
（　）内は前月比。2019年12月末日現在
（転入・転出は12月中）の住民基本台帳
による。
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久保田市長 今月のイチオシ
宇部市×NTTdocomo 連携イベント　第1弾
「ワクワクミライ5G体感フェア」を開催

　本市は、令和元年11月に「宇部市スマートシティ推
進本部」を設置。便利で心豊かな暮らしを実現する
ために、AIやIoTなどの最先端技術やビッグデータを
活用したスマートシティ宇部の実現に向けた取り組み
を推進しています。
　実現のためには、5Gの通信技術が必要不可欠。
株式会社NTTdocomoと連携協定を締結し、最先
端技術の次世代移動通信システム5Gなどを活用した

イノベーション創出や中心市街地の活性化に取り組
みます。
　そこで、まず、子どもから高齢者まで、5Gを身近に
体感できるイベントを常盤町1丁目スマイルマーケット
（TOKiSMA）で開催します。ぜひ、このイベントに
参加して、ワクワクするミライ（5G時代）を感じてくだ
さい。　　　　　　　　　        （詳細は5面参照）

■問い合わせ
　こども・若者応援課
　☎34－8447
　>21－6020

日本に1台
臨場感あふれる映像が
堪能できるすごいバスが
やってくる！

2月13日㈭～3月8日㈰

～梅見頃キャンペーン～

花物語～序章 梅～
■問い合わせ　ときわ公園課
　　　　　　　☎54－0551　>51－7205

ひ  ばい  けい ぶん  ご  けい しら   か    がや  ばい  けい

緋梅系・野梅系・豊後系・白加賀など
約100本の梅が咲き誇る梅園と
イベントをお楽しみください

梅まつり

動物園・植物館に無料でご招待！
市 民 謝 デ ー感

市民優待券
1世帯1回限り無料入園可

一般（ 　）名、中学生以下（ 　）名、70歳以上（ 　）名

一般（ 　）名、18歳未満（ 　）名、70歳以上（ 　）名

1世帯1回限り無料入館可

※火曜休園

市民優待券 ※火曜休館

有効期間　令和2年2月13日㈭～29日㈯

有効期間　令和2年2月13日㈭～29日㈯

切り取って
ご利用
ください

令和２年2月13日㈭～29日㈯にときわ公園市民感謝デーを開催します。
人数を記入してお持ちください。

2月16日㈰　10時～16時
主会場　ときわ湖水ホール付近

●梅酒フェスタ（無くなり次第終了）
　1部　10時～12時、  ２部　13時～15時
　銘梅酒70種類以上の試飲会・即売会
　▷試飲チケット　1人500円
●one day handmadecafe chercher vol.10＆学用品フェア
　10時～16時
　▷オリジナルハンドメイド作品や雑貨、飲食など約40店舗出店
　▷あったかスープライス、ボリュームたっぷりステーキ丼、
　　新窯ピッツァ、フルーツサンド　など

●お茶席　茶華道柴山正流
　10時～15時　限定150人　お茶と梅にちなんだお菓子
●盆栽　「梅」　（展示）
　10時～16時
●出張！「うべ新鮮市場元気一番」がやって来る！
　10時～15時
　宇部で水揚げされた新鮮な水産物を使った商品を限定販売
　（たこめし、エイの竜田揚げ、エイヒレジャーキー　など）
●利休さんの天ぷら
　10時～15時　新感覚のおいしさ！
●ハワイアンリゾートカフェ レオラ、チムニィ
　10時～15時　豚汁、おしるこ、ホットドッグ（梅ソース）、甘酒　など
●うべ元気ブランドなど加工品の販売
　10時～16時

シ ェ ル シ ェ  

期間中は園内各店舗で
梅にちなんだ限定メニューが

あります

キ
リ
ト
リ
線

5Gバス
デモ動画

梅まつり
イベント特設サイト

tokiwapark-event.com
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世界が取り組むべき17の目標
考えよう！SDGs考えよう！SDGs

エスディージーズ

■問い合わせ　政策企画グループ
　☎34－8113　>22－6008

住み続けられるまちづくりを
都市と人間の居住地を、誰もが住みやすく安全で災害に強くかつ持続可能な場所にする
住み続けられるまちを作るということは、すべての人々が受け入れられ、生活を続けられるよう
に、ビジネスの機会や安価な住居の提供、公共交通機関の整備などを行うことを意味します。
<目標11>では、まちづくりの方法を改善し、住み続けられるまちづくりを推進します。

