
（　）内は前月比。2020年8月末日現在
（転入・転出は8月中）の住民基本台帳
による。
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　　　　女
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世　帯　数
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新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ ※9月18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

　本市では、9月以降も新型コロナウイルス感染者が確認されています。会社や飲食店、
家庭内で多くの感染者が出ていることから、次の点に注意するなど、今一度、それぞれの
職場や家庭の実態に応じた感染防止対策の徹底をお願いします。

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

▷マスクの着用や手洗いを実践し、高齢者と会うときは、特に注意をお願いします
▷定期的に窓を開け、換気をしてください
▷お店で飲食をされる場合は、感染症対策が十分されていることを確認してください
▷大人数での会合や飲食、行動は避け、移動の場合は移動先の自治体の情報に注意して、
　慎重に行動してください

国民健康保険、後期高齢者医療制度の傷病手当金 対象期間拡大
●支給対象者　令和2年1月1日～12月31日に新型コロナウイルス感染症
　（疑いを含む）の療養のため、給与の全部（一部）を受け取ることができ
　なくなった人
■問い合わせ　保険年金課　☎34－8286　>22－6019　　

■申請先　建築指導課　☎34－8434　>22－6013

新生活様式への対応の支援
申請方法　各申請先に、申請書などの必要書類を、うべ電子申請サービス
　か郵送で提出。要綱などは、市役所、各ふれあいセンターに設置のほか、
　市ホームページに掲載。
　　うべ電子申請サービス　https://s-kantan.jp/ube-u/
申請期限　11月30日㈪ ※消印有効
　※いずれも、予算の上限に達した場合は、受け付けを終了します

個人向け

新しい生活様式に対応した住宅リフォーム補助金
個人向け

■申請先　新型コロナウイルス対策室　☎34－8360　>22－6041
宇部市小規模事業者新生活様式対応支援補助金

■申請先　建築指導課　☎34－8438　>22－6013
新しい生活様式に対応した事業所リフォーム補助金

■申請先　雇用創造課　☎34－8356　>22－6041
宇部市オンライン導入支援事業費補助金

事業者向け

支援制度のご案内

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

申請受付中

※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

新型コロナウイルス感染症と
季節性インフルエンザの
同時流行期に備えて

　これから冬にかけて「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。
　インフルエンザの重症化予防のため予防接種を受
けましょう。

■問い合わせ
　健康増進課　☎31－1777　>35－6533
※発熱などの症状が出た場合は、すぐに受診せずに、
　まずはかかりつけ医や最寄りの医療機関に電話で
　相談してください

※接種費用の助成などは、2面に掲載していますので
　ご覧ください

【接種時期の協力のお願い】 ～接種希望者はお早めに～

接種時期 対象者
10月1日～

10月26日～

65歳以上
上記以外の人
　※次の人はお早めに
　　医療従事者、基礎疾患のある人、
　　妊婦、生後6カ月～小学2年生
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●対象税目等　
　市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）、
　国民健康保険料（普通徴収）
　※「コンビニ納付用バーコード」が印刷された納付書（納付期限内で金額
　　訂正のないもの）で利用できます
●納付可能なクレジットカード　
　VISA、MasterCard、JCB、American Express、Diners Club

①宇部市の納付サイトにアクセスする
　　https://koukin.f-regi.com/fc/ube_city
②「コンビニ納付用バーコード」をスキャンする
③表示された税目、金額などを確認する
④納税義務者、クレジットカード情報を入力する
⑤納付内容を確認し、納付完了

　市民や企業の皆さんが企画・実施する事業やイベントで、市制施行100周年記念
のぼり旗やバックボードを設置しませんか。
　市全体で市制施行100周年を盛り上げましょう。

　インターネットを利用して、クレジットカードで市税・国民健康保険料の納付ができるようになります。
　※バーコード読取機能があるスマートフォンやタブレット端末が必要です

●設置可能期間　令和2年11月1日㈰～令和4年3月31日㈭
●貸出期間　貸出日から返却日まで7日間以内
●申込方法　申込書を提出　※詳細は宇部市制施行100周年記念サイト
　　　　　　　　　　　　　　をご覧ください
　　　　　　　　　　　　　　https://www.ube100th.jp/
■問い合わせ　市制施行100周年記念事業推進課　☎34－8898　>22－6063

クレジットカードで市税・国民健康保険料が納付できます

市制施行100周年記念
のぼり旗とバックボードを貸し出します

10月
から

※納付金額に応じて、別途システム利用料がかかります　
※通信料は利用者負担です　※口座振替を利用中の人は、口座振替の廃止届けが必要です　
※領収証書・軽自動車の車検用納税証明書は発行されません
※市役所や金融機関、コンビニエンスストアの窓口でのクレジットカードによる納付はできません

