
個人向け 事業者向け

（　）内は前月比。2020年7月末日現在
（転入・転出は7月中）の住民基本台帳
による。
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支援制度のご案内
新しい生活様式に対応した住宅リフォーム補助金
　自宅での感染対策に加え、在宅ワークスペースの確保や居住
空間の快適さを高めるリフォーム工事などに対し、市内の事業者が
施工することを要件に経費の一部を補助します
●補助の内容　補助率　対象工事費（税抜）の1/2
　　　　　　　限度額　補助金上限額20万円、
　　　　　　　　　　　補助対象工事下限額10万円（税抜）
●申請方法　うべ電子申請サービスか郵送
●申請期限　11月30日㈪ ※消印有効
■申請先　建築指導課　☎34－8434　>22－6013

宇部市新生児応援特別給付金
●給付対象児　令和2年7月1日から令和3年3月31日に出生し、
　本市に住民登録した新生児
●受給権者　給付対象児を養育する母か父

●給付額　新生児1人につき10万円
　　　　　（受給権者の金融機関口座へ振り込み）
●申請方法　市から届いた申請書に振込先口座などを記入して、
　必要書類とともに返送してください。
　※9月上旬から順次郵送します
■申請先　こども・若者応援課　☎31－1732　>21－6020

新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ ※8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

対象拡充

給付対象児の出生日に本市に住民登録があり、
申請日まで引き続き住民登録を有していること（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

宇部市中小企業等持続化支援金

①宇部市小規模事業者新生活様式対応支援補助金

●申請期限　9月30日㈬ ※消印有効
■申請先　新型コロナウイルス対策室
　　　　　☎34－8360　>22－6041

　不特定多数の顧客を対象に対面販売か対面サービスを行う店舗
などを市内に有する小規模事業者に、「新しい生活様式」に則って、
非接触や感染拡大防止を図るために要する経費を補助します
●補助の内容　補助率　10／10以内
　　　　　　　限度額　1店舗あたり10万円（下限額1万円）（税抜）
■申請先　新型コロナウイルス対策室
　　　　　☎34－8360　>22－6041

②新しい生活様式に対応した事業所リフォーム補助金
　感染対策に配慮した店舗、事業所のリフォーム工事を行う中小
企業者などに対し、市内の事業者が施工することを要件に経費
の一部を補助します
●補助の内容　補助率　対象工事費（税抜）の3/4
　　　　　　　限度額　補助金上限額100万円、
　　　　　　　　　　　補助対象工事下限額10万円（税抜）
■申請先　建築指導課　☎34－8438　>22－6013

③宇部市オンライン導入支援事業費補助金
　市内中小企業者に、非対面型ビジネスモデルへの転換やテレ
ワークの導入、WEB説明会などの採用活動、IT・オンライン化に
取り組むための導入経費を補助します
●補助の内容　補助率　10／10
　　　　　　　限度額　30万円（下限額10万円）
■申請先　雇用創造課　　☎34－8356　>22－6041

申請期限が迫っています

事業所の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

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
■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

※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

　本市では、７月以降、新型コロナウイルス感染者が急増しています。新型コロナウイルスは、無症状の感染者から感染
が広がる場合があります。引き続き、マスクの着用や手洗いなどの徹底をお願いします。

「宇部市みんなでストップ・コロナ推進宣言」実施中
　推進宣言登録者には宣言書とステッカーを交付し、登録状況を市ホームページなどで公表しています。市民、事業者
などが一体となって感染防止に取り組みましょう。
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認知症になっても安心して暮らせるまちに
9月は「山口県認知症予防月間」です ■問い合わせ　高齢者総合支援課　☎34－8303　>22－6026

～宇部市では、次のキーワードを軸に、
　　　　　認知症支援をすすめています～

　いろいろな原因で脳の働きが悪くなること
で、記憶力や判断力が低下して、日常生活に
支障をきたす状態です。

こ まったら、まず相談
わ すれても、私の居場所があります
く るしい時は、助け合います
な きたいときは、はきだそう
い つでもみんなが見ています

５
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認知症とは、どんな病気？

早期発見・早期治療が大切
　認知症は早期に発見して適切な対処をすることが大切です。別の病気でも認知症に似た
症状がでることがありますが、その場合は治療によって治ることがあります。
　次の項目に思い当たることがあれば、一度かかりつけ医や専門医に相談してみましょう。

　「認知症カフェ」とは、認知症の人やその
家族、地域住民、医療や介護の専門職な
ど、だれもが気軽に集い、仲間づくりや情
報交換ができる地域の居場所です。市内で
活動している認知症カフェは、市ホームペ
ージに掲載しています。認知症や介護のこ
となどを気軽にご相談ください。

　地域ごとに設置している、高齢者の総合相談窓口です。住み慣れ
た地域で生活できるように、認知症を含むさまざまな相談をお受け
します。各センターには認知症地域支援推進員もいます。

　簡単な質問に答えるだけで、ストレスや落ち込み度を知ることが
できます。体調が悪い時に体温を測るように、こころの体温を測っ
てみませんか。こころの健康状態に目を向けることから始めましょ
う。

