
（　）内は前月比。2020年9月末日現在
（転入・転出は9月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
78,023
85,217
163,240
79,728

（－43）
（－68）
（－111）
（－24）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入273人　転出316人
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新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ ※10月21日時点の情報をもとに作成

　しています

詳細はこちら

市ホームページ
県ホームページ

県内の感染者発生状況

　秋から冬にかけて「新型コロナウイルス感染症」と「季節性インフルエンザ」が同時に流行するおそれがあり
ます。マスク着用や手洗いなどに加え、早めにインフルエンザ予防接種を受けるなど、感染予防に努めましょう。
　また、新型コロナウイルス感染症の流行で影響を受けた業種を支援する『Go To キャンペーン』が全国で
開催されています。一人ひとりが新型コロナウイルス感染防止対策をした上でキャンペーンを利用し、みんなで
日本を元気にしましょう。

　宿泊・日帰り国内旅行の代金総額の1／2相当額を国が支援し
ます。支援額の内、70％は旅行代金の割引に、30％は旅行先で使
える地域共通クーポンとして付与されます。
　※国の予算がなくなり次第終了

新型コロナウイルスに関する各種相談窓口
感染の疑いがある場合の相談窓口
■山口県新型コロナウイルス感染症専用相談ダイヤル
　☎083－902－2510　（毎日24時間対応）
感染予防、健康相談などに関する問い合わせ
■宇部市　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

新型コロナウイルス 生活なんでも相談窓口
収入減少、失業、生活の不安などの相談
■宇部市　地域福祉・指導監査課　☎34－8393　>22－6028
宇部市新型コロナウイルス感染症総合相談窓口
相談先がわからない場合に、問い合わせ窓口をご案内します
^0800－2000－585　>22－6063不当な偏見、差別などの人権相談窓口

■みんなの人権110番　☎0570－003－110

※新型コロナウイルスの影響により、今号に掲載している情報が変更される場合があります

感染リスクを避けて
安心で楽しい旅行を Go To トラベル 新しい生活様式で食を愉しもう Go To Eat

支援額は10,000円
（旅行代金7,000円割引、3,000円の地域共通クーポン付与）

【20,000円の旅行商品の場合】例

▷旅行代金割引
　国の上限額：1人1泊当たり 20,000円、日帰り10,000円
　※実際の割引額や利用回数制限は、各旅行会社にご確認
　　ください
▷地域共通クーポン
　旅行先の都道府県とその隣接都道府県内の登録を受けた
　店舗・施設で、旅行期間中に限り使用可能なクーポン。1枚
　1,000円単位で発行する商品券でおつりは出ません。

支
援
額
詳
細

　対象の旅行会社の窓口・旅行予約サイト、対象の宿泊施設
に直接申し込み

利
用
方
法

■問い合わせ
　Go To トラベル事務局コールセンター（10時～19時）
　▷一般利用者向け
　　☎0570－002442　または　☎03－6636－9457
　▷事業者向け
　　☎0570－017345　または　☎03－6747－3986

※詳細は公式サイトをご覧ください
▷旅行者向けサイト
　https://goto.jata-net.or.jp
▷事業者向けサイト
　https://biz.goto.jata-net.or.jp

①登録飲食店で使えるプレミアム付食事券『Go To Eatやまぐち食事券』

②オンライン飲食予約の利用によるポイント付与

　1セット10,000円分（1,000円×10枚）の食事券を、8,000円で販売
します（プレミアム率25％）

　オンライン飲食予約サイトで飲食店を予約・来店した人に、次回以降に
飲食店で使用できるポイントを付与します

販売期間・場所 ※1回の購入は2セットまで
（各期、販売予定数量に達した時点で終了となります）

付与されるポイント 昼食時間帯は500円分
夕食時間帯（15時～）は1,000円分

使用期間 令和3年3月31日㈬まで　※おつりは出ません

利用方法 本キャンペーンに参加している13社の予約サイトからご利用
ください

第2期：販売中　山口県下の商工会窓口、ローソン店舗
第3期：11月5日㈭～　山口県下の商工会窓口、アルク店舗、
　　　　　　　　　  山口井筒屋宇部ショップ
第4期：12月3日㈭～　山口県下の商工会窓口、アルク店舗

■問い合わせ　やまぐちGo To Eatキャンペーン実行委員会　
　☎083－902－2114（平日9時30分～17時30分）　>083－902－2124

Go To Eatやまぐち
食事券利用
加盟店募集中！

●申込方法　公式ホームページから申請
　　　　　　gotoeat-yamaguchi.com
●申込期限　令和3年2月28日㈰

※ポイント付与の上限：1回の予約当たり10人分（最大10,000円分のポイント）
※ポイント付与の期間：令和3年1月末まで
※ポイントの利用期限：令和3年3月末まで

※詳細は公式サイトをご覧ください
　https://gotoeat.maff.go.jp/

■問い合わせ　Go To Eatキャンペーンコールセンター
　☎0570－029－200（10時～17時、12月29日～1月3日を除く）
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公共用地造成
食肉センター
介護保険
国民健康保険
後期高齢者医療

2億4655万円
1269万円

178億2381万円
197億2023万円
26億6171万円

2億4655万円
1269万円

180億5635万円
200億7699万円
27億1580万円

特別会計名 歳　入 歳　出
中央卸売市場
地方卸売市場
市営駐車場
農業集落排水
特別会計合計

特別会計名 歳　入 歳　出
1億1277万円

484万円
1382万円

2億5310万円
408億4952万円

1億6477万円
488万円

1億1614万円
2億5310万円

416億4726万円

会計名
（問い合わせ）

収益的収支 資本的収支
収　入

37億9878万円

60億401万円

9億5158万円

32億7540万円

55億5900万円

9億3510万円

5億2338万円

4億4501万円

1649万円

8億4806万円

28億6909万円

3690万円

22億3739万円

59億8627万円

1億2344万円

－13億8933万円

－31億1718万円

－8654万円

支　出 差し引き 収　入 支　出 差し引き
水道事業会計
（☎21－2291）

交通事業会計
（☎31－1133）

下水道事業会計
（☎21－2417）

経常収支比率

平成29年度 平成30年度 令和元年度

（％）
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〈普通会計〉 市債の残高（市の借金）
（億円）
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658億7493万円