つくる責任つかう責任
持続可能な方法で責任を持って生産し、消費する
消費と生産はつながっています。必要な分だけを消費することは、効率の良い生産・供給を行う
ために重要なことです。<目標12>では、生産と消費を持続可能な方法で行えるよう、資源効率
の改善、廃棄物の削減やリサイクルの推進など企業と消費者の双方に働きかけます。

■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（2月11日は
　　　　　　　　臨時開園）、2月12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

　1月12日㈰に渡辺翁記念会館
で行われ、約1,200人が出席
しました

モ

モ

モ

●バレンタインプレゼント
　バレンタインデーにちなんでオリジナル
　ポストカードをプレゼント
　日時　2月8日㈯、9日㈰　各9時30分～
　場所　ときわ動物園入口
　定員　先着100人

●動物写真家
　内山晟写真展　～世界の霊長類～
　世界各地で撮影した霊長類の美しい写真
　を展示
　日時　2月8日㈯～3月8日㈰
　　　　9時30分～17時

●ピクリングスパイスセットを作りましょ
　う！
　ハーブやスパイスを使って、ピクルスに
　使うスパイスセットを作ります
　日時　2月11日（火・祝）
　　　　①10時～11時30分
　　　　②13時30分～15時

　費用　700円
　定員　各先着10人
　申込期間　2月3日㈪～8日㈯
　申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　　　　☎37－2888　>37－2889

●植物文化作品展　　
　織物、染色、リース、植物画、ハーブク
　ラフト、手工芸品など、植物を素材・題
　材にしたアート作品の展示とワーショッ
　プを行います
　日時　2月14日㈮～24日（月・休）
　　　　9時～17時（最終日は16時まで）

●タマネギ染めをしてみよう
　巾着を玉ねぎで染めて、絞りで模様を
　つけます
　日時　2月15日㈯、
　　　　　  26日㈬
　　　　各13時～15時
　費用　500円
　定員　各先着15人
　　　 （定員に達するまで、当日参加可）
　申込期間　2月3日㈪～14日㈮
　申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　　　　☎37－2888　>37－2889

●ぶちのりパスポート
　ときわ遊園地の乗り物が1,000円で乗り
　放題！（一部機種対象外）
　日時　2月16日㈰　9時30分～17時
　　　 （パスポートの販売は16時まで）

●竹馬を作ろう！
　竹馬を作ってあそぼう！
　日時　2月23日（日・祝）　13時～15時
　費用　300円
　定員　先着10組（親子など）
　申込先　常盤動物園協会
　　　　  （☎21－3541）

●野生生物の日特別イベント
　3月3日の野生生物の日にちなんだ特別ガ
　イドとパネル展示
　日時　2月29日㈯、3月1日㈰
　　※詳細はときわ公園ホームページ

●ひなまつりモルモット撮影会　
　ひな壇のモルモットと撮影しよう
　日時　2月29日㈯、3月1日㈰
　　　　各14時20分～14時35分
　場所　ふれあい動物広場
　　　  （動物園入園料が必要）

…ときわ動物園
…ときわミュージアムミ
…ときわ遊園地

…体験学習館モンスタ

開催場所の表示

ミ

ミ

要事前申込

ミ 要事前申込

要事前申込

動

動

動

動

市 民 謝
デ ー
感

令和２年
2月13日㈭
　　～29日㈯
　期間中、「ときわ動物
園」、「ときわミュージアム
世界を旅する植物館」に
市民優待券で無料で入場
できます。

遊

遊

確定申告会場 駐車場案内図

立体
駐車場

宇部市役所

税務署

新川大橋

真
締
川

駐車場

161台
（うち、障害者等用5台）

混雑解消のため、
左折での出入りに
ご協力ください。

混雑解消のため、
国道側からの進入に
ご協力ください。

工事エリア

税務署への迂回路
（階段あり）

常盤通り（国道190号）

歩行者の
経路

EV

15台
（うち、障害者等用2台）

バス停

バス停

確定申告と市県民税の申告時期です
マイナンバー（12桁）の記載が必要です 本人確認書類の提示か写しの添付が必要です

例1　マイナンバーカード（番号確認と身元確認が１枚でできます）
例2　マイナンバーの通知カード（番号確認）＋ 運転免許証、健康保険の被保険者証など（身元確認）　など
　　　（注）代理人が申告する場合は、委任状などの代理権確認資料と代理人の身元確認資料が必要