　保健師・社会福祉士・嘱託医で構成するチームが関わり、必要に応じて医療や介護サー
ビスを紹介しながら本人と家族の生活をサポートします。若年性認知症（65歳未満で発症
する認知症の総称）に関する相談もお受けします。

　登録要件などは市ホームページをご覧く
ださい。登録者の活動内容は、市ホームペ
ージなどで広く周知し、情報提供や助言な
どの支援も行います。

　相談窓口、見守り愛ネット、認
知症カフェの活動紹介などの展
示と、チラシの設置

▷何度も同じことを聞いたり言ったりする
▷置き忘れ・紛失が多くなり、いつも探し物を
　している
▷買物に行くたびに同じ物を買う
▷料理や片付けができなくなってきた
▷運転などのミスが多くなり車に傷が増えてきた
▷身だしなみに構わなくなった
▷外出をおっくうがる
▷怒りっぽくなった　など

「認知症関連パネル展」

期間　9月15日㈫～24日㈭
場所　市役所ロビー

認知症カフェを
　 ご存知ですか？

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　中止やオンライン開催の場合があります

※通信料がかかります 宇部市　こころの体温計 検索

宇部市　認知症カフェ 検索中国電力 停電情報　アプリ 検索

●「認知症カフェ」の登録者を募集して
　います

●高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）

●認知症初期集中支援チーム（高齢者総合支援課　☎34－8303）

一人で悩まず相談しよう(相談窓口)

担当地区 センター名 電話 FAX
39－6972
39－6502
45－1224
43－9308
35－9206
39－8134
62－5959
67－1413
38－8552
38－3221

39－6971
39－6151
45－3969
43－9307
43－9551
39－6131
62－5858
67－0506
38－8551
38－3220

東岐波・川上
西岐波・常盤
西宇部・厚南
黒石・原
上宇部・小羽山
新川・鵜の島・藤山
厚東・二俣瀬・小野
船木・万倉・吉部
恩田・岬
見初・神原・琴芝

東部第一高齢者総合相談センター
東部第二高齢者総合相談センター
西部第一高齢者総合相談センター
西部第二高齢者総合相談センター
中部第一高齢者総合相談センター
中部第二高齢者総合相談センター
北部東高齢者総合相談センター
北部西高齢者総合相談センター
南部第一高齢者総合相談センター
南部第二高齢者総合相談センター

小学校入学前の
健康診断

文化振興まちづくり審議会市民委員の募集

詳しいお知らせは、9月中旬までに住民票の住所に郵送します。
●対象　令和3年4月に小学校に入学する子ども
　　　　（平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれ）

■問い合わせ　学校教育課　☎34－8611　>22－6071

小学校名 月　日
東 岐 波
西 岐 波
恩 田
上 宇 部
　 岬 　
見 初
琴 芝
神 原
新 川
鵜 ノ 島
藤 山
厚 南

11月19日㈭
10月29日㈭
10月22日㈭
1 0月 ８ 日㈭
1 0月 ８ 日㈭
11月12日㈭
10月22日㈭
1 0月 １ 日㈭
10月14日㈬
10月29日㈭
10月15日㈭
10月 １ 日㈭

小学校名 月　日
　 原 　
厚 東
二 俣 瀬
小 野
常 盤
小 羽 山
西 宇 部
川 上
黒 石
吉 部
万 倉
船 木

10月15日㈭
10月27日㈫
11月 ９ 日㈪
11月17日㈫
10月22日㈭
11月12日㈭
10月29日㈭
10月15日㈭
1 0月 ８ 日㈭
11月19日㈭
10月13日㈫
11月 ５ 日㈭

こころの体温計でストレスチェック

■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

●内容　本市の文化の振興と文化によるまちづくりに関する調査や審議
●応募資格　市内在住か通勤・通学する満20歳以上（10月1日現在）
　で、平日に開催する会議に出席できる人
●任期　10月1日～令和4年9月30日（2年間）　●募集人数　2人
●申込方法　応募用紙と小論文「宇部市の文化振興及び文化によるまち
　づくりについての提言」（A4用紙、800字以内）を、郵送、持参、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
●申込期限　9月15日㈫［必着］

■申込先　文化・スポーツ振興課
　☎34－8616　>22－6083

※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

bunspo@city.ube.yamaguchi.jp

台風シーズンに備えましょう
■問い合わせ　防災危機管理課　☎34－8139　>29－4266

■問い合わせ
　宇部・山陽小野田消防局警防課
　☎21－6113　>31－0119

　これから10月にかけて、台風が日本列島に接近・上陸しやすい時期
を迎えます。令和元年の台風15号は暴風により千葉県を中心に大規
模な停電をもたらし、また台風19号は記録的な大雨による洪水などで
関東・甲信・東北地方に甚大な被害をもたらしました。宇部市でも、平
成11年9月24日に直撃した台風18号の高潮により、市内各地で大きな
被害が発生しました。
　雨や風が強くなってから慌てては、思わぬ事故やけがにつながりま
す。台風に対する備えを確認しておきましょう。