〈一般会計〉

※「交付税措置分」…後年度の元利償還額に応じて
　国が措置するもの

積立基金の残高（市の貯金）

0
80
90
100
110
120
130
（億円）

126億3961万円130億2244万円132億6500万円

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

〈一般会計〉

財政の健全度を測る目安とされる「健全化判断比率」は、基準値を下回り、健全な状態にあります。

　財政の弾力性を測る目安とされる
「経常収支比率」については、94.1％
と、前年度より0.3ポイント上昇して
います。

　市債（借金）残高は、本庁舎建設工事や俵田翁記
念体育館改修工事などに係る建設地方債の発行増
により、増加しました。

　市の貯金にあたる基金について
は、不測の事態への対応、各種事
業への効果的な活用を踏まえ、引
き続き積み立てが必要です。

耐震、バリアフリー、省エネ改修に伴う固定資産税の減額
　要件を満たす工事を行った住宅について、工事が完了した年の
翌年度分の固定資産税を減額します。減額の適用は、各改修工事
について1回限りで、申告が必要です。
●対象の住宅　居住面積の占める割合が2分の1以上あり、改修  
　の種類別の要件を満たす住宅

●対象となる工事　平成27年1月2日～令和4年3月31日に完了
　し、工事費が50万円以上の工事
　※工事費は、耐震改修を除き、国や地方公共団体の補助金や、
　居宅介護（介護予防）住宅改修費の給付などを差し引いた自己
　負担額

＜参考＞　市では、市税のうち都市計画税（決算額16億1345万円）を、街路、公園、下水道、市街地開発の都市計画事業に充てています。

680億9000万円

661億2176万円

■問い合わせ　財政課　☎34－8173　>22－6083令和元年度決算
決算収支

決算総括

令和元年度の主な取り組み

歳出

歳入
市税

国・県支出金

地方交付税

市債

繰入金

その他

244億8457万円

163億497万円

88億9368万円

61億1310万円

17億2083万円
43億7041万円

分類 対前年度増減率 金額
市民税の減などにより0.1％の減
幼児教育・保育の無償化に係る補助金の増などにより
9.2％の増
基準財政需要額（社会福祉費）の増に伴う普通交付税
の増などにより3.5％の増

地方譲与税・
県税交付金等 39億7613万円地方消費税交付金の減などにより1.4％の減

体育施設整備事業債の増などにより18.7％の増

プレミアム付商品券販売収入の皆増などにより14.0％の増

財政調整基金繰入金の増などにより1.8％の増

使用料・手数料
分担金・負担金 22億2631万円私立保育園保育料の減などにより6.3％の減

　令和元年度は、積極的な施策推進により後期実行
計画に掲げたKPI 127項目のうち、78項目で目標を
達成できました。大規模小売店舗の撤退の影響による
中心市街地の休日1日当たりの通行者数など目標に届
かなかった49項目については、感染防止対策と市民生
活の安定・地域経済活性化を両立させながら取り組み
を加速していく必要があります。
　今後、市財政は、大型投資事業の計画的な実施によ
り、一時的に市債残高は増加し、基金残高は減少する
とともに、経常収支比率の高止まりや新型コロナウイル
スの影響による税収減など厳しさが増していく見込み
です。
　このような中、SDGs未来都市として持続可能なまち
づくりへの取り組みを継続していくとともに、抜本的な
見直しとして施設整備事業の延期や中止などについて
検討していきます。

〈一般会計〉

〈一般会計〉

実質収支　12億6580万円　令和元年度は、「第四次宇部市総合計画後期実行計画」の2年目として、4つの
重点プロジェクトと5つのまちづくりのテーマを着実に推進するとともに、防
災力・減災力の強化、まちなかの商業振興及びデジタル市役所の推進など、
社会情勢の変化に伴う課題への対応も含め、これまで以上に各施策を強化・
パッケージ化し、市制施行100周年はもとより、さらにその先に向け、市民生
活の充実と本市の持続的な発展につなげていく取り組みを推進しました。

※金額や割合は、四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります

■問い合わせ　資産税課　☎34－8195　>22－6053

改修の種類 耐震改修 バリアフリー改修 省エネ改修

住宅の要件

工事内容

減額内容

昭和57年1月1日以前に建築され
た住宅

現行の耐震基準に適合した工事
※建築士などの証明が必要

一戸あたり120㎡分までを限度に2
分の1（平成29年4月1日～令和4年
3月31日の工事で、認定長期優良住
宅に該当するものは3分の2）減額

平成20年1月1日以前に建築され、
改修後の床面積が50㎡以上280㎡
以下の住宅

窓の改修（必須）、床・天井・壁
の断熱改修で、現行の省エネ基準
に適合する改修
※建築士などの証明が必要

一戸あたり120㎡分までを限度に3分
の1（平成29年4月1日～令和4年3月
31日の工事で、認定長期優良住宅に
該当するものは3分の2）減額

新築から10年以上経過し､65歳以上の人、
要介護・要支援認定を受けている人、障害
者のいずれかが居住する、改修後の床面積
が50㎡以上280㎡以下の住宅

廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室・
便所の改良、手すりの取り付け、床の段
差の解消、引き戸への取り替え、床表面
の滑り止め化

一戸あたり100㎡分までを限度に3分の1
減額

667億1275万円

434億4760万円

232億6516万円

418億9995万円

239億7498万円

656億2540万円

425億4841万円

230億7699万円

○特別会計の決算状況

○公営企業会計の収支の状況

〔見込み〕

宇部市緊急避難場所の指定取り消し（10月1日付け）
所在 施設名

黒石 厚南セントヒル病院
施設管理者より指定取り消しの
申し出があったため

取り消しの理由 ※災害に備えて、避難先や避難経路、非常用持ち出し品や
　食料・飲料などの備蓄を確認しておきましょう
■問い合わせ　防災危機管理課　☎34－8139　>29－4266

▷本庁舎建設事業　10.1億円
　（立体駐車場の完成などにより事業進捗率16.8％）
▷旧山口井筒屋宇部店の取得及びトキスマ運営　2.1億円
　（令和元年7月20日オープン、令和元年度中の来客数：延べ200,226人）
▷小中学校教室空調設備設置事業　6.2億円（普通教室の設置率61.0％）
▷俵田翁記念体育館改修工事など（恩田スポーツパーク整備事業）　9.3億円
　（令和2年1月10日　体育館リニューアルオープン）
▷幼児教育・保育の無償化による保育料軽減
　（私立幼稚園、認可外保育施設、認定こども園）　2.2億円
　（認可保育施設）保育料収入　△1.4億円
▷プレミアム付商品券事業　3.7億円（対象者16,396人、申請率38.3％）