【本人確認（番号確認と身元確認）を行うときに使用する書類の例】

申告書を提出するときに

確 定 申 告

市 県 民 税 の 申 告

■問い合わせ　宇部税務署　☎21－3131

■問い合わせ　市民税課　☎34－8187　>22－6084

■問い合わせ　新庁舎建設課　☎34－8200　>22－6064

●スマホなどによるｅ-Tax申告相談コーナーを
　設置します

●申告が必要な人
●申告の相談、巡回窓口の開設（各日9時～16時）

スマートフォンなどをお持ちの人は、スマホ専用画面の簡単
な操作で申告書の作成ができます
▷設置期間　2月17日㈪～3月16日㈪（土・日・休日を除く）
▷受付時間　8時30分～16時（相談時間は9時～17時）
▷設置場所　市役所玄関ロビー
▷対　　象　全ての給与所得者、年金所得者、副業等の
　　　　　　雑所得、一時所得がある人
▷持 参 品　免許証などの本人確認書類、平成30年分
　　　　　　(前年分)の確定申告書控え

▷設置期間　2月17日㈪～3月16日㈪（土・日・休日を除く）
▷受付時間　8時30分～16時（相談時間は9時～17時）
　　　　　　※混雑状況により、16時前に受付終了の場合あり

確定申告会場：宇部税務署

　税務署敷地内の工事により、駐車スペースは従来の半分以
下（15台程度）となり、大変な混雑が予想されます。申告書の作
成はご自宅で、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」を利用してe－Taxか郵送で提出してください。
　なお、申告書控えに税務署収受印が必要な人は、提出用申告
書・申告書控え・返信用封筒（所要額の切手貼付）を同封して郵
送してください。

▷令和2年1月1日現在、宇部市に住んでいて、「申告する必要がない
　人」に該当しない人
▷所得証明書などが必要な人

●申告書提出先
市民税課、北部総合支所、各市民・ふれあいセンター、
万倉・吉部出張所

●申告する必要がない人
▷税務署に所得税と復興特別所得税の確定申告をする人
▷収入が、一カ所からの給与のみで、年末調整された人
▷公的年金だけを受給している人で「公的年金等源泉徴収票」に記
　載されているもの以外の控除を受けない人
▷所得がない人

●新庁舎の建設工事に伴い、税務署の駐車台数が従来の半数以下に
　なっていますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
　▷最寄りの駅…JR琴芝駅（税務署まで徒歩10分）
　▷最寄りのバス停…市役所前バス停（税務署まで徒歩3分）
●税務署駐車場の混雑時は、立体駐車場をご利用ください。
　（駐車料無料。用務先に駐車券を提示してください。）
●税務署駐車場か立体駐車場をご利用の際は、国道190号側（駐車場案
　内図の赤い矢印の方向）からの進入にご協力ください。

会場に来る前に作成してください
▷収支内訳書…事業所得などがあり、収支計算が必要な人
▷医療費控除に関する明細書…従来の医療費控除を受ける人か
　セルフメディケーション税制を適用する人
※申告期間中は市民税課職員も給与、年金など一般的な確定申告の相談は
　お受け出来ますが、分離譲渡所得、青色申告に係る所得、雑損控除、住宅
　ローン控除などがある場合は、確定申告会場で相談・申告してください。

会　場 相談、巡回窓口の開設日
厚東ふれあいセンター
西岐波ふれあいセンター
東岐波ふれあいセンター
厚南市民センター
吉部ふれあいセンター
小野ふれあいセンター
万倉ふれあいセンター
楠総合センター
二俣瀬ふれあいセンター

2月17日㈪
2月18日㈫、19日㈬
2月20日㈭、21日㈮
2月25日㈫、26日㈬
2月27日㈭、28日㈮
3月2日㈪
3月3日㈫、4日㈬
3月5日㈭、6日㈮
3月9日㈪

工藤彩夏さん（写真左）と江本暁さん（写真右）が
新成人を代表して二十歳のメッセージを発表

■問い合わせ　こども・若者応援課　☎34－8447　>21－6020

市成人式を
開催
しました
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「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。