■問い合わせ
　▷市税…収納課
　　☎34－8208　>22－6014
　▷国民健康保険料…保険年金課
　　☎34－8290　>22－6019

市営住宅（空き住宅）入居者募集 国民健康保険運営協議会委員の募集
●募集予定住宅　鵜の島、亀浦、新栄、東部、鍋倉、則貞、東小羽山、
　東新川、東山、風呂ヶ迫、見初
●申込案内
　10月13日から募集住宅の一覧表と申込書類一式を交付します
　▷設置場所　
　　①市役所庁内アジアJV 
　　②北部総合支所 ③各市民センター 
　　④アジアJV事務所窓口（鍋倉町5－15－2ホームメイトFC内） 
　　⑤ゆめタウン宇部内（1F中央エスカレーター前ほか）　
　　※①～③は土・日曜休み、④は水曜休み
　▷申込方法　①か④に申込書を持参か、①に郵送
　▷申込期間　10月20日㈫～11月2日㈪［消印有効］
●入居予定日　12月1日㈫　※随時募集している市営住宅もあります
　　　　　　　　　　　　（詳細は問い合わせてください）
■問い合わせ　アジアJV　☎37－0211　 info@asia-jv.com

●内容　国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議
●応募資格　宇部市国民健康保険に加入し、国民健康保険料と
　市税の滞納がないなどの要件を満たす人
●任期　令和3年1月1日～令和4年12月31日（2年間）
●募集人数　3人程度
●申込方法　応募用紙と小論文「国民健康保険制度について（意見、
　提言など）」（様式自由、1,000字以内）を持参、郵送、FAX、メール
　のいずれかで提出。応募用紙は市役所、北部総合支所、各市民・
　ふれあいセンターに設置のほか、市ホームページに掲載
　※メールの場合は、開封確認メッセージの要求か、電話で到達確認
　　をしてください
●申込期限　10月30日㈮［必着］
■申込先　保険年金課　☎34－8294　>22－6019
　　　　　hokennenkinka@city.ube.yamaguchi.jp

10月1日9時から 公共施設予約サービスが変わります
　新たに2県（山口県・広島県）15市による「ひろしま・やまぐち公
共施設予約サービス」の共同運用を開始します。新サービスでは、
対象となる自治体の登録された公共施設についてインターネットで
の利用予約が可能になります。
※新サービスで予約するには利用者登録が必要です
※旧サービスで9月までに予約された内容は引き継がれます

●予約可能時間　6時～23時59分（予約開始初日の開始時間は
　施設により異なる）※施設の空き状況は24時間確認可能
●利用者登録方法　本人確認書類を提示の上、申込先に申請書を
　提出。申請書は、申込先に設置のほか、市ホームページに掲載。
　▷申込先　文化施設：各施設
　　　　　　体育施設：ユーピーアールスタジアム、西部体育館、
　　　　　　　　　　　楠若者センター、サンライフ宇部、
　　　　　　　　　　　パルセンター宇部

■問い合わせ　ICT・地域イノベーション推進グループ
　　　　　　　☎34－8119　>22－6009

■問い合わせ　防災危機管理課
　☎34－8139　>29－4266

※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

利
用
方
法

乳がんを知って、検診を受けましょう

　入園申込書は、10月22日㈭から各保育園と保育幼稚園
学童課に設置のほか、市ホームページに掲載しています。
●入園できる児童　就労、出産、病気、介護などで保護者
　が保育できない児童
●保育料　家族の市区町村民税の税額により決定
　※次の子どもは幼児教育・保育の無償化の対象となります
　　▷3～5歳児クラスの子ども
　　▷市区町村民税非課税世帯の0～2歳児クラスの子ども

●入園決定について　選考基準に基づき行います。選考は、各世帯の
　就労状況など、日中の保育を必要とする事情などを考慮し、総合的に
　判断します。※先着順ではありません
●申込期間　 11月2日㈪～16日㈪
　就労証明書や診断書などの書類を添えて申し込んでください

■申込先・問い合わせ　入園を希望する保育園か保育幼稚園学童課
　　　　　　　　　　☎34－8327　>22－6051

双葉保育園
波木保育園
丸尾原保育園
萩原保育園
西岐波保育園
ぱんだ保育園
大学院幼児園
第二波木保育園
あさひ保育園
琴崎保育園
法泉寺保育園
るんびに保育園
神原保育園
命信寺保育園
新神原保育園
めぐみ保育園
小羽山保育園
新川保育園
桃山保育園
第二乳児保育園

東岐波
東岐波
東岐波
今村北五丁目
床波四丁目
あすとぴあ七丁目
野中四丁目
開六丁目
山門五丁目
上宇部
松山町五丁目
昭和町三丁目
琴芝町二丁目
北琴芝一丁目
東本町二丁目
東小羽山町二丁目
南小羽山町一丁目
朝日町
西小串五丁目
南浜町二丁目

60
60
50
30
90
60
120
30
140
170
60
108
120
150
90
60
110
120
90
60

58－3501
58－2149
58－5377
51－3429
51－9214
53－5000
38－3800
21－2941
21－9504
21－7775
34－0412
31－8555
21－4311
34－3627
32－0509
22－1151
31－3150
21－3271
32－2598
33－2770

3カ月
3カ月児健診終了後

2カ月
2カ月
6カ月
3カ月
2カ月

3カ月児健診終了後
3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
2カ月
3カ月
3カ月
3カ月
6カ月
2カ月
2カ月