　停電に関する問い合わせや、電線の異状、電柱や電線からの火花
や異常音を見聞きしたら、中国電力ネットワークに連絡してください。
　▷宇部ネットワークセンター 　^0120－613－277
　▷山口ネットワークセンター（小野地区の一部、吉部地区）
　　^0120－612－570
●停電情報は中国電力ネットワークのアプリからも
　確認できます

　最寄りの消防署の救急車が出場していると、遠くの消防署から救急車が出場
するため到着が遅れ、救える命が救えなくなる可能性があります。
　本当に救急車を必要としている人のもとに一刻も早く駆け付けるため、救急
車の適正な利用について、ご理解とご協力をお願いします。
　なお、傷病者の様子や事故の
状況などから、緊急を要する場合
は、迷わず119番通報してください。

　音声での会話が困難な人を対象に、スマートフォンなどから音声
によらない119番通報ができるサービスを開始します。
　利用するには、事前の登録が必要です。詳細は、宇部・山陽小野
田消防局のホームページをご覧ください。

■高潮に十分注意を

警戒
レベル

5

３

２
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避難行動 避難情報など

命を守るための最善の
行動をとる

高齢者や乳幼児、障害
のある方などの避難に
時間を要する人は危険
な場所から避難
避難場所や避難経路を
確認

災害への心構えを高める

災害発生情報
（既に災害が発生）
【市が発令】

避難準備・高齢者等避難開始
【市が発令】

洪水注意報、大雨注意報等
【気象庁が発表】
早期注意情報等
【気象庁が発表】

４ 危険な場所から
全員避難

避難勧告　避難指示（緊急）
【市が発令】

　水害・土砂災害について、避難行動を呼びかける防災情報を5段階
でお知らせしています。
　お住まいの地域に警戒レベル3または4が発令された場合は、地域
で声をかけあって速やかに危険な場所から避難しましょう。

■警戒レベルを用いた防災情報の発令

■停電・電線の断線

　高潮とは、台風や強い低気圧によって、海岸付近で海面が異常に高
くなる現象です。次のような場合は、高潮の危険性が特に高まります。
危険な場所へは決して近づかず、早めに避難しましょう。
▷台風の接近が、大潮の満潮時と重なりそうなとき
▷台風が、宇部市周辺あるいは、宇部市の西側を通過しそうなとき
▷台風が、九州付近に接近し、周防灘に強い東風が吹き続けるとき

その119番は、緊急ですか？

2019年救急出場件数
1日当たりの出場件数
救急搬送
うち軽症者

7,182件【－52件】
約20件【0件】
 5,750人【85人】

1,701人（約30％）【約－2％】
※【 】内は対前年増減数

　急な病気やけがの相談に、専属の看護師などが応じます
▷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）
▷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）

がまんせずに、早めの相談・早めの受診

救急車の適正利用にご協力ください！

■問い合わせ
　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

Net119緊急通報システム
10月から運用を開始します ●利用対象者　次のすべてに該当する人

　▷聴覚、音声・言語機能の障害により、音声での119番通報が困難な人
　▷市内に在住か、通勤・通学する人
　▷インターネットに接続可能な携帯端末をお持ちの人

■問い合わせ
　宇部・山陽小野田消防局情報指令課　☎21－2866　>33－0745

https://www.ubesansho119.jp/

　日頃からテレビや防災メール、アプリなどで気象情報や避難情報を
収集し、危険が迫ったときには迷わず安全な場所に避難することが必
要です。新型コロナウイルス感染症の対策を踏まえ、避難とその準備
について気を付けることを確認しておきましょう。

▷避難先と避難経路を確認しておく
▷災害の危険性がない場所に住む家族や親せき、
　友人宅への避難も検討する
▷マスクや除菌シートなどの衛生用品を含む非常持ち出し品を可能
　な範囲で準備する
　（※非常持ち出し品は、リュックサックなどに入れ、避難の妨げになら
 　 ないようコンパクトにまとめましょう）
▷市指定の避難場所へ避難する際、風邪の症状がみられる場合に
　は、事前に地域福祉・指導監査課（☎34－8325）へ連絡する
　（※連絡する時間がないときには、到着時に受付へお知らせください）

■新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた
　避難行動を！

避難の前には

避難先では
▷人との距離を十分に保つ
▷こまめな手洗いや換気を心掛ける
▷マスクをしていないときには、ハンカチや
　ティッシュで口や鼻を押さえてせきやくしゃみをする
▷市指定の避難場所で体調が悪いときには、我慢せずにすぐ受付
　に伝える
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■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

「うべ親子アプリ」に登録しませんか？
　「うべ親子アプリ」は、本市独自の機能をもつ母子健康手帳アプ
リです。紙の親子健康手帳（母子手帳）と一緒に使える便利な機能
もたくさんありますので、ぜひ、ご活用ください。

