
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

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

●「聴覚・言語障がい者用の１１９番」の運用が始まります

　聴覚や発話に障がいのある方が、携帯電話やスマートフォンから緊急

通報を行うための「NET119緊急通報システム」が、4月1日から稲敷広域消

防本部において運用が開始されます。このサービスを利用できる方は、聴

覚や言語機能に障がいがある方となります。運用開始にあたって、下記の

日程で事前登録説明会を開催しますので、希望される方はご参加ください。

日　3月24日（日）午後1時30分～　　所　市保健センター

問　社会福祉課 FAX874-0421 ※4月1日からは社会福祉課にて随時申

請を受け付けます。

●忘れてませんか？うれしくってカード（ピンク色）の有効期限

　うれしくってカードは平成30年10月1日よりオレンジ色に変更し

ています。変更前のピンク色のカードは、平成31年3月31日（日）で無

効になります。また、新カードへのポイントの引継ぎはできません。

詳細につきましては、牛久スタンプ会ホームページおよび加盟店店

頭のチラシをご覧ください。 

問　牛久スタンプ会事務局（牛久市商工会内）☎872-2520

HP http://www.ushiku-stamp.e-ushiku.jp/

●親子ふれあい映画鑑賞会　「未来のミライ」

　親子ふれあい映画鑑賞会は子どもたちが心豊かに成長することを

願って、毎年無料で行われています。今回は細田守監督の話題作を

お贈りします。迫力の大スクリーンとサウン

ドをご家族皆さんでお楽しみください。

日　3月17日（日）【1回目】午前9時30分開場、

午前10時開演、【2回目】午後1時開場、午後1時

30分開演※上映時間98分。

所　中央生涯学習センター文化ホール

￥　無料 ※全席自由・予約不要

主　青少年育成牛久市民会議

問　青少年育成牛久市民会議事務局☎871-2301
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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