保育園名称 保育園名称所在地定員 電話番号 保育開始年齢 保育開
始年齢

藤山保育園
東割保育園
厚南保育園
二葉保育園
原保育園
二俣瀬保育園
小野保育園
船木保育園

西平原二丁目
妻崎開作
厚南北三丁目
西宇部北二丁目
妻崎開作
木田
小野
船木

130
130
100
150
120
30
20
70

33－8861
41－9575
41－8675
41－8038
41－8517
62－1205
64－2114
67－0854

3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
6カ月
6カ月
3カ月
1歳

所在地定員 電話番号

●認定こども園
以下の施設は、各施設に直接問い合わせてください

恩田幼稚園
たちばな幼稚園

50
75
則貞二丁目
今村南一丁目

32－1222
51－9324

10カ月
2歳

●地域型保育事業実施施設
こぐま保育園
リトル明光乳児園
たちばなナーサリー
プティット宇部保育園
YICキッズ黒石保育園
新川こども園

19
19
19
18
19
19

末広町
西岐波
今村南一丁目
南浜町二丁目
黒石北四丁目
西小串六丁目

33－1146
51－7500
38－8567
33－0603
43－6631
34－1115

3カ月
3カ月
10カ月
4カ月
6カ月
3カ月

来年4月1日からの保育園入園申し込みが始まります

　10月はピンクリボン月間です。乳がんの正しい知識の普及と乳がん検診受診の啓発を行います。
　乳がんは自分で発見しやすいがんです。早期発見・早期治療のため、乳がんの正しい知識を持ち、月1回は自分で
チェックし、定期的にがん検診を受けましょう。

　治療や療養生活などに関する情報、市内の保健・
医療・福祉のお知らせなど、必要なサービスが受けら
れるように専門職員がご相談をお受けします。

■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

●ピンクリボンパネル展
　フジグラン宇部　10月22日㈭～25日㈰
●市の検診　市の乳がん検診は2年に1度の受診、対
　象は40歳以上です。事業所などで、がん検診を受け
　る機会がない人は、市のがん検診の受診券を郵送
　しますので連絡してください。今年度の受診期限は
　令和3年2月27日㈯です。

●休日・平日夜間がん検診実施医療機関　※受診前に必ず予約をしてください

●「がん・なんでも相談窓口」

▷とき　9月～12月の指定日　▷定員　医療機関ごとに先着順

休　日 平日夜間

乳がん検診

子宮がん検診

阿知須同仁病院、
阿知須共立病院、ささい放射線科、
針間産婦人科、宇部協立病院

阿知須同仁病院、
阿知須共立病院、ささい放射線科、
宇部協立病院、宇部記念病院

ささい放射線科 ささい放射線科

▷山口宇部医療センター（☎58－2100）、シーサイド病院（☎58－5360）、宇部興産中
央病院（☎51－4760）、宇部協立病院（☎33－6111）、わただ内科（☎34－2611）、
山口大学医学部附属病院（☎22－2473）、宇部フロンティア大学（☎38－0515）

宇部市緊急避難場所の
指定取り消し（9月1日付け）
所在 施設名

新川 宗隣寺
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

季節性インフルエンザ予防接種を受けましょう

■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

※実施期間　10月1日～令和3年2月27日　※接種には予約が必要です
※助成対象の指定医療機関は市ホームページに掲載

　宇部市に住民票がある中学1年～高校3
年生を対象に、予防接種費用を助成します
▷助成額　4,000円（1回限り）
　生後6カ月～小学6年生を対象とした
予防接種費用については、山口県が助成
する予定です
問い合わせ
　県健康増進課　☎083－933－2956

子
ど
も

▷対象者と費用
　①65歳以上:1,490円
　②60歳～64歳で心臓、腎臓、呼吸器の
　　機能、ヒト免疫不全ウイルスによる
　　免疫の機能に1級程度の障害がある
　　人:1,490円
　　※①②のうち生活保護受給者は無料
　③65歳未満:各医療機関が定める金額

大
人
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■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。

●時期　10月上旬～下旬頃
●場所　竜王山公園
■問い合わせ　山陽小野田観光協会
　（☎82－1313）

●日時　10月3日㈯～12月6日㈰
　8時～17時
●場所　常栄寺雪舟庭
■問い合わせ　山口情報芸術セン　
　ター（☎083－901－2222）

●日時　10月10日㈯～11日㈰
　10時～17時
●場所　萩漁港
■問い合わせ　萩市文化財保護課　
　（☎0838－25－3654）

 　