182億373万円

88億9495万円

79億1470万円

73億9777万円

61億5417万円

13億1959万円
87億8674万円

分類 金額
児童扶養手当扶助費の増などにより2.7％の増

退職手当の減などにより2.8％の減

介護保険事業会計繰出金の増などにより1.2％の増

プレミアム付商品券事業経費の皆増などにより8.8％の増

地方債元金償還金の減などにより6.5％の減

財政調整基金積立金の減などにより7.7％の減

大型空き店舗利活用事業費の増などにより4.9％の増

扶助費

人件費

繰出金

補助費等

公債費

積立金

その他

対前年度増減率

歳入
市税
36.0％

国・県支出金
23.9％

地方交付税
13.1％

地方譲与税・
県税交付金等

5.8％

使用料・手数料
分担金・負担金

3.3％

繰入金
2.5％

その他  6.4％

市債  9.0％

歳出

扶助費
27.5％

人件費
13.5％

繰出金
12.0％

公債費
9.3％
補助費等
11.2％

積立金
2.0％ その他

13.3％

建設
事業費
11.3％

建設事業費 恩田運動公園スポーツパーク整備事業費の増などにより
32.3％の増 74億5011万円
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イベントの

■申込先・問い合わせ　こども・若者応援課　☎31－1732　>21－6020

誰ひとり取り残さない子育て応援
「家族」「地域」「社会」で支える

「山口県央連携都市圏域」のおすすめ情報を紹介します。

●日時　開催中　①9時～12時30分
　　②13時～16時30分
　※要事前申込
■場所・問い合わせ　秋吉台アドベン
　チャーツアーズ（®080－4555－
　4264）

●日時　11月15日㈰、12月6日㈰
　各13時～16時　※要事前申込
●場所　不二輸送機ホール
■問い合わせ　山陽小野田市文化
　スポーツ推進課（☎82－1115）

●日時　11月21日㈯～30日㈪
　9時～17時
■場所・問い合わせ　萩・明倫学舎
　（☎0838－21－2018）

 　
●日時　11月30日（月）まで　
　9時～16時30分　※月曜休館
■場所・問い合わせ　旧畑迫病院
　（☎0856－72－0338）

●日時　12月6日㈰まで　
　12時～17時　※月・火曜休館
●場所　YCAMサテライトA
■問い合わせ　山口情報芸術セン
　ター（☎083－901－2222）

●日時　12月21日㈪まで
　9時～17時　
■場所・問い合わせ　毛利博物館
　（☎0835－22－0001）

秋吉台の地下で未踏
の大洞窟探検ツアー

ナース服の変遷に
見る看護の歴史

山口情報芸術センター
特別企画展
《water state 1》

雪舟生誕600年記念
特別展「国宝」

しのぶ恋、せつない恋、いちずな恋
……大人の恋にあふれる小倉百人
一首で「恋すてふかるた」

世界遺産「明治日本の産業革命
遺産」登録5周年記念
世界遺産ご当地特産品フェア

■問い合わせ　ときわ公園課　☎54－0551　>51－7205
園内施設休業日…毎週火曜（11月3日を除く）、11月4日㈬
※ときわミュージアム 世界を旅する植物館 臨時休館　11月5日㈭～8日㈰
※天候その他の事情により、イベント内容が変更・中止になる場合があります

　申込先　ときわミュージアム（☎37－2888）
●彫刻ミニ絵本をつくろう！
　細長い紙を山折り、谷折りにして、ミニ絵本をつくろう！
　日時　11月30日㈪まで　9時～17時
　場所　UBEビエンナーレライブラリー
●「描いちゃお！うべの彫刻2020」作品募集
　市内にある「あなたの好
　きな野外彫刻」をテーマ
　に絵画作品を募集します
　※1人1作品、四ツ切
　　画用紙使用
　※詳細はときわ公園ホームページに掲載

　申込方法　作品に「応募用紙」を添えて郵送か持参
　申込期限　12月11日㈮【必着】
　主催　UBEビエンナーレ世界一達成市民委員会
　申込先　UBEビエンナーレ推進課
　　　　　〒755－0001 大字沖宇部254
　　　　　☎51－7282　>51－2777

●ときわプランツマルシェ2020
　世界を旅する植物館で栽培した植物を販売します
　（観葉植物やサボテンなどを予定）
　日時　11月13日㈮ 11時～15時
　　　　11月14日㈯、15日㈰ 各10時30分～16時
　　　　※なくなり次第終了
　費用　200円～13,500円程度
●レジンでボタニカルアクセサリーを作ろう
　ドライフラワーにした植物館の植物を使って、ペン
　ダントトップを作ってみませんか？
　日時　11月20日㈮、22日㈰
　　　　各①10時～11時、②14時～15時
　費用　500円　定員　各先着3人

SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

子育てグッズリユース広場、おも
ちゃ病院、軽トラ市、ブース展示な
ど!11月14日㈯10時～15時#わ
いわいぱぁ～く（中央街区公園）、
銀天街アーケード、まちなか環境
学習館}銀天エコプラザ（☎39－
8110）

マルシェ（有機野菜や手作り加工

品販売）、有機農業に関する講演
会、しめ縄づくり体験（500円、先
着50人）、クイズラリー、パネル展
示（各団体の活動紹介）!11月29
日㈰9時45分～16時#万倉ふれあ
いセンター}農林振興課（☎67－
2819、>67－2316）

生誕250年のベートーヴェンの想
いを三隅香織のピアノに乗せてお
届けする特別な第九!12月20日
㈰14時～#渡辺翁記念会館&全
席指定：一般1,500円、高校生以
下500円}文化創造財団（☎35－
3355、>31－7306）

申込書と募集団地一覧表を11月2
日から配布します~11月20日～30
日_県施設管理財団宇部支所
（☎37－0878、>35－0233）

●「霜降山ドウダンツツジの紅葉
狩り」（約5k m）※トレッキング
シューズ着用!11月21日㈯9時～
12時#男山駐車場集合~11月20
日まで
●古地図を片手にまちを歩こう
▷健脚向け（小串周辺コース約
6.5km）!12月6日㈰9時20分～12

時40分#JR宇部新川駅前集合
~12月4日まで
{各20人（先着順）<タオル、飲
み物_観光・グローバル推進課
（☎34－8353、>22－6083）

演題「新型コロナウイルス感染症
（COVID－19）予防について～ウ
イルスを知って賢く対処しよう～」
※手話通訳、要約筆記あり、優先
席を設定!11月13日㈮18時半～
20時半#文化会館|*?=氏
名、電話番号~11月11日まで_人
権教育課（☎34－8618、>22－
6072）jinkenkyouiku@city.ube.
yamaguchi.jp※要到達確認