●エスカード牛久内公共施設

臨時休業のお知らせ

　エスカード全館休業に伴い、市

役所エスカード出張所、図書カウ

ンターおよびエスカード生涯学

習センターが臨時休業となりま

す。図書の返却は、1階北側入口の

返却ポストをご利用ください。

問　総合窓口課☎内線1623

臨時休業日　3月13日（水）

●「広告モニター付き窓口番号案内表示システム」を設置しました

　3月1日より、本庁舎2階フロアに「広告モニター付き窓口番号案内

表示システム」を設置し、窓口の混雑緩和と市民サービス向上を目指

します。このシステムには、次のようなメリットがあります。

①受付モニターに受付番号を表示し、わかりやすい案内表示を行います。

②広告モニターでは、市役所からのお知らせや民間企業の広告を放映

します。待合時間にご覧ください。

③このシステムは、設置業者の広告収入

により設置・運営されているので、市の

財政負担がありません。

問　総合窓口課☎内線1623

●うしくファミリーサポートセンター子育て講演会�※参加無料

　ファミリーサポートは、子育ての手助けを必要としている人と子

育てを応援したい人を結ぶ、支えあいの在宅福祉サービスです。その

活動には、子どもたちの成長をみんなで喜び合う「地域のつながり」

が必要です。当センターでは、このたび地域ぐるみの子育ての大切さ

を再発見する「子育て講演会」を開催します。ぜひご参加ください。

日　3月19日（火）午前10時30分～正午

所　牛久市ボランティア・市民活動センター懇談スペース（市役所分庁舎1階）

対　地域での子育てに興味のある方　内　「地域のじぃじばぁばで孫育て」

講　浅野 房雄氏（下妻市保健センター発達相談員）　定　30人　　

申　3月15日（金）までに電話、もしくは直接お申し込みください

問　牛久市社会福祉協議会☎870-1001

●「鯉のぼり」寄付のお願い

　うしく・鯉まつりでは、子ども

たちの健やかな成長を願って、た

くさんの鯉のぼりを揚げていま

す。ご家庭で眠っている鯉のぼり

がありましたら、随時受け付けて

いますので寄付をお願いします。

受付場所　中央・三日月橋・奥

野・かっぱの里の各生涯学習セ

ンター（第2・4月曜日を除く）

問　うしく鯉まつり実行委員会

事務局（中央生涯学習センター内）

☎ 871-2301

（第2・4月曜日

休館）

●4月21日執行�牛久市議会議

員一般選挙�立候補予定者

説明会

 牛久市議会議員一般選挙の立

候補届出に関する説明会を開催

します。立候補を予定されてい

る方は、必ずご出席ください。

日　3月20日（水）午後2時30分～

所　本庁舎第3会議室（4階）

問　牛久市選挙管理委員会（総

務課内）☎内線1011～1013

●第137回うしくゴッ多市出店募集　フリーマーケット

　個人、グループ、プロ、アマチュアは問いません。初めての方も

大歓迎。ふるってご参加ください。

日　4月14日（日）午前10時～午後3時　所　中央生涯学習センター駐車場

￥　（A）1区画2,000円、（B）半区画1,200円　 定　（A）30区画、（B）20区画

申　はがきに①希望する区画（A、Bどちらかを必ず記載。「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（申し込み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」宛てに郵送ください。

※記入漏れなど、不備がある場合は受け付けできません。

※申し込みは1組1枚まで、2枚目以降は無効。複数応募は不可。

※電話、FAX、窓口での受け付けはできません。

申込期間　3月8日（金）必着※定員を超えた場合は抽選。結果は通知します。

問　商工観光課☎内線1523

「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。

昨年のうしく・鯉祭り
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●日本語教室講師ボランティア募集(有資格者)

　牛久市国際交流協会主催の日本語教室で教えてくださるボラン

ティアを募集します。

応募資格と条件　①日本語学科を主専攻・副専攻した方、②日本語

教師養成講座420時間修了者、③日本語教育能力検定試験合格者、

④日本語講師ボランティア養成講座を修了した方。

①～④のいずれかの資格等を有する方で、各学期（10回）、毎週木曜

日の、AMクラス(午前10時～11時30分)、PMクラス（午後1時～2時30

分）、もしくはEVクラス(午後7時～8時30分)のいずれかの授業と日

本語教室の運営活動に協力できる方。

※なお、学生の方は対象外とします。

募集人員　若干名　　募集締切　3月29日（金）必着

応募方法　下記の書類を提出してください。

（１）所定の申込書※ホームページからダウンロード可

（２）上記①～④の資格が証明できる書類の写し

選考方法　書類審査および面接を実施し、総合的に判断し決定しま

す。面接日時は4月初旬に書面にて通知します。

牛久市国際交流協会への入会　講師ボランティアとしての参加が決

定したら、主催である牛久市国際交流協会への入会をお願いします（個

人年会費：1,000円）。

提出先・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（午前8時30分～午後5時15分、土・日

曜日、祝日除く）

●外国人のための日本語教室学習者募集（2019年度1学期）

　Japanese�class�for�non-Japanese�speakers

　日本語がうまく話せなくて困っている外国の方や、さらに日本語

の上達を希望される外国の方に、ぜひこの教室をご紹介ください。

対　日本語の日常会話を学びたい外国人など（希望者が多数の場合

は牛久市在住の方を優先します）

￥　1,000円（1学期・10回分）

申　必ず希望者ご本人が市民活動課の窓口に申し込みに来てください。

日本語が話せない方は付き添いの方と一緒に来て手続きをしてください。

締　4月1日（月）※希望者が多い場合、キャンセル待ちになる場合があります。

問　牛久市国際交流協会事務局（市民活動課内）☎内線1632

Ｅ□shimin@city.ushiku.ibaraki.jp

日程　 5月9日～7月11日の毎週木曜日（全10回）

時間　 【AMクラス】午前10時～、【PMクラス】午後1時～、 

【EVクラス】午後7時～（各90分） 

※希望する時間帯を一つ選んでください。

所　中央生涯学習センター中講座室（2階）他

●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・技術作業ほか

対　市内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、家の周り

の清掃、墓の清掃など

問　（公社）牛久市シルバー人材

センター事務局☎871-1468

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ので、ぜひご

覧ください。※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）
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●牛久市少年少女発明クラブ