●日時　10月18日、25日、11月8日、
　29日、12月6日　9時～
●場所　各ステージ指定コース
■問い合わせ　赤間関街道中道筋連絡

　協議会事務局（☎0838－55－0817）

●日時　11月29日㈰まで
　9時～17時　※月曜休館
■場所・問い合わせ　森鷗外記念館   
　（☎0856－72－3210）

●日時　1月11日（月・祝）まで
　10時～18時　※火曜休館
■場所・問い合わせ　山頭火ふるさと
　館（☎0835－28－3107）

竜王山に飛来する
「アサギマダラ」

赤間関街道中道筋
リレーウォーク

鷗外が生涯抱き続けた
戦う姿勢をたどる

山頭火没後80年記念
企画展「旅を記す
～山頭火からの便り～」

山口情報芸術センター特別企画展
《Forest Symphony》

世界文化遺産登録５周年　現代の
丙辰丸・庚申丸が恵美須ヶ鼻造船所
にやってくる！帆船を体験してみよう！

10月はピンクリボン月間です 10月はピンクリボン月間です

■問い合わせ　ときわ公園課　☎54－0551　>51－7205イベントの 園内施設休業日…毎週火曜（11月3日を除く）、11月4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

●炭都探訪1955－1975　石炭×彫刻
　～未来へのモニュメントのかたち～
　公害問題の克服と産業の転換という大きな変化
　を乗り越え、日本初の野外彫刻展（現：UBEビエン
　ナーレ）と石炭記念館が誕生した時代を、当時の
　野外彫刻やポスター、炭坑絵画、写真資料で振り
　返ります。石炭記念館・ときわ湖水ホールアート
　ギャラリーを巡るスタンプラリーもあります。
　日時　10月16日㈮～11月23日（月・祝）　10時～16時

●UBEビエンナーレ彫刻の丘ライトアップ
　第28回UBEビエンナーレの野外彫刻をライトアッ
　プします
　日時　10月16日㈮～11月23日（月・祝）
　　　　18時～22時
●国際テナガザルの日特別配信
　10月24日の国際テナガザルの日にちなんで、公式
　ツイッターで動画やクイズを発信します
　期間　10月24日㈯～28日㈬

●ハッピーハロウィン2020
　ときわ公園でハロウィン気分を味わいませんか？
　スマートフォンのアプリを使った謎解きラリー、写真
　撮影、例年とは一味違うハロウィンデコレーション
　をお楽しみください
　日時　10月17日㈯～31日㈯ 9時30分～17時
　場所　ときわ公園内
●ちょこっと温室探検（リニューアル版）
　好評の植物クイズを期間限定で実施。正解者に
　は、ハロウィン限定の植物カードを1枚プレゼント！
　日時　10月24日㈯、25日㈰、31日㈯
　　　　9時30分～17時（最終入館16時30分）
●悪夢をキャッチ！ドリームキャッチャーを作ろう
　悪夢を蜘蛛の巣でキャッチするというインディアン
　のお守りを作ってみませんか？
　日時　10月31日㈯
　　　　①10時～11時　②14時～15時
　費用　100円　定員　各先着5人
　申込先　ときわミュージアム（☎37－2888）

…ときわミュージアム　　…ときわ湖水ホールミ

ミ

ミ

湖

湖

…その他開催場所の表示

ときわミュージアム 世界を旅する植物館 臨時休館のお知らせ
　山口ゆめ回廊博覧会プレ事業のため臨時休館します
期間　11月5日㈭～8日㈰ ※11月3日㈫は臨時開館、11月4日㈬は振替休館です

申込期限　10月30日㈮
詳細はときわ公園ホームページをご覧
ください

他

スポーツの秋！
スポーツコミッションフェスタ2020
～健幸スポーツの祭典～

　誰もができるスポーツや健康づくりのプログラムを多数
体験できる参加型のスポーツイベントです

チャレンジウィーク2020住民総参加型
スポーツイベント
　期間中、15分以上続けて体を動かした人は報告してください。スポーツだけでなく
家でのストレッチ、職場の清掃、徒歩や自転車での通勤や買い物、愛犬との散歩など、
15分以上継続した運動ならなんでもOK。運動不足の解消や健康づくりのきっかけに
皆さんの参加をお待ちしています。

　10月の1カ月間、毎日少しずつでも歩いたり走ったりしてみませんか？スマートフォン
アプリを使って累計距離を競いながら、自然とスポーツ習慣が身に付くイベントです。
また、本市はスポーツタウン（自治体）対抗戦にも参加。全国137の自治体で住民の累
計平均距離を競います。ぜひご参加ください！

毎日の“散歩・通勤”がスポーツになる！
オクトーバー・ラン＆ウォーク2020

●日時　10月11日㈰ 10時～15時30分
●場所　恩田運動公園一帯
●プログラム内容　公共施設などに設置のチラシや
　スポーツコミッションホームページをご覧ください
　※事前申込が必要なプログラムもあります

http://ube-sc.jp/festa/

http://octoberrun.jp/

■問い合わせ　スポーツコミッション事務局
　　　　　　　☎39－7653　>39－6584

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
受付ゲートを設置します

　参加者を把握するため、紙製のリストバンドを配付します
ので、イベントに参加する人は最寄りの受付ゲートへお越
しください。
　なお、イベントの参加には、新型コロナウイルス
接触確認アプリ（COCOA)のインストール、また
は連絡先などの情報提供をお願いします。