　スマートフォンやパソコンから専用サイトにアクセスし、引っ越しの届
け出に必要な情報をチャット形式で入力していくだけで、来庁前に届
出書のデータが作成できます。窓口での手続き時間が短縮できますの
で、ぜひご利用ください。

　令和3年11月1日に市制施行100周年を迎えるにあたり、市民参加カ
ウントダウンに使用する、写真とメッセージを募集します。
　応募いただいた写真とメッセージは、宇部市制施行100周年記念サ
イトに日替わりで掲載し、市民の皆さんとともに市制施行100周年記
念日までのカウントダウン
を行います。

●主な機能
　▷母親の健康記録・子どもの成長記録の管理
　▷健康診査や予防接種の管理（プッシュ通知）
　▷子どもの成長記録や思い出を家族で共有
　▷市の子育て情報の通知

子育てに関するオンライン相談窓口を設置しています
　スマートフォンやパソコンを利用したオンライン相談が可能です。
お気軽にご利用ください。
●相談できる内容　
　▷妊娠・出産・育児に関する相談
　▷保育園の入所、保育サービスなどに関する相談
　▷ひとり親家庭などの相談、児童扶養手当の手続き
●申込方法　うべ電子申請サービス
●申込期限　希望日の2日前（土・日・祝日除く）の
　　　　　　13時まで

●利用できる手続き　転入、転出、転居の届出
●利用できる窓口　市民課
　※北部総合支所、各市民センターでは利用できません

●利用方法
　①市ホームページから「うべ簡単チャット申請」の専用
　　サイトにアクセス
　②会話形式で質問に答えながら、必要な情報を入力し、
　　最後に表示される２次元コードを保存（または紙に印刷）
　③市民課窓口で、保存または印刷した２次元コードを提示
　④届出書の内容を確認し、署名

引っ越しの届出書が作成できます うべ簡単チャット申請 ■問い合わせ　市民課
　☎34－8238・8239　>22－6017

マイナンバーカード 出張申請窓口をご利用ください
申請に必要な顔写真の無料撮影など、申請のお手伝いをします
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、予告なく中止する場合
　があります

1 開設日 開設場所

開設日 開設場所

9月 6 日㈰ フジグラン宇部
グランモール1F特設会場

9月12日㈯ ゆめタウン宇部
2Fゆめかステーション横

2
9月10日㈭
9月11日㈮
9月15日㈫
9月16日㈬
9月24日㈭
9月29日㈫
9月30日㈬
10月6日㈫
10月8日㈭

岬ふれあいセンター
常盤ふれあいセンター
川上ふれあいセンター
小羽山ふれあいセンター
西宇部ふれあいセンター
鵜の島ふれあいセンター
神原ふれあいセンター
船木ふれあいセンター
恩田ふれあいセンター

●開設時間　10時～15時（12時～13時は除く、14時30分受付終了）
●定員　50人程度（当日受付）
●持参品　本人確認書類（運転免許証など）
●受け取り方法　申請から約2カ月後に交付ハガキ
　を郵送しますので、指定の交付場所で受け取りをお願いします

●開設時間　9時40分～15時　
　※予約状況によっては、開設時間が変更になる場合があります
●定員　各15人程度
●持参品　通知カード、本人確認書類（運転免許証など）、印鑑、
　住民基本台帳カード（お持ちの人）
●申込期限　開設日の3日前まで（土・日・祝日を除く）
●受け取り方法　本人限定受取（本人のみ受け取り可能な郵便物）
　で、自宅に郵送します

予
約
制

■予約受付窓口　市民課　☎34－8264　>22－6017

写真･メッセージを募集！市制施行100周年
カウントダウン

9月
から

グリーンスローモビリティの
運行を開始します

　グリーンスローモビリティとは、電動で時速20㎞未満で走る
乗合自動車です。どなたでも無料で利用できます。
●運行日　平日のみ　●定員　4人
●停車場所　トキスマ、市役所、尾中病院、図書館
※運行時刻、停車場所の詳細は、市ホームページや各ふれあい
　センターに設置のポスターなどでお知らせします
■問い合わせ　共生社会ホストタウン推進グループ
　☎34－8831　>22－6008

■問い合わせ　市制施行100周年記念事業推進課
　　　　　　　☎34－8898　>22－6063

●掲載期間　
　令和2年11月1日㈰
　～令和3年10月31日㈰
●応募対象者　市内に在
　住か、通勤・通学する人、
　本市にゆかりのある人、
　学校のクラス、サークル、会社、家族や友人などのグループ
●募集枚数　365枚（先着順）
●募集期限　令和2年10月30日㈮
　※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/

　9月1日～10月31日は動物の飼い方マナーアップ強化期間です。
ペットが他人に迷惑をかけることのないよう、責任と自覚を持って正しく
飼いましょう。
■問い合わせ　生活衛生課　☎34－8252　>22－6016

動物は責任を持って飼いましょう ▷動物の本能や習性、生理を理解し、正しくしつけ、終生飼育する
▷飼い犬は必ずつなぐ　▷かむ癖のある犬は、口輪をかける
▷狂犬病予防注射と犬の登録をする　▷飼い猫は、屋内飼育に努める
▷動物の飼育場所を清潔に保つ
▷動物のふんで、公園、道路、他人の土地などを汚さない
▷飼い主のいない動物に、無責任に餌を与えない