●日時　2月7日㈮～11日（火・祝）
　9時30分～15時30分
●場所　山口県央商工会阿知須支店
　周辺、阿知須商店街、いぐら造りの
　街並み周辺
■問い合わせ　山口県央商工会阿知

　須支所（☎65－2129）

 
●日時　2月9日㈰　10時～16時
●場所　秋芳洞、秋芳洞ふれあい広
　場
■問い合わせ　事務局（☎0837－
　62－1430）

 
●日時　2月15日㈯～3月20日（金・祝）
　10時～15時30分
●場所　笠山椿群生林（越ヶ浜）
■問い合わせ　萩・花ごよみ実行委
　員会（☎0838－25－3139）

●日時　2月16日㈰  14時～15時45分
●場所　不二輸送機ホール
■問い合わせ　山陽小野田市文化振
　興課（☎71－1000）

 
●日時　2月16日㈰～3月1日㈰
■場所・問い合わせ　防府天満宮
　（☎0835－23－7700）、防府市
　まちの駅うめてらす（☎0835－
　28－0500）

 　

●時間　3月31日㈫まで　9時～16時
■場所・問い合わせ　堀庭園
　（☎0856－72－0010）

阿知須のひなもん
まつり＆ぷち街角
ぎゃらりー 2020出張！！萌え

サミット in 秋芳洞
堀庭園収蔵資料展
～なつかしの
　　　暮らし展2～

萩・椿まつり 梅まつり

さんようおのだ演芸会
～スマイルシティで
大笑い！～

県内で発掘された出土品や資料の
展示!2月28日㈮までの開館時間
（月曜・祝日休館）
●講演会・ギャラリートーク「出土し
た古銭の話」!2月9日㈰14時～15
時半
●ワークショップ「勾玉づくりにチャ
レンジ」!2月16日㈰14時～15時半
%小学生と保護者{15人（先着
順）&300円~2月14日まで
# _学びの森くすのき（☎67－
1277、>67－0691）

演題「働く幸せを実現した町工場
の奇跡～社員の7割が知的障がい
者のチョーク会社の真実～」、講師：
小松成美（ノンフィクション作家）※
手話通訳と要約筆記あり、優先席
を設定!2月6日㈭14時～15時40分
#文化会館}人権教育課（☎34－
8620、>22－6072）

歯科衛生士・母子保健推進員・子
育て支援センター保育士の話、栄
養士の手作りおやつの紹介、乳幼
児用歯ブラシプレゼント（子どもの
み先着100人）!2月13日㈭10時15
分～11時半#多世代ふれあいセン
ター%乳幼児と保護者}こども・若
者応援課（☎31－1732、>21－
6020）

!2月16日㈰#多世代ふれあいセ
ンター$●講演「病院から退院す
ることになりました。～おうちででき
る医療と介護～」（13時～15時）
●薬剤師によるおくすりと健康相談
（12時～12時50分、15時10分～16
時）<お薬手帳

●がんなんでも相談窓口出張相談
（12時～12時50分、15時10分～16
時）
{300人}健康増進課（☎31－
1777、>35－6533）

演題「メンタルヘルスと自殺予防～
人生100年時代の息抜きの仕方
～」!3月7日㈯13時半～15時半
#県教育会館（山口市）}県精神
保健福祉センター（☎083－902－
2672）

農業、里山の自然と生物多様性と
のつながりやその大切さについて
考えてみませんか。基調講演「自然
の声に耳をすます～持続可能な暮
らしを求めて～」!2月11日㈷13時
半～16時#小野ふれあいセンター
{100人程度<筆記用具
|?†∑（7面）とフリガナ~2月7日
まで_環境政策課（☎34－8248、
>22－6016）
https://s-kantan.jp/ube-u/

●古地図を片手にまちを歩こう：東
コース約4km!2月11日㈷9時50分
～12時#琴崎八幡宮バス停集合
~2月10日まで
●てくてくときわ公園「大賞作品を
通して彫刻展の歴史に触れてみよ
う！」（約2km）!2月29日㈯9時50分
～12時#ときわ湖水ホール前集合
~2月28日まで
{各40人（先着順）<タオル、飲み
物_観光・グローバル推進課（☎34
－8353、>22－6083）

●うべスタセミナー!$2月5日㈬
「Instagramビジネス活用デビューセ
ミナー」、14日㈮「ビジネスネット
ワーク構築セミナー」、21日㈮「うべ
起業家きらめきサロン」、28日㈮「ビ
ジネスモデル構築セミナーⅡ」、各