●開催期間　10月11日㈰～17日㈯
●報告先　▷スポーツコミッション
　　　　　　>050－3488－4747　メール：c-day@ubespo.jp
　　　　　▷チャレンジウィークチラシの参加報告書に記入し、公共施設などに
　　　　　　設置の回収ボックスに投函
●報告期限　10月19日㈪正午
●結果報告　10月20日㈫中にスポーツコミッションホームページなどで公開予定
■問い合わせ　スポーツコミッション事務局　☎39－7653　>39－6584

●期間　10月1日㈭～31日㈯
●参加方法　スマートフォンアプリから申し込み
　※参加者には、抽選でオリジナルスポーツグッズが当たります
　※詳細は大会ホームページをご覧ください
■問い合わせ　文化・スポーツ振興課
　　　　　　　☎34－8628　>22－6083

他
他

公式ホームページはこちら

うべ元気
ブランドの
詳細はこちら

●製品説明　本市北部で収穫された農薬不使用の粒の大きい
　完熟梅と塩、手もみした紫蘇で作った食品添加物無添加の
　本格梅干しです。
●製造・販売　楠むらづくり㈱（大字東万倉917、☎67－2617）
●主なお求め先
　「楠こもれびの郷」内　楠四季菜市
■問い合わせ
　6次産業推進課　☎34－8372　>22－6041

●日時　11月1日㈰ 11時～19時　オンライン開催
■問い合わせ　宇部まつり実行委員会
 （宇部観光コンベンション協会）
　 ☎34－2050　>29－3303

うべ元気ブランド SDGs第1号認証製品

「ほおばり梅」

妊婦応援都市宣言セレモニーをWebで開催します
　妊産婦や、子ども、子育て世代を官民あげて地域ぐるみで応
援するため、11月3日（いいお産の日）に、「妊婦応援都市宣言」を
行います

Webによる教室を始めました
　毎月1回開催しますので、ぜひご利用ください　※予約制

●日時　11月3日（火・祝）11時～11時45分
●内容　妊婦応援都市宣言、うべ妊婦・子ども応援団紹介、
　うべ子育てパートナー認定、各学校によるリレー演奏、
　赤ちゃん誕生おめでとう箱の紹介など
●開催方法　webによるライブ配信

▷定員　各先着10人
▷必要なもの　電子会議アプリ（Zoom）を見ることができる端末
▷申込先　こども・若者応援課　
　　　　　ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp　※要到達確認

詳細はこちら

　講話「栄養士と保育士のはなし」、お悩み相談など
●日時　10月14日㈬ 13時30分～14時10分
●対象　原則として妊娠中期（16週）以降の妊婦

　講話「離乳食の進め方」（後期コース）、お悩み相談など
●日時　10月21日㈬ 10時30分～11時10分
●対象　生後9カ月～1歳3カ月児の保護者

Web版 離乳食教室

Web版 マタニティ♥サロン

アプリの詳細はこちら

 「SDGs未来都市」として持
続可能なまちづくりを進める
本市は、豊かな山の幸・海の
幸を加工した製品の中から、
環境や健康志向に配慮した品
質の高い製品を「うべ元気ブ
ランドSDGs」に認証していま
す。ぜひお買い求めください。

●開設時間　9時40分～15時　●定員　各15人程度
●申込期限　開設日の3日前まで（土・日・祝日を除く）
■予約受付窓口　市民課　☎34－8264　>22－6017

開設日 開設場所
10月13日㈫
10月15日㈭
10月19日㈪

上宇部ふれあいセンター
琴芝ふれあいセンター
黒石ふれあいセンター

開設日 開設場所
10月21日㈬
10月28日㈬
10月29日㈭

新川ふれあいセンター
見初ふれあいセンター
藤山ふれあいセンター

令和3年二十歳のつどい（成人式）
●日時　令和3年1月10日㈰ 13時～

■申込先・問い合わせ
　こども・若者応援課　☎34－8447　>21－6020

▷申込方法　電話、FAX、うべ電子申請サービス
　　　　　　https://s-kantan.jp/ube-u/
▷申込期間　10月1日㈭～12月11日㈮

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場
　を分散して実施する予定です。詳細は市ホーム
　ページなどでお知らせします。

　平成12年4月2日～平成13年4月1日に生まれ、宇部市の住民
基本台帳に記載されている人には、案内はがきを12月中旬に
発送します。

市外に転出し、出席を希望する人は申し込みを

　　　マイナンバーカード
出張申請窓口をご利用ください
予約制

協賛企業　募集中！

～赤ちゃんにすてきな贈り物を～ ？
「赤ちゃん誕生おめでとう箱」
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女性起業家による応援イベント
▷出店：心と身体にうれしい体験
やワークショップ、販売など▷ス
テージ：ダンス、コーラスなど
!10月24日㈯10時～15時#とき
わ湖水ホール&一部有料
}NPO山口ヒメ倶楽部（®090
－7545－1419［中村］）

!10月25日㈰10時～15時半
$リサイクルブックフェア（10時
～、要事前申込）、としょかんミニ
マルシェ（10時～）、おはなし会
（14時～）#}図書館（☎21－
1966、>21－3801）