まちなかエコ市場

オーガニックフェアうべ

第九「歓喜の歌」で
HAPPY END2020

県営住宅入居者

てくてくまち歩き

催し 事前申込
なしで参加
できます

募　　集お知らせ
記号の見方 !…日時　#…場所　$…内容　%…対象　&…費用　{…定員　<…持参品　|…申込方法　~…申込期間　_…申込先　}…問い合わせ

*…電話　+…はがき　?…ファクス　=…電子メール　†…電子申請　;…点字　∑…申込時の必要事項（7面参照）　　…はつらつ健幸ポイント対象

…ときわミュージアム　　…ときわ動物園開催場所の表示 動ミ

ときわ動物園の定期イベントを再開しています
●ウサギ・モルモットのふれあい
　日時　平日のみ　14時～15時 
　　　　※入場制限あり

●Into the Wao（イントゥー ザ ワオ）
　日時　第1・3・5日曜日　14時～15時
　定員　1日先着16人（4人×4回）

（11月末まで）動

ミ

ミ

ミ

4つのイルミネーションイベントが連携 光の街UBE2020 ■問い合わせ　観光・グローバル推進課
　☎34－8155　>22－6083

●山口宇部空港「エアポート・イルミネーション」
　イルミネーションと夜の滑走路の光による特別
　なひととき
　▷点灯期間　11月27日㈮～1月5日㈫ 
　　17時～21時30分（予定）
　　（送迎デッキの無料開放:7時～21時）
●わいわいぱあ～く（中央街区公園）
　「サンタクロスロード2020」

芸術性の高い演出が人気のクリス
マスイルミネーション
▷点灯期間　11月28日㈯～
　1月3日㈰ 17時～24時（予定）

●ヒストリア宇部ライトアップ
　国の「近代化産業遺産」や市の
　「景観重要構造物」にも指定され
　ている村野藤吾設計のヒストリア
　宇部をライトアップ
　▷点灯期間　11月29日㈰～1月31日㈰ 18時～22時（予定）

●ときわ公園「TOKIWAファンタジア2020」
　中国地方でもトップクラスのイルミネーションイベント。今年はアー  
　ティストにより夜の遊園地がメディアアートの美術館に変わる。
　▷点灯期間　11月29日㈰～1月31日㈰ 18時～21時30分
　　※12月31日㈭、1月1日（金・祝）は休園
　▷入場料　前売券500円、
　　当日券1,000円　
　　※高校生以下無料
　　※詳細はときわ公園
　　　ホームページに掲載

▲髙橋匡太「たてもののおしばい」
2014スマートイルミネーションヨコハマ

運転手さんはサンタさん！？
4会場を結ぶイルミネーションバス
　山口宇部空港から宇部新川駅までシャトルバスを運行します
▷運行日　11月29日㈰、12月5日㈯、6日㈰、
　12日㈯、13日㈰、19日㈯、20日㈰、26日㈯（予定）
▷費用　140円～310円　※一日乗車券は大人600円、中学生以下300円　
▷問い合わせ　交通局　☎31－1133

人権を考えるつどい

マイナンバーカードを取得して
マイナポイントをもらおう！
■問い合わせ　市民課　☎34－8264　>22－6017

 マイナンバーカードを取得し、マイキーIDを設定すると、民間キャッシュレス決済サービス
（電子マネー、○○ペイなど）で買い物に使えるポイント（マイナポイント）が最大5,000円分
もらえます。

　年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分
を活用し、公的年金などの収入や所得額が一定額
以下の年金受給者の生活を支援するために、年金
に上乗せして支給されるものです。
　所得額が前年より低下したことなどにより、令和
2年度に新たに支給対象になる人に、10月中旬から
簡易的な請求書（はがき型）を日本年金機構が送
付しています。まだ提出していない人は、早めに日
本年金機構に返送してください。

※2021年3月末までのチャージか買い物が対象で、利用額に応じて付与されます

新たに「年金生活者支援給付金」の
支給対象になる人は手続きが必要です

●老齢基礎年金を受給している人
　次のすべてに該当する人
　▷65歳以上
　▷同一世帯の全員が市町村民税非課税
　▷年金収入額とその他所得額の合計が
　　約88万円以下
●障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人
　前年の所得額が約462万円以下

対象者の主な要件

▶市役所市民課（予約制）
　日　時　月～金曜日（祝日を除く）9時～17時
　持参品　本人確認書類（運転免許証など）、通知カードなど

■問い合わせ
　宇部年金事務所　☎33－7111　>22－3042
　ねんきんダイヤル　☎0570－05－1165

●マイナンバーカード申請のお手伝いをします
申請に必要な顔写真を無料で撮影し、申請のお手伝いをします

●マイナンバーカード出張申請サポートをご利用ください
市職員が希望先に出向き、タブレット端末を使用して写真撮影・
申請のお手伝いをします

▶マックスバリュー恩田店（先着順）
　日　時　11月17日㈫ 10時～12時
　持参品　本人確認書類（運転免許証など）

対　　象　市内の企業や地域団体など　※申請希望者5人以上
申込期限　出張希望日の20日前（土・日・祝日を除く）

　従業員（市民）のマイナンバーカード取得率が70％以上の事業所を「宇部市
マイナンバーカード交付促進協力事業者」として認定します。
　認定事業所には「認定証」を交付するとともに、市ホームページなどで事業
所名を公表します。

宇部市マイナンバーカード交付促進協力事業所を募集

11月は「児童虐待防止推進月間」です
　「虐待かな？」と思ったら、189に電話をしてください。（24時間対応、
通話料無料）子どもや子育ての相談にも対応しています。匿名での通告・
相談も可能。内容や通告・相談した人について秘密は守られます。

いちはやく

●社会全体で、子どもを虐待から守りましょう
　次のようなことに気付いたら早めに連絡・相談をしてください
　▷いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
　▷子どもの体に不自然なあざや傷が多い
　▷子どもの衣服や体がいつも汚れている
　▷子どもが夜遅くまで一人で家の外にいる

●こんなことも虐待です
　子どもの目の前（聞こえるところでも）で、大人（夫婦など）が
　ケンカすることは心理的な虐待にあたります

●しつけでも子どもを傷つける行為はダメ！
　令和2年4月から、「言葉で注意しても言うことを聞かない
　ので、たたいた」など、親がしつけに際して子どもに体罰を
　加えることは法律で禁止されました。