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。

●時間　①10時～12時30分　②13
　時～15時30分　※要事前予約
●場所　秋吉台長者ヶ森駐車場
■問い合わせ　秋芳洞案内所
　（☎0837－62－0018）

●日時　開催中　9時～17時
　※月曜休館
■場所・問い合わせ　津和野町日本
　遺産センター
　（☎0856－72－1901）

●日時　9月12日㈯～10月25日㈰
　9時～17時
■場所・問い合わせ　毛利博物館
　（☎0835－22－0001）
 　

●日時　9月16日㈬～27日㈰
　9時～17時
■場所・問い合わせ　クリエイティブ・
　スペース赤れんが（☎083－928－
　6666）

●日時　9月19日㈯～29日㈫
　9時～17時（入館は16時30分まで）
■場所・問い合わせ　萩博物館
　（☎0838－25－6447）

●日時　10月10日㈯　13時～16時
●場所　焼野海岸
■問い合わせ　山陽小野田観光協会
　（☎82－1151）

セグウェイツアー
in 秋吉台

お花の『スペシャリスト』
と行く竜王山
ネイチャーツアー

栗本格斎画集
限定公開

企画展「戦国武将の手紙
―家を保ち分国をおさめ―」

馬場良治展
～雪舟生誕600年～
月・雪・風＝＝心に

世界遺産登録5周年記念特別展「萩の
世界遺産―幕末、サムライたちの挑戦！―」

「UBE STARTUP
     ビジネスプランコンテスト2020」のプランを募集

ウ　ベ ス　タ　ー　ト　ア　ッ　プ

地域課題の解決につながる宇部発の新たな事業創出を目指し、ビジネスプランを募集します
●募集テーマ 
　▷一般部門　革新的な新商品、サービスの開発、もしくは既存
　　のプロセスを革新する実現可能性の高いビジネスプラン
　▷5G活用部門　5Gの利活用により「宇部発のソリューション
　　サービス」「宇部市の産業振興」「課題の解決」につながる
　　ビジネスプラン・ビジネスアイデア
　▷学生部門　社会課題、地域課題の解決につながるものや、
　　新しい生活様式への対応につながるビジネスプラン・ビジネ
　　スアイデア

●表彰
　▷最優秀賞　最高50万円（1件）※部門賞＋賞金20万円
　▷部門賞　一般部門：賞金30万円（1件）、
　　5G活用部門：賞金30万円（1件）、学生部門：賞金10万円（1件）
　▷審査員特別賞　賞金5万円（2件）

■申込先・問い合わせ
　うべスタートアップ　☎39－5010　>39－5184　
　https://ube-startup.com/

●申込期限　10月9日㈮ 17時

※優秀なプランについては、事業化に向けて支援していきます

※詳細はホームページをご覧ください

■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（9月22日を除く）、9月23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

●世界霊長類の日イベント　パネル展示
　9月1日は世界霊長類の日。ときわ動物園のサルを通して、世界の霊長
　類について考えてみませんか？公式ツイッターでも情報を発信します。
　日時　9月30日㈬まで　9時30分～17時
　場所　ときわ動物園（コツメカワウソ展示場　トンネル）

●常盤湖の水生生物観察会
　日時　10月3日㈯ 10時～12時
　場所　常盤湖　持参品　長靴、アミ、バケツ
　定員　先着15人
　申込先　ときわ動物園（☎21－3541）

山口ゆめ回廊でリアル宝探し

「うちら！ななゆめ調査団！七妖怪と守りの要石」
　地図を頼りに街を歩きながら謎を解き、隠された「宝箱」を見つ
けよう。クリアしたコース数に応じた豪華賞品が抽選で当たり
ます。宝箱とともに地域の魅力を発見しませんか。
●期間　12月27日㈰まで
●場所　山口県央連携都市圏域

●参加方法　ときわ公園やTOKiSMAなどに設置の参加
　冊子やホームページ（http://www.takarush.jp/）を
　ご覧ください

（　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）山口市・宇部市・萩市・防府市・美祢市・
山陽小野田市・島根県津和野町

■問い合わせ　観光・グローバル推進課
　　　　　　　☎34－8137　>22－6083

●日時　11月1日㈰ 11時～19時（予定）
　　　　※ライブ配信または収録配信での出演となります
●申込期限　9月23日㈬
　※応募者多数などの場合は選考の後、連絡します
■申込先
　宇部まつり実行委員会事務局（宇部観光コンベンション協会）
　☎34－2050　>29－3303

本祭ステージ出演者募集
インストールは
こちらから ◀アプリ版 ◀WEB版 ■問い合わせ　子育て支援課　☎34－8346　>22－6051
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フィジカルディスタンス公演の第
4弾。AMZモダンダンスがダンス
で元気をお届けします!10月11
日㈰14時～#渡辺翁記念会館
{100人程度（先着順・要予約）
}文化創造財団（☎35－3355、
>31－7306）