●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）!10月11日㈰9時20分～
12時40分#JR宇部新川駅前集
合~10月9日まで
▷神仏に護られていた宇部発祥
の地を歩く（上宇部東コース約
4km）!11月1日㈰9時50分～12
時#琴崎八幡宮バス停集合
~10月30日まで
●「この辺りにも鶴がいたんだっ
て！」（約5km）!10月24日㈯9時
50分～12時#中山バス停集合
~10月23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）

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!10月15日㈭、11月5日㈭
各13時半～#多世代ふれあい
センター%原則60歳以上}シ

ルバー人材センター（☎31－
3251、>31－4334）

▷基調講演：「備えあれば憂いな
し！～今、知っておきたい成年後
見制度～」▷パネルディスカッシ
ョン：「こんな困りごと、心配ごと
…成年後見制度で解決でき
る？」!10月17日㈯13時半～15
時#ときわ湖水ホール{100人
<筆記用具|*?=∑（7面）と
成年後見制度への質問・疑問、
利用促進への意見、点字・手話・
要約筆記・座席位置など必要な
配慮、所属団体（任意）~10月
12日まで_地域福祉・指導監査
課（☎34－8386、>22－6028）
chi-fuku@city.ube.yamaguchi.jp
※要到達確認

楠庁舎移転後（来年度以降）の
跡地活用や船木地区の魅力向
上、人口増加、雇用の創出など、
持続可能な地域づくりを学びま
す。また、住民の「理想の暮ら
し」を実現するための取り組み
を、山口大学の先生と一緒に考
えます
●エリアマネジメント勉強会　
!10月17日㈯18時半～20時半
#学びの森くすのき駐車場
●ワークショップ（全3回）{30人
程度▷第1回!10月31日㈯、第2
回!11月14日㈯、第3回!11月
28日㈯、各16時～18時#船木ふ
れあいセンター
%船木地区在住の中学生以
上、船木地区・北部地域で活動
する団体・事業者|*?∑（7
面）と年齢~10月9日まで_北部
地域振興課（☎67－2812、>67
－2158）

●稲作体験（脱穀）!10月18日
㈰14時～~10月11日まで
●冬野菜の管理・収穫
!11月7日㈯9時半～11時半
~10月31日まで
#森部農園（船木）&各1,000円
{各15人（先着順）<手袋、タオ

ル、長靴、水筒、農具（可能な
人）_有機ネット山口西部
（®090－5690－5758［天野］）

!10月19日㈪13時半～15時
#福祉会館{30人（先着順）
|*?=∑（7面）_消費者ネッ
トワークうべ（☎36－9555、>39
－2272）mail@ubenet.com

詐欺被害防止に効果がある警
告メッセージ付き通話録音装置
を11月～来年3月に貸し出します
%満65歳以上の人が居住し、装
置を設置できる固定電話（黒電
話を除く）を使用している市内の
世帯{20人|申請書を提出。申
請書は市役所、各市民・ふれあ
いセンター、福祉会館に設置の
ほか、市ホームページに掲載
~10月23日まで_宇部市消費
生活センター（☎34－8159、
>22－6004）

ボルダリングの基礎やルール、
登り方の基本を学びます!10月
24日㈯、ジュニアの部（小学生）
10時～12時、一般の部（中学生
以上）13時～15時#俵田翁記念
体育館{各15人（先着順）<体
育館シューズ、飲み物
|*?∑（7面）と区分（ジュニ
ア・一般）、性別、学年、ジュニア
は保護者氏名~10月23日まで
_文化・スポーツ振興課（☎34
－8628、
>22－6083）

講師：小山内健（ローズソムリ
エ）!10月24日㈯10時～12時
#福祉会館&500円{70人（先
着順）<筆記用具_ガーデンシ
ティ推進グループ（☎34－8485、
>22－6008）

!10月25日㈰10時～11時半※
雨天中止#ときわ公園ペリカン
島対岸付近{30人（先着順）
<せん定ばさみ、マスク
|*+?∑（7面）~10月21日ま
で_ときわ公園課（〒755－0001
大字沖宇部254、☎51－7252、
>51－7205）

絵本のよみきかせや手遊び、人
形劇など!10月30日㈮10時半
～11時%4歳以下と保護者{30
人（先着順、保護者含む）~10
月9日～25日#_学びの森くす
のき（☎67－1277、>67－0691）

!#①10月31日㈯保健センター
【女性限定・託児あり】、②11月7
日㈯保健センター、③11月21日
㈯保健センター【女性限定・託
児あり】、④11月29日㈰厚南市
民センター、各9時～12時※詳細
は市ホームページに掲載※要
事前予約%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
|*?†~①は受付中、②は
10月7日から、③は10月21日か
ら、④は10月28日から_保健セ
ンター（☎31－1777、>35－
6533）https://s-kantan.jp/ube-u/