　クラブ員募集

　楽しい工作教室です。科学的

な視点と工夫する力を養うこと

を目標にし、苦労しながら工作

を完成させる達成感も味わって

もらいたいと思います。専門的

な知識のある市民ボランティア

が指導にあたります。

対　市内小学校 新3～6年生

活動期間　4月～翌年3月

第1・3土曜日午前中

所　向台小学校図工室

￥　年4,000円、保険料500円

申　往復はがきの往信用に①氏

名（ふりがな）②性別③住所④電

話番号⑤学校名⑥新学年を記入。

返信用宛先には申込者の住所・

氏名を記入し、「〒300-1211牛

久市柏田町1606-1中央生涯学

習センター発明クラブ担当」宛

てに送付。

締　３月15日（金）必着

問　発明クラブ（川本）

☎080-4292-2913

●マイナンバーカード交付申請書用封筒（料金受取人払）の

　差出有効期間が迫っています！！

　平成27年10月から平成29年8月9日の間に通知カードに同封して

発送されたマイナンバーカード交付申請書用封筒（料金受取人払）

の差出有効期間は平成29年10月4日までと印刷されていますが、平

成31年5月31日まで有効な封筒として利用可能となっています。ぜ

ひご利用ください。

◆マイナンバーカードは顔写真付きの公的な身分証明書として、運

転免許証などと同じく、官民問わず（口座開設、レンタルビデオ店会

員登録、郵便局での郵便物受取など）利用可能です。運転免許証を返

納予定の方は返納前にぜひご申請ください。

◆マイナンバーカードは持ち歩いても大丈夫！①マイナンバー

カード（ICチップ）には、税や年金などの大事な個人情報は入ってい

ません。②マイナンバーカードは顔写真付きなの

で、他人がなりすまして使うことはできません。

問　総合窓口課☎内線1624・1625

 申請も意外と簡単 

①郵送やスマートフォン

　などで申請します。

②約1ヶ月後、マイナンバーカードが

　市役所に届きます。カードの準備

　ができましたら、市からご自宅に

　はがき（交付通知）が届きます。

③市役所でカードをお受取りくだ

　さい。必要な持ち物をお持ちの上、

　お越しください。

※本人であることを証明する大切な

　カードです。なりすまし防止のた

　め、ご本人の来庁をお願いします。

※申請書を紛失した方は総合窓口課

　にて再発行いたします。
マイナちゃん マイキーくん

人材募集・就職支援

●牛久市社会福祉協議会職員募集

募集職種　施設利用者の送迎車両ドライバー（パートタイム職員）

募集人員　6人程度　　契約期間　1年間（年度ごとに更新あり）

選考方法　面接試験（随時）

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）、職務経歴

書をダウンロードし、記入、写真貼付したものを、電話連絡のうえ市役所

分庁舎内牛久市社会福祉協議会に持参してください。

問　牛久市社会福祉協議会☎871-1295

勤務地
総合福祉センター内通所介護事業所および身体障害者デイ
サービス事業所（女化町859番地3）

応募資格
普通自動車運転免許を有する60歳以上70歳までの方で、利用
者の方に笑顔で安全な対応をしていただける方

処遇等

時給960円 ※交通費は交通手段、距離に応じて支給

◆①午前8時～10時、②午後3時～5時で、両方の時間帯で勤務
できる方、もしくは①、②どちらかの時間帯で勤務できる方
で、週2日以上勤務可能な方
◆休日は、日曜、年末年始（事業によって土曜日、祝日勤務あり）

●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　3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
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●牛久市一般職非常勤職員募集

A.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

（月12日）
保育士

（週19時間以内）
短時間保育士

（①②遅番、③④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 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（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（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人 ①3人 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

月12日以内
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5日（週19時間以内）
①午後4時～6時、②午後
4時30分～6時30分、
③午前7時30分～10時
30分④午前7時30分～
9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 3月8日（金）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

