑧「広報うしく」と記

入⑨手話を学びたい動機を記入し

て、Eメール（kfoimik221@jcom.home.

ne.jp）または82円切手を同封して

「〒300-1203牛久市下根町1311-6

楠田方 聴覚障がい者フレンド会

手話講習会係」まで申し込み。

締　3月25日（月）

主　聴覚障がい者フレンド会

問　楠田FAX873-5037

●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　2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　2月12日（火）午前10時～午後3時

申・問　常陽銀行牛久支店☎872-5112

※①②とも正午～午後1時を除く
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