子育てに不安を感じたら
子育て世代包括支援センター（Ubeハピ）へ

「困ったな」と思ったら、ひとりで頑張らず気軽に相談してください

●WEB講演会「子ども虐待と脳科学」
講師　福井大学子どものこころの発達研究センター教授
　　　友田明美（著書「脳を傷つけない子育て」他）
日時　11月27日㈮ 18時30分～20時

申し込み・詳細はこちら

☎31－1732　>21－6020

申し込みはこちら

（一部有料）

kouhou
線

kouhou
テキストボックス
（送迎デッキの無料開放:7時30分～20時30分）
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豊かな自然環境が残るキワ・ラ・ビ
ーチと周辺の散策。海岸植物ハマ
ボウの紅葉や、トビハゼ、ハクセン
シオマネキなど干潟の動物を観察
し、潮間帯生態系について考えて
みよう!11月14日㈯14時～16時
#キワ・ラ・ビーチ{20人<長靴、
筆記用具、マイボトル
|*?†∑（7面）~11月11日まで
_環境政策課（☎34－8248、>22
－6016）https://s-kantan.jp/ube-u/

●おそうじセミナー$年末の大掃
除前に、プロからお掃除のコツを
学びませんか？!11月17日㈫13時
半～15時半#ユーピーアールスタ
ジアム%60歳以上{20人_シル
バー人材センター（☎31－3251、
>31－4334）
●シルバー人材センター入会説
明会$就労を希望する会員を募
集しています。まずは説明会にご
参加ください!11月19日㈭、12月
3日㈭各13時半～#多世代ふれあ
いセンター%原則60歳以上

●畑クッキング：バーニャカウダ、
里芋と枝豆のタイムコロッケ、きの
この生姜スープ!11月19日㈭10
時半～14時<エプロン、マスク、三
角巾、筆記用具~11月11日まで
●クリスマスを楽しもう：リース作り
!12月9日㈬13時～15時<エプロ
ン、マスク、筆記用具~12月1日まで
&各1,700円{各16人（先着順）
|*?=∑（7面）#_アクトビレ
ッジおの（☎64－5111、>64－
2800）actvillageono@gmail.com

知らなきゃ損！フレイル予防で健康
長寿！!11月19日㈭13時半～15時
#福祉会館{ 5 0人（先着順）
|*?=∑（7面）_消費者ネット
ワークうべ（☎36－9555、>39－
2272）mail@ubenet.com

「健幸アンバサダー」とは、健康に
関する正しい知識や上手な情報
の伝え方を学んで、周囲の人に情
報を伝える人です。心に届く正し
い“健幸”情報の伝え方を学びま
せんか？!11月19日㈭13時半～16
時半、20日㈮9時半～12時半#福
祉会館%高校生以上で受講後に

健康情報を発信できる人（本講座
未受講者）|*?∑（7面）と年
齢、地区名~11月13日まで_健康
増進課（☎31－1777、>35－
6533）

ミニホワイトボードにお菓子のパー
ツでデコレーションしよう！講師：
Mocchara-Kucchara!11月21日㈯
①10時～②11時～③13時～%小
学校低学年以下は保護者同伴
&600円{各5人（先着順）~11月
5日～15日#_学びの森くすのき
（☎67－1277、>67－0691）

今富ダムまでの往復約7㎞と、今
富ダム湖畔散策約1.5㎞を歩きま
す。楠こもれびの郷「秋の大収穫
祭」も同日開催!11月23日㈷8時
50分～12時※小雨決行#万倉ふ
れあいセンター集合&500円（楠
こもれびの郷お買物券付き）
{100人（先着順）<飲み物、雨
具、帽子、タオルなど|*?∑（7
面）~11月20日まで_北部地域振
興課（☎67－2812、>67－2158）

厚東に栄えた長門国守護厚東氏
ゆかりの寺社（東隆寺、浄名寺、
恒石八幡宮）と浄念寺を巡りま
す。ゴールでは、ヘルシー弁当とシ
フォンケーキをいただきます!11
月23日㈷9時～12時#浄名寺集
合&1,200円{35人<飲み物、タ
オル_うべ探検倶楽部（☎39－
7460）~11月19日まで}スポーツ
コミッション（☎39－7653、>39－
6584）

結核・肺がん、胃がん、大腸がん、
子宮がん、乳がん、骨粗しょう症、
前立腺がん検診、特定健康診査
※要事前予約!12月5日㈯9時～
12時#保健センター%事業所な
どで健診を受ける機会のない人な
ど&{各健診により異なる（有
料、先着順）<受診券、検査費用
~11月5日から_保健センター（☎
31－1777、>35－6533）
https://s-kantan.jp/ube-u/

新型コロナウイルスの影響により、
一部中止していた集団検診の日
程を追加しました。詳細は市ホー
ムページに掲載しています※がん

検診・特定健診の受診期間は来
年2月27日まで延長しました%事
業所などで健診を受ける機会の
ない人など&特定健診は無料、そ
の他は有料{各健診により異なる
（先着順）_保健センター（☎31－
1777、>35－6533）
https://s-kantan.jp/ube-u/

本市が東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会におけるマダ
ガスカルのホストタウンになったこ
とにちなんで、マダガスカルイベン
トを開催します
①マダガスカル料理作り、マダガ
スカルでの生活体験談!12月5日
㈯10時半～14時半#福祉会館
%中学生以下は保護者同伴
&600円{18人<エプロン、マス
ク、三角巾~11月27日まで
②マダガスカルってどんな国？、ク
バーラ（マダガスカルのゲーム）で
遊ぼう!12月6日㈰13時半～17時
#パルセンター宇部%小学生以
上{30人程度<スリッパか体育
館シューズ、動きやすい服装~12
月2日まで|*=∑（7面）と年齢
（学年）、メールアドレス、参加日、
クバーラ参加の有無_山口県
JICAデスク（☎083－925－7353） 
yamaguchiken.desk@gmail.com

「認知症サポーター」とは、認知症
を正しく理解し、偏見を持たず、認
知症の人やその家族を温かい目
で見守る「応援者」です。講師を
派遣する出前講座も可能です※
受講後は認知症サポーターの証
となるオレンジリングを進呈。宇部
志立市民大学の公開講座として
も受講できます!12月5日㈯13時
半～15時半#福祉会館
|*?†_高齢者総合支援課
（☎34－8303、>22－6026）
https://s-kantan.jp/ube-u/

山口県手話言語条例についての
手話講演!12月6日㈰10時～12
時#福祉会館%手話をコミュニケ
ーション手段とする市内の聴覚障
害者&1,000円（資料代）<マスク
|?氏名、連絡先~11月20日まで
_市聴覚障害者福祉協会事務局
（>083－963－4297）