B.市保健センター（健康づくり推進課）

職　種 看護師 保健師（育休代替）

勤務場所 市保健センター（健康づくり推進課）

任用期間 4月1日～翌年3月31日
5月22日～翌年3月31日

※ただし、正職員の産前産後
休暇・育児休業期間中に限る

応募資格

◆看護師免許を有する方
◆普通自動車運転免許（AT限定
可）を有する方◆健康で、市民
の健康づくり支援に意欲のあ
る方◆65歳未満の方（4月1日
時点）

◆保健師免許を有する方
◆普通自動車運転免許（AT限
定可）を有する方◆健康で、市
民の健康づくり支援に意欲の
ある方◆65歳未満の方（4月1
日時点）

仕事内容
・介護予防事業に関すること
・健康づくり事業全般

・成人保健事業に関すること
・健康づくり事業全般

募集人数 1人 1人

勤
務
条
件
等

報酬額 時間額　1,500円 時間額　1,600円

勤務日数・
時 間

月～金曜日午前8時30分～午後5時（不定期にて土・日曜日出
勤あり）※時間外勤務あり

休 日 基本：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

申込期間 3月11日（月）まで 3月29日（金）まで
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催し・講座

●第130回ヘルシーボール教室

　大人も子どもも楽しく汗を流

しましょう。

日　3月23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100円（保険代）※当日集金。

持　運動のできる服装、上履き

締　3月20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

●歴史を語り合う会

日　3月17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　神
じんぐう

功皇后の謎

内　仲
ちゅうあい

哀天皇の奥さんで、応
おうじん

神

天皇の母親である神功皇后は、韓

国の古代の国王の子孫らしい。

講　津田 征八氏

￥　300円（資料代）　定　50人

主　牛久史談会

問　板宮☎090-2327-6304

●ネイチャーフォトクラブ写真展

　牛久自然観察の森を拠点に、

県南地域で撮影したネイチャー

フォト写真展を開催。愛らしい

小鳥たちや迫力のある猛禽類な

ど野鳥の生態写真が中心です。

※入場無料。

日　3月5日（火）～12日（火）午前

9時～午後4時※3月11日（月）は休

館日、12日（火）は午後3時まで。

所　中央生涯学習センター展示ホール

共催　牛久自然観察の森

主・問　牛久ネイチャーフォト

クラブ（板倉）☎878-0050

●第74回生活習慣病教室

　医師、各部門スタッフがあな

たの疑問にお答えします。

日　3月23日（土）午後2時30分～3

時30分※入場無料、事前予約不要。

所　牛久愛和総合病院B館2階

大ホール

内　大腸がんについて

講　野口 岳
たけはる

春医師（消化器外科

部長）

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

●精神障がい者に対する

　相談支援事業の実践談

　牛久市社会福祉協議会相談支

援事業の専門員・飯塚亨
とおる

氏に日

頃の実践を語っていただきます。

日　3月16日（土）午後1時30分～

3時30分

所　中央生涯学習センター大講座室

定・￥　50人・無料

主　牛久精神保健福祉会「ぬく

もりの会」

問　遠藤☎・FAX873-0080

●牛久市内親善春季野球大会

参加チーム募集

　4月から始まる牛久市内親善春季

野球大会の参加チームを募集。町内、

団地内、学窓および企業などでチー

ムを編成し、野球を楽しみましょう。

大会日程　4月毎週日曜日・祝日

大会会場　牛久運動公園野球場、

他5会場

申　牛久市体育協会事務局（牛

久運動公園体育館内）に申し込み。 

※登録用紙は体育協会窓口にあ

ります。また、既存の登録チームへ

は、2月中旬に送付しています。

締　3月20日（水）まで※締切厳守。

抽選会　3月30日（土）午後6時～

中央生涯学習センター大講座室

にて実施。

主　牛久野球連盟

問　渡部☎090-4527-5589

●筑波銀行年金無料相談※要予約

日　3月9日(土）午前10時～午後4時

所　すまいるプラザ牛久（ひたち

野うしく支店内）

申・問　筑波銀行牛久支店（塚

本）☎872-1310

相　談

●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　3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　3月7日（木）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