18時半～20時#_うべスタートアッ
プ（☎39－5010、>39－5184）
https://ube-startup.com/
●ジョブスタゼミ!$2月12日㈬16
時～17時「しごとの探し方と応募書
類のポイント」、3月1日㈰11時～12
時「面接と身だしなみのポイント」
#_ジョブスタ（☎39－5013、>39
－5184）jobsta@aurora.ocn.ne.jp

●書道講習会$実用書、名前・宛
名書きなどの練習!2月14日㈮、21
日㈮、28日㈮各13時半～15時半（全
3回）#多世代ふれあいセンター
&1,000円{30人（先着順）<書道
道具（小筆など）
●料理講習会$季節の食材を使っ
た簡単メニュー!3月17日㈫9時半
～13時#福祉会館&500円{男性
15人、女性15人（先着順）<エプロ
ン、三角巾、筆記用具~2月5日から
%おおむね60歳以上_シルバー人
材センター（☎31－3251、>31－
4334）

地域資源の特長を活かしたデザイ
ン開発の事例紹介・講義、参加者
によるアイデア出しワークショッ
プ!2月15日㈯10時～12時#アクト
ビレッジおの{30人（先着順）<筆
記用具|*+?∑（7面）~2月10
日まで_北部地域振興課（〒757－
0292大字船木365－1、☎67－
2812、>67－2158）

●午前：講演「防災について共に学
習する」避難所での段ボールベッド
の体験、起震車による地震体験（雨
天・荒天時は中止）、AEDの使い方
講習、煙内通行体験●午後：スポー
ツ交流会（ボッチャ）!2月16日㈰10
時～15時#福祉会館%市内の障
害者と家族、医療・福祉関係者、一
般、ボランティア|*?=氏名、連
絡先、障害名、弁当（600円）・車い
す・手話通訳・要約筆記の要否~2
月7日まで_身体障害者団体連合
会事務局（☎>44－0261）
aichi-ube@hi2.enjoy.ne.jp

基調講演「業績向上と女性活躍が
実現する！～経営戦略としての働き
方改革～」、女性リーダー認定証交
付式、イクボス共同宣言!2月17日
㈪14時～16時20分#文化会館
{500人|*?=氏名（フリガナ）、
連絡先、所属する事業者の名称・
所属・役職（任意）~2月13日まで
_人権・男女共同参画推進課（☎
34－8308、>22－6016）
gender-equal@city.ube.yamaguchi.
jp※FAX・メールは、電話で要到達
確認

申込書と募集団地一覧表を2月3日
から配布します~2月20日～29日
_県施設管理財団宇部支所（☎37
－0878、>35－0233）

●ハーブを楽しむ会「ハーブソルト
を作ろう」!2月20日㈭13時～15時
&1,700円{20人（先着順）<エプ
ロン、三角巾、筆記用具~2月13日
まで
●寄せ植えワークショップ!2月28
日㈮10時～&2,500円{6人~2月
24日まで
|*?=∑（7面）#_アクトビレッ
ジおの（☎64－5111、>64－2800）
actvillageono@gmail.com

行程：宮尾八幡宮・万倉天満宮・万
倉薬師瑠璃光如来→國司信濃公
墓所・廣矛神社→楠こもれびの郷
（昼食）→賀茂神社→万倉護国神
社→岡崎八幡宮!2月22日㈯9時～
17時#JR新山口駅か船木バス停
集合%中学生以上&7,800円（昼
食代込）※御朱印代・初穂料（各
300円）は別途{23人（先着順）
<御朱印希望者は御朱印帳
_宇部観光コンベン
ション協会（☎34－
2050、>29－3303）

催し 事前申込
なしで参加
できます

県埋蔵文化財センター巡回展
「発掘された山口」inうべ

人権を考えるつどい

募　　集

ワクワクミライ5G体感フェア eスポーツフェスタとワクワクミライ5G体感フェア eスポーツフェスタと
●日時　2月9日㈰　10時～16時　●場所　TOKiSMA
●内容

5Gイベント eスポーツフェスタ
▷5Gバスでスポーツ観戦
▷トップリーグのラグビー選手とふれあい体験
▷embotでプログラミング体験
▷VRを使った新感覚スポーツ観戦