ダイズの収穫!12月13日㈰9時半
～11時半#森部農園（船木）

&1,000円{15人（先着順）<手
袋、タオル、長靴、水筒、農具（可
能な人）~12月6日まで_有機ネッ
ト山口西部（®090－5690－5758
［天野］）

時短家事は働く男女を助ける手
段！家事を効率よく回すスキルを
学ぶオンライン講座です。家事を
担いたいが何をすれば良いか分
からない男性や、独身男性も歓迎
!12月13日㈰10時～12時%市内
に在住か通学・通勤する人{30人
程度<筆記用具~12月7日まで
_㈱ローカルラボ（®090－1582－
3053）local@localab753.jp

令和3年の新年互礼会は、市ホー
ムページに新年特設ページを設
け、オンライン配信により開催しま
す。市長、市議会議長、商工会議
所会頭の新年挨拶の配信ほか、
会員の新年挨拶コメントを公開
し、オンライン上で共に新年を祝
います。※詳細は市ホームページ
などでお知らせします!公開日：来
年1月1日|†~11月20日～12月
18日_総務管理課（☎34－8105、
>22－0686）
https://s-kantan.jp/ube-u/

▷検査内容：特定健康診査の検査
項目、MRI（頭部）、MRA（頭部・頸
部）、認知機能検査など▷実施医
療機関は問い合わせてください
!来年3月31日まで%令和2年度
中に40～74歳になる国民健康保
険の被保険者で、平成30・令和
元・2年度に脳ドックを受診してい
ない人。令和2年に特定健康診査
を受診していない人※脳ドックを
受診する人は特定健康診査を受
診できません。ペースメーカー装
着者や入れ墨を入れている人な
どは、予約時に医療機関へ要相
談&10,000円{500人（先着順）
|国民健康保険被保険者証、特
定健康診査受診券を持参し申込
書を提出（郵送可）~来年1月15
日まで_保険年金課（☎34－
8294、>22－6019）、北部総合支
所、各市民センター

『運動で体力年齢若返りたい人コ
ース』個人の体力や体組成に合
わせた運動プログラムに沿って、
指導者のもと、週1回、「有酸素運

動」と「筋力トレーニング」を行い
ます※実施の時間、定員は問い合
わせてください!#来年１月～▷
フィットネスクラブHBACC▷よりあ
い処西ケ丘▷Goppoええぞなクラ
ブ▷カーブス（宇部駅前、フジグラ
ン宇部、おのだサンパーク、サンパ
ークあじす）%市内在住か在勤の
65歳以上で、医師から運動制限を
されていない人&3 ,000円／月
（最初の3カ月は1500円／月）※
活動量計1,000円／年が別途必
要|*?∑（7面）と希望コース、
年齢~11月26日まで_健康増進
課（☎31－1777、>35－6533）

!1次試験:来年1月23日㈯、2次
試験:来年2月4日㈭～7日㈰の間
の指定日%来年4月1日現在、15
歳～16歳の男子（中学校などの卒
業見込者含む）~来年1月6日まで
_自衛隊宇部地域事務所（☎31
－4355）

技能・技術を身につける職業訓練
▷募集科：電気設備技術科（来年
1月5日㈫～6月29日㈫）、電気設備
技術科（デュアル訓練）（来年1月5
日㈫～7月23日㈮）%公共職業安
定所から受講指示か推薦が受け
られる人&教科書・作業服などの
実費{コースによって異なる~11
月19日まで#}ポリテクセンター
山口（☎083－922－2143）

ビジネススキルの習得やキャリア
コンサルティングを通じて正社員
を目指しませんか#YICリハビリテ
ーション大学校%正規雇用を目指
す就職氷河期世代（35～49歳）の
求職者と在職者{15人_YIC学
院（☎43－7388［田中］）

!告示日：11月15日㈰、選挙期日：
11月22日㈰}選挙管理委員会事
務局（☎34－8451、>22－6069）

!11月9日㈪～20日㈮※時間など
は問い合わせてください#各ふれ
あいセンターなどを巡回&260円
から（種類により異なる）}商工振
興課（☎34－8355、>22－6041）

夫やパートナーからの暴力、職場
での各種ハラスメント、ストーカー
行為などの相談を、時間を延長し
て受け付けます。一人で悩まず電
話してください●女性の人権ホッ
トライン☎0570－070－810!11月
12日㈭～18日㈬8時半～19時（土・
日は10時～17時）}山口地方法務
局（☎083－922－2295）

11月14日は世界糖尿病デーです。
糖尿病の予防や治療の啓発とし
てヒストリア宇部が糖尿病のシン
ボルのブルーにライトアップされま
す!11月14日㈯～21日㈯17時半
～23時半}健康増進課（☎31－
1777、>35－6533）

介護職関係職種の求人事業所に
よる合同就職面接会!11月16日
㈪9時半～11時半、13時半～15時
半%介護関係職種への就職希望
者#}宇部公共職業安定所（☎
31－0164、>31－1835）

市役所1階の山口銀行派出所の
窓口開設時間が、12月1日から9時
～15時になります}出納室（☎34
－8704、>22－6108）

コミュニケーションの取り方や薬の
相談に精神科医が応じます!12
月5日㈯13時～15時#福祉会館
%本人、家族_むつみ会（☎>35
－3365）

対象者には12月中旬に案内はが

きを郵送します※詳細は市ホーム
ページに掲載!来年1月10日㈰
#渡辺翁記念会館
●第1部（12時半～）
対象出身中学校（市内西部）：桃
山、藤山、厚南、黒石、厚東、小
野、楠、宇部フロンティア大学付
属、慶進、宇部総合支援学校、そ
の他市外の中学校など
●第2部（14時半～）
対象出身中学校（市内東部）：東
岐波、西岐波、常盤、神原、上宇
部、川上
}こども・若者応援課（☎34－
8447、>21－6020）

新型コロナウイルス感染拡大防止
と参加者の安全のため、今年度の
開催を中止します。年末調整に関
する各種情報については、国税庁
ホームページ「年末調整特集ペ
ージ」をご覧ください}宇部税務
署法人課税第一部門（☎21－
3135）

確定申告受付期間中に、市役所
で確定申告の相談をする人には、

データによる申告（電子申告）を推
奨します（申告の方法は従来と同
じです）。申告当日、市役所に「利
用者識別番号等の通知書」を持
参してください。▷「利用者識別番
号」の取得方法：税務署窓口で発
行手続きをしてください（年末を目
途に早めに来署してください）。イ
ンターネットを利用して自宅で取得
することもできます}宇部税務署
個人課税部門（☎21－3134）