●牛久味わい亭第25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、主

に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　3月17日（日）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。前日までにご連絡ください。

出 演　 有
あ り が て い

難 亭 大
だいしょう

小、 有
あ り が て い

難 亭

真
ま か な

仮名、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

高
こうべい

塀、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
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メンバー募集

●牛久水墨画同好会

　新元号に変わる契機に水墨画に挑戦してみませんか？初めての方

も簡単に描けます。丁寧に指導します。見学も随時可能。

日　毎月第1・3火曜日午後1時30分～4時30分

所　中央生涯学習センター中講座室　対　初心者および経験者も可

￥　月2,000円（入会後2カ月は無料）　　定　若干名

団　牛久水墨画同好会　　申・問　関☎・FAX874-5557

●牛久スクエアダンスサークル

　4カップルの8人が1セットで、指示

で動くパズル感覚の歩くダンスです。

日　毎月第1・2・4木曜日午後1

時30分～4時 ※4月中は初心者

講習会を行います。

所　三日月橋生涯学習センター

第3研修室

￥　月1,000円　定　先着10人

団・問　牛久スクエアダンスサークル

（松本）☎873-9319、☎090-6959-8565

●民踊・2
にまるまるご

005
　日頃の運動不足・ストレスを解消し、元気で楽しく笑顔で多くの

お仲間と民踊を踊りましょう（シニアの踊り）。

日　4月から毎月第1・3土曜日午後1時30分～3時30分※会場の都合

により変更あり。※4月は6日（土）・13日（土）。

所　市総合福祉センター　　対　年齢・男女不問、初心者大歓迎

講　公益社団法人日本フォークダンス連盟（民踊部）指導者

￥　年1,200円（保険代含む）　　持　運動に適した服装、上履き

申　初日4月6日（土）会場で受け付け

団　民踊・2005

問　柴田☎090-3040-3347、松岡☎080-5058-5809

【東京五輪音頭2020を踊る練習会】

　新しくなった東京五輪音頭「東京五輪音頭2020～ゆうゆう踊ろう」を、

盆踊りなどのイベントで楽しく踊れるように練習会を行います。

日　3月30日（土）午前10時～正午　所　中央生涯学習センター多目的ホール

￥　無料　　持　運動に適した服装、上履き、飲み物

後援　牛久市教育委員会、牛久市文化協会

主　民踊・2005　　申・問　松岡☎080-5058-5809

●「いのちの岐路に立つ�核を抱き

しめたニッポン国」映画上映会

日　3月30日（土）午前10時～正午

所　中央生涯学習センター視聴覚室

内　原爆と原発。核から見える日

本の戦後史。

￥　500円（資料代）

主　環境学習同好会

問　中村☎874-5089

●第2回リコーダーアンサンブ

ル奏
かのん

音発表会

　リコーダー合奏、ギター・チェロと

の合奏も。多彩なジャンルの曲を演奏。

日　3月30日（土）午後1時30分開

場、2時開演

所　中央生涯学習センター視聴覚室

定・￥　50人・無料

主　リコーダーアンサンブル奏音

問　樋口☎869-7510

●牛久栄進高等学校吹奏楽部

第28回定期演奏会

日　3月24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

対　小・中・高校生、一般の方々

曲目　「エル カミーノ レアル」、

「マードックからの最後の手紙」、

ミュージカル「アラジン」、「ジブ

リ メドレー」など

後援　牛久市教育委員会

主・問　牛久栄進高等学校吹奏

楽部（梅田）☎843-3110

「広報うしく」に掲載する
有料広告を募集します
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問　広報政策課☎3221

●生涯学習ピアノ研究会

　ピアニスト菅野雅紀さんを招

いてピアノ演奏研究会。

日　3月16日（土）午後1時～

所　エスカードスタジオ

￥　500円（聴講料）

問　小塙☎873-0717

●平地林の手入れ作業

　「森林ボランティア」

日　3月17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、ノコギリ、作業服、

手袋、飲み水※昼食などは各自で。

￥　保険代1人300円（1家族500円）

問　木とふれあうネットワーク

事務局（阿部）☎873-6424
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