!$9月6日㈰14時～15時半「自
己分析」、13日㈰「履歴書の書き
方①基礎編」、16日㈬「履歴書
の書き方②実践編」、27日㈰「面
接対策①基礎編」、30日㈬「面
接対策②実践編」、各14時～15
時{各6人#_ジョブスタ（☎39
－5013、>39－5184）
jobsta@aurora.ocn.ne.jp

世界中で活躍する山口県出身の
JICAボランティアの活動を紹介
する写真展!9月10日㈭～26日
㈯、図書館の開館時間#図書館
●ワークショップ（時間は両日と
も10時～11時半と13時半～15
時）
①9月19日㈯$コロンビアのお
話、革でキーホルダーと髪飾り作
り&300円<糸切りばさみ
②9月26日㈯$タンザニアのお
話、牛乳パックとアフリカ布を使
ったカードケース制作
#図書館%中学生未満は保護
者同伴{各回6人（先着順）
|*=氏名、年齢、希望ワークシ
ョップと時間帯、連絡先（メール
アドレスか電話番号）_山口県
JICAデスク（®080－2934－8498
［伊藤］）、 yamaguchiken.desk@
gmail.com~9月16日まで}観
光・グローバル推進課（☎34－
8136、>22－6083）

!9月12日㈯10時～12時#とき
わ湖水ホール&500円<はさみ、
ビニール手袋か軍手|*∑（7
面）_ガーデンシティ推進
グループ（☎34－8485、
>22－6008）

!$9月13日㈰10時～12時
カードゲームで世界とのつながり
を知ろう！、SDGsってなぁに？、私
のSDGs宣言・修了証授与※お
菓子、エコバッグ付き%小学4～6
年生※3密防止のため保護者の
入室はご遠慮ください{15人
（先着順）<マスク、筆記用具、
飲み物|*?=∑（7面）とフリ
ガナ、学校名、学年、保護者氏名
~9月10日まで#_宇部SDGs推
進センター（☎39－5010、>39－
5184）info@ube-sdgs.jp

人生100年時代！老後のお金の
お話第2弾～気になる年金からつ
みたてNISAまで～!9月18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

宇部の宝物である彫刻を一緒に
きれいにしませんか？!9月22日
㈷9時半～11時半#UBEビエン
ナーレ彫刻の丘集合<マスク、
雑巾、スポンジ、軍手、草取り鎌
など|*?_うべ彫刻ファン倶
楽部事務局（☎37－5877、>37
－5887）~9月11日まで}UBEビ
エンナーレ推進課（☎51－7282、
>51－2777）

●刈払機取扱講習$刈払機の
知識や操作方法の座学と実習
!9月29日㈫10時～16時半#と
きわ公園%シルバー人材センタ

ー入会希望の60歳以上{15人
<筆記用具、飲み物、昼食~9月
18日まで
●シニアライフ講座$豊かなシ
ニアライフにむけて!10月9日㈮
13時～16時#国際ホテル宇部
%60歳以上{30人（先着順）
|*?_シルバー人材センター
（☎31－3251、>31－4334）
●シルバー人材センター入会説
明会$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!9月17日㈭、10月1
日㈭各13時半～#多世代ふれあ
いセンター%原則60歳以上

●おもてなしゼミ in English$日
本文化や宇部の歴史・文化など
を英語で案内する方法を学ぶ講
座!10月の木曜（18時半～20
時）、土曜（10時～12時）（全7回）
%英検2級以上程度（受講後、国
際ボランティアとして積極的に国
際交流に関わること）&一般
4,000円、中学～大学生2,000円
{16人（※未受講者優先）|申
込書を提出。申込書は市役所、
各市民・ふれあいセンターなどに
設置のほか市ホームページに掲
載~9月17日まで_観光・グロー
バル推進課（☎34－8136、>22－
6083）

●稲作体験（稲刈り）!10月3日
㈯14時～~9月26日まで
●野菜・ダイズの管理!10月11
日㈰9時半～11時半~10月4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］）

産後の三大危機「産後うつ、乳
児虐待、夫婦の不和（産後クライ
シス）」を学び、夫婦間のコミュニ
ケーション、家事育児シェアと仕
事を夫婦で一緒に考える講座

※新型コロナウイルスの感染拡
大状況により、オンライン開催の
場合あり!①10月9日㈮14時～
16時半、②10月10日㈯10時～12
時半※内容は同じ#文化会館
{各 7 0人程度<筆記用具
|*=∑（7面）と年齢、参加希
望回~10月2日まで_㈱ローカル
ラボ（®090－1582－3053）
local@localab753.jp

室内ペタンク!10月15日㈭9時
～12時#俵田翁記念体育館
%60歳以上<上靴、靴袋|老人
クラブ未加入の人は、各ふれあ
いセンターに設置の申込書を提
出~9月23日まで_老人クラブ
連合会（☎22－4380）