▷講演「切り絵画家の半生～運
命を変えた出会い～」、講師：久
保修（切り絵画家）▷美祢市ジオ
ツアーガイドによる秋吉台観察、
秋芳洞散策!11月7日㈯10時～
15時#美祢市美東センター
{100人（先着順）<弁当、飲み
物、マスク|申込書を提出。申
込書は市役所、各市民・ふれあ
いセンター、公共体育施設に設
置&~▷総合型地域スポーツク
ラブ会員：大人400円、中学生以
下200円、10月9日まで▷一般：大
人800円、中学生以下400円、10
月16日まで※講演会のみの参

加は無料_総合型地域スポー
ツクラブ厚狭地域連絡協議会
事務局（美祢市生涯学習スポー
ツ推進課）（☎0837－52－5261、
>0837－52－2562）、むぎがわ
元気クラブ（®090－4693－8864
［真瀬］）

芋ほり体験とミニシクラメンの苗
を水苔で包むコケ玉づくり※小
学生以下歓迎!11月14日㈯10
時～12時※小雨決行#ときわ
公園旧青年の家付近&800円
{20人<ハサミ、手袋か軍手、
ビニール袋など~10月23日まで
_ガーデンシティ推進グループ
（☎34－8485、>22－6008）

冬から春にかけてときわ公園の
ガーデンを彩る一年草の花の苗
を植え付けます。参加者には花
の苗をプレゼント!11月21日㈯9
時半～11時※小雨決行#とき
わ公園花いっぱい運動記念ガ
ーデン{30人（先着順）<マス
ク|*+?∑（7面）と参加人数
~11月6日まで_ときわ公園課
（〒755－0001大字沖宇部254、
☎51－7252、>51－7205）

仏レストランのシェフに習う、料
理初心者（男性）向けの参加型
オンライン料理教室。調理後は
参加者で写真や映像をシェアし
ましょう▷講師：五十嵐攻（「ル・
マルカッサン」オーナーシェフ）▷
調理メニュー：炊飯器でつくるパ
エリア▷紹介レシピ：鶏ハム、ケ
ーキ!11月21日㈯10時～12時
%市内に在住か通勤する男性
（18歳以上、家族の参加可）
{30人程度~11月16日まで

_㈱ローカルラボ（®090－1582
－3053）local@localab753.jp

年中児を対象に、幼稚園や保育
園などを通じて問診票による健
康診査を実施しています。「5歳
児発達問診票」の配付を受けて
いない保護者は連絡してくださ
い%平成27年4月2日～平成28
年4月1日生まれ}こども・若者
応援課（☎31－1732、>21－
6020）

ストマ用装具、紙おむつ、人工鼻
の購入費用の一部を助成します
※所得制限あり#障害福祉課、
北部総合支所、事前に申し出た
市民センター（申請場所の変更
は申し出てください）%ぼうこう・
直腸機能障害や脳原性運動機
能障害、乳幼児期以前に発症し
た脳性まひなどを原因とした肢
体不自由により排尿・排便の意
思表示が困難な人、喉頭摘出に
より音声・言語機能障害がある
人で、身体障害者手帳にその旨
の記載がある人<身体障害者
手帳、印鑑}障害福祉課（☎34
－8314、>22－6052）

国の仕事やサービスについて、
気になっていることや困っている
こと、制度や手続きが分からな
いなどの相談に、行政相談委員
が応じます!10月20日㈫9時半
～11時半#船木ふれあいセンタ
ー}山口行政監視行政相談セ
ンター（☎0570－090110）

選挙人名簿の縦覧ができます。
名簿の登録漏れや誤記がある
場合は、期間内に異議の申し出
ができます!10月20日㈫～11月
3日㈷8時半～17時#}選挙管
理委員会事務局（☎34－8451、
>22－6069）

!10月29日㈭14時～16時#市
役所%体重が男性45㎏・女性
40㎏以上の18歳～54歳}県宇
部健康福祉センター（☎31－
3202、>34－4121）

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
!11月7日㈯13時～15時#福祉
会館%本人、家族_むつみ会
（☎>35－3365）

27件の土地を売り払います●入
札と開札!11月9日㈪、10日㈫、
11日㈬各9時半～16時半#市役
所~10月23日まで※詳細は市
ホームページに掲載_財政課
（☎34－8177、>22－6083）

補装具の要否判定、適合判定
など!11月17日㈫15時～16時
#市役所~10月30日まで_障
害福祉課（☎34－8314、>22－
6052）

河川や海の水質保全のため、浄
化槽管理者は定期的な維持管
理をお願いします
▷水質検査（法定検査）：浄化槽
を新たに設置したときは使用開
始後3～8カ月の間に1回、2年目
以降は年1回
▷保守点検と清掃：保守点検は
年3回以上、清掃は年1回以上
（浄化槽の大きさや処理方式で
頻度が異なる）※保守点検は県
の登録業者に、清掃は市の許可
業者にそれぞれ委託することが
できます}県宇部健康福祉セン
ター（☎39－9865、>34－4121）

具体的な書類や事実関係を確
認する必要があるなど、来署が
必要な税の相談は、事前に電話
か窓口で予約をしてください
}宇部税務署（☎21－3131【音
声案内２】）