昨年10月5日発効の金額が引き続
き適用されます。パート、アルバイ
トなどを含めすべての労働者に最
低賃金以上の賃金が支払われな
ければなりません}山口労働局
（☎083－995－0372）

労働保険は、原則として労働者を
一人でも雇用していれば適用事
業となり、その事業主は保険成立
手続きを行い、労働保険料を納付
しなければなりません}ハローワ
ーク宇部（☎31－0164、部門コー
ド21＃）

野菜収穫体験、竹LABO見学、和紙の紙すき体験と工作!11月21日㈯9時
～16時#小野ふれあいセンター集合&大人2,500円（新米付き）、小学生以
下1,800円（プレゼント付き）※昼食付き{25人（先着順）<マスク、運動靴、
飲み物、タオル、雨具など~11月16日12時まで_小野ふれあいセンター（☎
64－2024）、里山之宝（®090－2294－9013[井上]）

秋の里山　小野満喫ツアー

!毎週木曜日（中級：9時半～10時半、上級：10時45分～11時45分）#青少
年会館%大学生以上&3,000円／月{6人|=氏名、電話番号、希望クラ
ス_英会話倶楽部　Red Leaf Circle
（nob.3360k@gmail.com）

英会話倶楽部　Red Leaf Circle　会員募集

市民の掲示板 詳細は_}に
問い合わせてください

❻ ❼

スイーツデコホワイト
ボードをつくろう！

今富ダム湖畔　
紅葉ウオーキング

総合集団健診

歴史地区
ウオーキング

宇部市×マダガスカル
×JICA　企画

認知症サポーター
養成講座

有機栽培講習会
（野菜の部）

オンラインで学ぶ
夫婦の時短家事講座

令和3年新年互礼会
会員と新年挨拶コメント

聴覚に障害がある人の
ための日曜教室

宇部のマングローブ？を
見つけに行こう

シルバー人材センターの
講習など

統合失調症・
うつ病相談会

年末調整等
説明会の中止

令和3年二十歳のつどい
（成人式）は2部制で開催します

データによる確定申告には「利用者
識別番号等の通知書」が必要です

県の最低賃金は
現行どおり829円です

労働保険料の納付

宇部市長選挙の期日

商取引や証明に使用する
はかりの定期検査

女性の人権ホットライン
の相談時間の延長

介護就職デイ
（介護就職面接会）

生活習慣を見直して
糖尿病を予防しましょう

山口銀行宇部市役所派出所
窓口開設時間の変更

UBEキャリアアップ
プログラム

お知らせ

ハーブを楽しむ会

賢い消費者講座

健幸アンバサダー
養成講座

集団検診の日程を
追加しました

国民健康保険　
脳ドック随時募集中

あなたにぴったりの
個別運動プログラム

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

ポリテクセンター山口
1月期受講生

∑…申込時の必要事項　催し・講座などのタイトル、氏名、郵便番号、住所、連絡先（電話番号など）　※その他の必要事項は記事内に記載
電話番号のみ記載された記事について、電話での申し込みが難しいときは、∑を記載し>22－6063（広報広聴課）へ記号の見方 !…日時　#…場所　$…内容　%…対象　&…費用　{…定員　<…持参品　|…申込方法　~…申込期間　_…申込先　}…問い合わせ

*…電話　+…はがき　?…ファクス　=…電子メール　†…電子申請　;…点字　∑…申込時の必要事項（7面参照）　　…はつらつ健幸ポイント対象

紀藤　文生（ひらき台）
株式会社アモダ（大字山中）
宇部徳風会　代表世話人　中村　暢宏

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・473,949円

株式会社山口銀行宇部支店（新天町）
株式会社山口銀行西宇部支店（西宇部南）
西宇部グラウンドゴルフ愛球会　代表　辻畠　稔（西宇部北）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
・・・・・・・・・・・・・・100,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60,000円

市政だより放送日 毎週月曜日（7：15～7：25） 
毎週水曜日（7：45～7：55）
毎週金曜日（8：00～8：10）（80.4MHz）※時間は変更になる場合があります

SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

市政情報番組 放送内容

放送
日時

第1回目　
令和3年11月1日の市制施行100周年に
向けた市の取り組みを紹介します

変更に
なる場合が
あります

11月24日㈫ 23時10分～23時15分
11月27日㈮ 11時35分～11時40分（再放送）
11月29日㈰ 15時25分～15時30分（再々放送）

（yab山口朝日放送）

寄付金
報　告

ご協力ありがとうございました。■問い合わせ　財政課　☎34－81735万円以上の寄付について報告します（9月分、敬称略）
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■弁護士相談　!11月18日㈬13時半～15時半　予約受付開始11月5日㈭8
時半～　!12月2日㈬13時半～15時半　予約受付開始11月19日㈭8時半～

　#市役所　{各12人　※受付要件あり　_市民活動課（☎34－8126）
■司法書士相談　!11月11日㈬、25日㈬各9時～11時
　#市役所　{各10人　当日受付8時半～8時45分
　※受付要件あり、要問い合わせ　}市民活動課（☎34－8126）
■行政書士会の遺言・相続相談　!11月14日㈯9時半～11時半
　#福祉会館　{8組（当日9時20分抽選）　}市民活動課（☎34－8126）
■契約トラブルや多重債務などの消費生活相談　!月～金曜日　
　8時半～17時15分　#}宇部市消費生活センター（☎34－8157）
■税務相談　!12月2日㈬9時～16時　※要予約
　#_宇部税務署（☎21－3131）
■中小企業・小規模事業者向けの経営相談　!11月17日㈫　#市役所
　{4組　~11月10日まで　_県よろず支援拠点（☎083－922－3700）
■人権相談　!月～金曜日　8時半～17時15分　#山口地方法務局
宇部支局（☎21－7211）　全国共通人権相談ダイヤル☎0570－003－110

■登記相談　!月～金曜日　9時～16時　※要予約
　#_山口地方法務局宇部支局（☎21－7211）

■男女間の暴力（DVなど）に関する相談　!月～土曜日　9時～16時
　#男女共同参画センター（電話可・☎33－4649）
■やまぐち性暴力相談ダイヤルあさがお　☎083－902－0889
■虐待かもと思ったら「児童相談所全国共通ダイヤル」　☎189
■臨床心理士による教育相談　!11月17日㈫17時～19時　%不登
校などの悩みをもつ小中学生の保護者　{2人　~11月13日まで　