▷防衛大学校（一般）：!試験日
11月7日㈯、8日㈰~10月22日ま
で▷防衛医科大学校医学科：
!試験日10月24日㈯、25日㈰
~10月7日まで▷防衛医科大学
校看護学科：!試験日10月17日
㈯~10月1日まで
%高卒（見込含む）で21歳未満
}自衛隊宇部地域事務所（☎31
－4355）

第一次発酵からパン（抹茶あん
パン、ベーコンとチーズのバジル
かけ）を作ります!10月17日㈯10
時半～14時&1 ,700円{16人
（先着順）<エプロン、三角巾、マ
スク、筆記用具、持帰り用袋など
|*?=∑（7面）~10月9日まで
#_アクトビレッジおの（☎64－
5111、>64－2800）
actvillageono@gmail.com

視覚障害者への理解、点訳の基
本についての知識の習得!10月
23日～11月27日の金曜（全6回）9
時半～11時半#福祉会館%市
内に在住、通勤・通学する人
{20人|*+?∑（7面）~10月

5日まで_宇部市社会福祉協議
会（〒755－0033琴芝町二丁目4
－20、☎35－7608、>35－9093）

今秋以降にテレビ放送する市政
情報番組のレポーターを募集し
ます%市内在住か本市出身で、
市内での収録・打ち合わせが可
能な18歳以上|∑（7面）と年
齢、自己PR、履歴書、本人写真を
郵送かメール~9月11日まで
_山口朝日放送㈱（〒753－8570 
yab「宇部市市政情報番組市民
レポーター募集」係、☎083－933
－1111）ubesisei＠yab.co.jp

令和2年国勢調査を実施します。
この調査は10月1日時点で国内
に居住するすべての人を対象と
する大規模な調査です。9月～10
月に、調査員が調査地区と世帯
を訪問しますので、ご理解とご協
力をお願いします。調査員は調査
員証と腕章を必ず身に着けてい
ます。なお、新型コロナウイルス
感染防止対策のため、調査の説
明はインターホン越しに行い、調
査書類は郵便受けなどに入れて
配布します。回答はできる限りイ
ンターネットか郵送でお願いしま
す}総務管理課（☎34－8114、
>22－0686）

空き家を増やさないためには、空
き家や今後空き家となる可能性

のある住宅の所有者が、早くから
相続・権利関係を整理し、日頃か
ら適切に管理しておくことなどが
大切です!$9月13日㈰▷空き
家対策セミナー（10時～）▷住宅
耐震化説明会（11時～）▷空き家
＆住宅耐震相談会（司法書士、
宅地建物取引士、建築士が相談
に応じます）（11時半～）※受け
付けは12時まで（先着順）#文化
会館}生活衛生課（☎34－
8251、>22－6016）

!9月22日㈷
●白石公園墓地$墓地内に臨
時バス停を設置し、小羽山線、八
幡宮線の一部の便が停車します
●開公園墓地$開線の風呂ヶ
迫―ひらき台間に臨時バス停を
設置し、全便停車します
}交通局（☎31－1134、>22－
1772）

不妊の検査や治療で悩んでい
る、配偶者や家族に理解してもら
えず悩んでいるなどの相談に、専
門医や臨床心理士が対応します
（予約制）!9月25日㈮16時～18
時~9月24日まで#_県宇部健
康福祉センター（☎31－3202、
>34－4121）

各自治会のごみステーションを
新設、増設、移設する場合は、廃
棄物対策課と事前協議が必要
です}廃棄物対策課（☎33－
7291、>33－7294）

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
!10月3日㈯13時～15時#福祉
会館%本人、家族_むつみ会
（☎>35－3365）

今年度未注射の飼い主にはがき
を郵送します。詳細は、はがきの
裏面、市ホームページでご確認く
ださい。▷10月4日㈰旧恩田プー
ル正面入口、5日㈪原地区、6日
㈫厚南、黒石、西宇部地区、7日
㈬吉部地区、8日㈭万倉、船木地
区（一部）、9日㈮船木地区}生
活衛生課（☎34－8252、>22－
6016）

福祉・介護の補助業務を行う介
護助手の説明会!10月8日㈭10
時～11時#特別養護老人ホーム
神原苑%福祉、介護事業所など
で働きたい高齢者など}県福祉
人材センター（☎083－922－
6200、>083－922－6652）

宇部・山陽小野田消防組合火災
予防条例で「寝室に煙式の住宅
用火災警報器を設置」すること
が義務付けられています。なお、9
月～12月に消防職員が一部の世
帯を訪問調査し（予定）、「設置

済シール」を配布します。消防職
員が警報器や消火器などを販
売・斡旋することは絶対にありま
せんので、不審な場合は職員の
身分証を確認してください}宇
部・山陽小野田消防局予防課
（☎21－7599、>21－6120）

会社の倒産や事業の不振などに
より離職を余儀なくされた人に、
生活資金などを貸し付けます
▷貸付限度額70～150万円▷償
還期間6～10年以内▽貸付利率
年1.0％（保証料別途）%県内に
居住する離職者※その他の要
件あり。貸し付けにあたり審査あ
り_中国労働金庫宇部支店（☎
31－2820）}雇用創造課（☎34
－8356、>22－6041）、県労働政
策課（☎083－933－3210）