事故や病気などの死亡、障害、
入院などを保障し、結婚、出産、
銀婚、小・中・高校入学の祝い金
を給付します。全国宿泊施設利
用料、人間ドック・脳ドック受診
料、国家資格試験等受験料の
助成や協定している施設の利用
割引もあります%県内の中小企
業の勤労者で、契約発効日の前
日に健康な人&掛け金月額450
円～2,000円}雇用創造課（☎
34－8356、>22－6041）

!10月31日㈯、11月14日㈯各10時～11時半%社会人、中学～大学生
&くずし字字典380円（税別）※既にお持ちの人は要連絡{20人
|+?=∑（7面）と本講座の受講歴~10月21日まで#_宇部工業
高等専門学校（〒755－8555常盤台二丁目14－1、☎35－4966、>35－
5469）sangaku@ube-k.ac.jp

市民文化サロン「くずし字で読む古典」

市民の掲示板 詳細は_} に
問い合わせてください

❻ ❼

賢い消費者講座
「エシカル消費とSDGｓ」

高齢者に通話録音装置
を貸し出します

これからの季節に向けて
のバラのお手入れ

スポーツクライミング
ボルダリング種目体験

初心者向け
松のせん定講習会

小さなお子さん向けの
おはなし会

土・日曜でも受診できます
総合集団健診

スポーツフェスタ2020 in美祢
日本再発見　切り絵とジオツアー

市民ボランティアによるガーデン
づくり～花植えイベント～

オンラインクッキングシェア会
（男性料理教室）

芋ほり体験と
コケ玉づくり教室

てくてくまち歩き

シルバー人材センター
入会説明会

ストマ・人工鼻の申請
受け付け（10月～3月分）

無料行政相談所を
開設します

海区漁業調整委員会委員
選挙人名簿の縦覧

骨髄ドナー登録会

統合失調症・
うつ病相談会

市有地を一般競争入札で
売却します

身体障害者の巡回相談

浄化槽の適正管理を
お願いします

ハートピア共済に
加入しませんか

税務署窓口での相談は
事前予約が必要です

5歳児健康診査

お知らせ
成年後見センター
開所記念講演会

船木バージョンアップ
会議

有機栽培講習会

募　　集

催し 事前申込
なしで参加
できます

山ヒメ芸術祭2020

秋のおはなし会＆
リサイクルブックフェア

お知らせ

∑…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

寄付金報告

株式会社山口銀行宇部支店（新天町）
西中国信用金庫（下関市）
明治安田生命保険相互会社山口支社（下関市）
防長建運株式会社（北小羽山町）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・600,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円

・・・・・・・・・430,000円
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

ご協力ありがとうございました。■問い合わせ　財政課　☎34－8173

5万円以上の寄付について報告します
（8月分、敬称略）

10月はピンクリボン月間です 10月はピンクリボン月間です

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
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■弁護士相談
　!10月21日㈬13時半～15時半　予約受付開始10月8日㈭8時半～
　!11月4日㈬13時半～15時半　予約受付開始10月22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　!10月14日㈬、28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　!10月10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　!11月4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　!10月20日㈫　#市役所

{4組　~10月13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　!10月20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　~10月16日まで　
　#_教育支援課（☎34－8630、>22－6071、相談場所は港町一丁目11－30）
■ひきこもり相談・ひきこもり家族相談会　!10月13日㈫、22日㈭各10
時～16時、17日㈯13時～16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。

10月4日㈰ 11日㈰ 18日㈰ 25日㈰ 11月1日㈰ 11月3日（火・祝）

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

金子小児科
上町
☎22－0006

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

とみた小児科医院
妻崎開作
☎44－4150

いのくまこども
クリニック
西岐波
☎51－0880

宇部市　救急医療情報 検索

●歯科　日時　11月3日（火・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 10月1日～11月5日10月1日～11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）

「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）
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（市役所　9時～12時）
献血・400mL限定（㈱創舎　9時半～11時半）
献血・400mL限定（大栄建設㈱　13時半～16時）
明るい選挙啓発優秀作品移動写真展（青少年会館）※10月15日まで
行政相談・消費生活相談（フジグラン宇部　10時～13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）
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）
「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（フジグラン宇部）※10月22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）
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）
「介護相談ふれんど」（多世代ふれあいセンター　10時～12時）
行政相談・特設人権相談（船木ふれあいセンター　9時半～11時半）
「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）
「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）
「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（隣保館厚南会館）※10月29日まで
かみしばい（図書館　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）
行政相談（福祉会館　9時～12時）
献血・400mL限定（市役所　10時～12時、13時15分～16時半）
「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（多世代ふれあいセンター）※11月5日まで
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（図書館　13時半～15時）

10月2日㈮
3日㈯

4日㈰

7日㈬

9日㈮

10日㈯

16日㈮

17日㈯

17日㈯

18日㈰
19日㈪
20日㈫
21日㈬

23日㈮
24日㈯

25日㈰
28日㈬
29日㈭
30日㈮
31日㈯

11月4日㈬

プラネタリウム投影会　!10月4日㈰、11日㈰、18日㈰、25日㈰　各14
時～15時15分　#青少年会館　&19歳以上55円

10月はピンクリボン月間です