　#_教育支援課（☎34－8630、>22－6071、相談場所は港町一丁目11－30）
■発達障害等の相談　!月・火・木・金曜日　9時～17時、水曜日　12
時～20時（第3水曜日は9時～17時）※要予約　%発達障害等の人
と家族、発達障害児・者等の支援者　#_発達障害等相談センター
そらいろ（多世代ふれあいセンター内）（☎43－6777）
■ひきこもり相談・ひきこもり家族相談会　!11月5日㈭、14日㈯、17
日㈫各13時～16時、26日㈭10時～12時　#_ふらっとコミュニティ
ひだまり（☎21－1552）
■若者の就労や心の悩み相談　!火～土曜日　10時～18時
　}うべ若者サポートステーション（☎36－6666）
■生きづらさを感じた時の電話相談「山口いのちの電話」
　!毎日　16時半～22時半　☎22－4343

※電話相談は、場合によりつながりにくいことがあります。　しばらくしてから、おかけ直しください。

19時～22時

9時～17時

9時～21時

小
児
科

内
科・外
科

日時間診療科

※当番医の最新情報や救急病院については、市ホームページをご覧いただくか、
　救急医療電話相談または消防指令センター（☎21－2866）にお問い合わせください。今月の日曜・祝日当番医

宇部市休日・夜間救急診療所 　※12時～13時は待合時間　☎31－1099

宇部市休日・夜間救急診療所　※12時～13時は待合時間、17時～18時は休診　☎31－1099
※0時～ 9時、21時～ 24時は、救急病院で対応します。

11月1日㈰ 3日（火・祝） 8日㈰ 15日㈰ 22日㈰ 23日（月・祝） 29日㈰

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

よしもと小児科医院
中尾
☎22－0555

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

かわかみ整形外科・
小児科クリニック
野原
☎37－3700

いのくまこども
クリニック
西岐波
☎51－0880

むらかみこども
クリニック
東須恵
☎44－4976

宇部市　救急医療情報 検索

●歯科　日時　11月3日（火・祝）、23日（月・祝） 9時～12時　場所　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099
●救急病院は救急車の受け入れをしていることがあるため、受診の際は必ず、事前に病院に電話して診療の確認をしてください
●救急医療電話相談　急な病気に困った時、救急にかかる前に専属の看護師に電話相談できます
▷小児救急医療電話相談（おおむね15歳未満）☎＃8000または☎083－921－2755（毎日19時～翌朝8時）
▷救急安心センター（おおむね15歳以上）☎＃7119または☎083－921－7119（毎日24時間）

窓
口
の
時
間
延
長

!
19
時
ま
で
　#
市
役
所

保育園の入園、保育料に関する手続き

児童手当、児童扶養手当、福祉医療費助成、
養育医療

所得証明書など、各種証明書の発行　

子育て支援課　☎34－8330　>22－6051

保育幼稚園学童課　☎34－8327　>22－6051

市 民 税 課 　☎34－8197　>22－6084

業務 日時 問い合わせ

毎週木曜日
※祝日を除く

市税の納付と相談
国民健康保険の各種手続き、保険料の納付と相談

収 納 課 ☎34－8202　>22－6014
保険年金課　☎34－8289　>22－6019

市 民 課　☎34－8243　>22－6017住民票、印鑑証明書、戸籍謄・抄本などの
発行、住所異動の手続き

情報カレンダー情報カレンダー 11月1日～12月5日11月1日～12月5日 すべて予約不要で参加できます（㊒は有料、または一部有料）

ボイスオブアニマルズ「わんにゃん譲渡会」（ジュンテンドー厚南店　10時～12時）
行政相談（市役所　9時～12時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～15時）
明るい選挙啓発優秀作品移動写真展（図書館）※9日休館、12日まで
司法書士電話相談会（^0120－003－821　10時～15時）
宇部ハーモニカコンサート（渡辺翁記念会館　13時～）
かみしばい（図書館　14時半～15時）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時半～15時）
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
高齢者障害者のための弁護士電話法律相談（☎083－920－8730　10時～12時）
献血・400mL限定（宇部税務署　9時～12時、13時15分～16時）
全国ファクタリング被害ホットライン（☎0570－073―890　10時～16時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～15時）
明るい選挙啓発優秀作品移動写真展（学びの森くすのき）※16日休館、19日まで
おはなしのじかん(幼児向け)（図書館　14時半～15時）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時半～15時）
おはなしのじかん(小学生向け)（図書館　15時～15時半）
ボイスオブアニマルズ「わんにゃん譲渡会」（ジュンテンドー厚南店　10時～12時）
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
行政相談・特設人権相談（万倉ふれあいセンター　9時半～11時半）
献血・400mL限定（宇部興産ビル　9時～12時、13時15分～16時）
献血・400mL限定（新光産業㈱本社　9時半～11時半）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（学びの森くすのき　10時半～12時）

「なかよし絵本ひろば」よみきかせのじかん（1～3歳くらい）（図書館　10時半～10時45分）
献血・400mL限定（上下水道局　13時半～16時半）
芸術祭　書道展（文化会館　10時～18時、最終日は16時まで）※22日まで
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～15時）
元気アップ教室（TOKiSMA　13時半～14時半）
明るい選挙啓発優秀作品移動写真展（ゆめタウン宇部）※11月26日まで
うべ暮らし交流カフェ（うべスタートアップ　11時～15時）
おはなしのじかん(幼児向け)（図書館　14時半～15時）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時半～15時）
おはなしのじかん(小学生向け)（図書館　15時～15時半）
高齢者障害者のための弁護士電話法律相談（☎083－920－8730　10時～12時）
行政相談（福祉会館　9時～12時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～15時）
おはなしのじかん（幼児向け）（図書館　14時半～15時）
ちびっ子集まれ！イングリッシュ・スタート（学びの森くすのき　14時半～15時）
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
ソプラノ＆テノール・ジョイント・リサイタル（渡辺翁記念会館　14時～）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（図書館　13時半～15時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～15時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時半～15時）

11月1日㈰
4日㈬
6日㈮
7日㈯

8日㈰
10日㈫
11日㈬

13日㈮
14日㈯

15日㈰

17日㈫
18日㈬

18日㈬

19日㈭
20日㈮

21日㈯

24日㈫
25日㈬
27日㈮
28日㈯

29日㈰

12月2日㈬
4日㈮
5日㈯

プラネタリウム投影会　!11月1日㈰、8日㈰、15日㈰、22日㈰、29日㈰　各14
時～15時15分　#青少年会館　&19歳以上55円

SDGs未来都市・宇部