大学教育資金、育児・介護休業
資金、冠婚葬祭・療養資金、災害
資金、生活向上資金を貸し付け
ます▷貸付限度額100～300万円
▷償還期間10年以内▷貸付利率
年1.64％（保証料別途）※貸し付
けにあたり審査あり%県内に居
住し、同一事業所に1年以上勤
続する中小企業勤労者_中国
労働金庫宇部支店（☎31－
2820）}雇用創造課（☎34－
8356、>22－6041）、県労働政策
課（☎083－933－3210）

伝承遊びと伝統芸がミックスされたパフォーマンスを大道芸風に演じま
す!9月27日㈰14時～16時#文化会館&前売り：一般2,500円（3歳以上
～）、親子券4,000円（保護者1人と3歳～高校生1人）※当日各500円高※
チケットは申込先のほか、文化会館、フジグラン宇部などで販売{約120
人~9月2日～27日_うべ★子ども21（☎21－9114、>22－3210）（月・水・
金曜11時～17時）

「こまのおっちゃんのこまのサーカス」
無料ワークショップ付き

市民の掲示板 詳細は_} に
問い合わせてください

❻ ❼

宇部志立市民大学
特別コース

有機栽培講習会

子育てと仕事の両立学級

シニアスポーツ大会

防衛大学校などの学生

ハーブを楽しむ会
パンを焼いてみよう

ジョブスタゼミ

JICA海外協力隊パネル展
&ワークショップ

点訳奉仕員養成講座

市政情報番組
市民レポーター

空き家対策セミナーと
住宅耐震化説明会

市営バス
彼岸の墓地臨時運行

不妊専門相談

ごみステーションの設置
（新設・変更）

統合失調症・
うつ病相談会

狂犬病予防集合注射
（延期分の再開）

介護助手として福祉・
介護を支えてみませんか？

設置していますか？
住宅用火災警報器

中小企業勤労者
小口資金貸付制度

離職した人への貸し付け
離職者緊急対策資金

令和2年国勢調査に
ご協力をお願いします

お知らせ

カードゲームで遊ぶ
『SDGs』

多肉植物の寄せ植えと
コケ玉づくり教室

賢い消費者講座

うべ彫刻ファン倶楽部
彫刻清掃

シルバー人材センターの
講習など

募　　集

催　　し
思いやりの時間
～心はすぐそばに～

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

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

!…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

SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

寄付金報告

秋村　芳子
岡村　幹純（山陽小野田市）
西田　正人　　　　　　　　　　　　　　
株式会社オータニ（助田町）
株式会社アモダ（大字山中）
株式会社アモダ社員一同（大字山中）
日本たばこ産業株式会社山口第一支店（山口市）
株式会社サンライズ社（東見初町）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500,000円

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000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
（7月分、敬称略）



広報うべ 2020年９月号❽ SDGs未来都市・宇部

定
例
無
料
相
談

■弁護士相談
　!9月16日㈬13時半～15時半　予約受付開始9月3日㈭8時半～
　!10月7日㈬13時半～15時半　予約受付開始9月17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　!9月9日㈬、23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　!9月12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　!10月7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　!9月15日㈫　#市役所

{4組　~9月8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～金曜日　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　!9月15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　~9月11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　!9月8日㈫、24日㈭各10時
～16時、26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。

9月6日㈰ 13日㈰ 20日㈰ 21日（月・祝） 22日（火・祝） 27日㈰ 10月4日㈰

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

金子小児科
上町
☎22－0006

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

いのくまこども
クリニック
西岐波
☎51－0880

とみた小児科医院
妻崎開作
☎44－4150

宇部市　救急医療情報 検索

●歯科　日時　21日（月・祝）、22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 9月1日～10月5日9月1日～10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）

行政相談（市役所　9時～12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）
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）
芸術祭 写真展（文化会館　10時～18時、最終日は16時まで）※13日まで
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～15時）
献血・400mL限定（フジグラン宇部　9時半～12時、13時15分～16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）
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（吉部ふれあいセンター　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）
芸術祭 絵画・彫刻展（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）
芸術祭 俳画展（文化会館　10時～18時、最終日は16時まで）※21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）
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）
明るい選挙啓発優秀作品移動写真展（市役所）※10月7日まで
行政書士電話相談（^0120－326－125　10時～16時）※2日まで
「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）

9月2日㈬
5日㈯

6日㈰

8日㈫
10日㈭
11日㈮
12日㈯

13日㈰
15日㈫
16日㈬

17日㈭
18日㈮

18日㈮

19日㈯

20日㈰
23日㈬
25日㈮
26日㈯

28日㈪
10月1日㈭

2日㈮
3日㈯

プラネタリウム投影会　!9月6日㈰、13日㈰、20日㈰、27日㈰　各14
時～15時15分　#青少年会館&19歳以上55円