▷エキシビションマッチ（プロゲーマーによる
　ウイニングイレブンのエキシビジョンマッチと交流）
▷eスポーツ体験会（ストリートファイター、グランツーリスモ、
　ぷよぷよ、大乱闘スマッシュブラザーズ、マリオカート）

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

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

お知らせ

市民と考える医療
フォーラム（地域ケア講演会）

いい歯★Ubeハピっこ

県自殺対策
フォーラム2020

生物多様性市民会議

てくてくまち歩き

うべスタセミナー＆
ジョブスタゼミ

障害者ふれあい交流会

シルバー人材センターの
講習会

製品開発
デザインワークショップ

女性リーダーと語る会

県営住宅入居者

アクトビレッジおので
体験イベント

御朱印拝受の旅

「山口ゆめ回廊」モニターツアー
　山口県央連携都市圏域7市町の新たな魅力を発見する
モニターツアーの第2弾　※宇部市役所発着

知の回廊 古地図を片手に歴史散策　
3月21日㈯　8時10分発／17時20分着

　幕末から変わらぬ風景が日本遺産に認定された津和野と、世界遺産に登録さ
れ江戸時代の町並みが残る萩城下町を、古地図をもとに地元ガイドと歩きます

大地の回廊 やまぐちジオサイエンスツアー　～大地に触れて楽しもう！～
3月22日㈰　9時10分発／18時20分着

　山口の大地はどうしてできたの？美祢と萩の2つのジオパークで、特徴的な
地球の記憶を、サイエンス実験などをしながら楽しく巡ります

●費用　各1,000円（昼食付き）
●定員　各コース30人程度
●申込方法　山口観光コンベンション協会へ資料請求し、
　申し込み
●申込期限　2月28日㈮
■申込先・問い合わせ　山口観光コンベンション協会
　☎083－933－0088　>083－933－0089

●広告期間　4月1日から1カ月単位。
　　　　　　最長で来年3月31日まで
●規格　縦29.7cm×横42.0cm
　　　　（A3サイズ）
●広告料　1枠2,200円（月額）
●募集数　4枠
●申込期限　2月28日㈮

●規格・広告料

■申込先・問い合わせ
　総務管理課　☎34－8105　>22－0686

広告掲載事業者の募集
公用車 本庁舎エレベーター内

●広告期間　4月1日から1カ月単位。A～Cは最長で来年3月31日まで、Dは最長で9月30日まで
●申込期限　2月28日㈮ ■申込先・問い合わせ　財政課　☎34－8178　>22－6083

タイプ
A
B
C

D

掲載箇所
片側面
後　部
片側面

両側面

サイズ（上限、縦×横）
30㎝×50㎝
20㎝×50㎝
40㎝×100㎝

広告料（月額）
2,200円
3,300円
6,600円

5,500円

公用車の種類

軽貨物など

ごみ収集車

主に市長が使用する
ハイブリッド車両

16㎝×80㎝　  協賛広告部分
16㎝×100㎝　協賛広告部分
25㎝×50㎝　  企業等広告部分

委 員 募 集
ガーデンシティ緑化運動推進委員

スポーツ推進委員

●内容　花壇コンクールの現地審査など
●応募資格　市内に居住し、平日に開催する
　花壇コンクールの現地審査・表彰式に出席
　できる20歳以上（4月1日現在）
●任期　4月～令和4年3月31日
●募集人数　2人
●申込方法　応募用紙を、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。
●審査　面接
●申込期限　2月28日（金）[必着]

●内容　本市のスポーツ推進のため、市民大会の企画運営や、住民に対しスポーツに関
　する指導と助言を行う
●応募資格　市内に居住する18歳以上（4月1日現在）
●任期　4月1日～令和4年3月31日　●募集人数　3人程度
●申込方法　申込書を持参か郵送。申込書は、市役所に設置のほか、市ホームページに
　掲載
●申込期限　3月16日（月）［消印有効］　●選考方法　書類選考、小論文、面接
■申込先　文化・スポーツ振興課　☎34－8614　>22－6083

農業委員と農地利用最適化推進委員

■申込先
　ガーデンシティ推進グループ
　☎34－8485　>22－6008
　g-city@city.ube.yamaguchi.jp

●応募資格
　農業委員　農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その
　他の農業委員会の所掌に属する事項に関してその職務を適切に行うことができる人
　農地利用最適化推進委員　農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する人
●任期　7月24日から3年間
●募集人数　農業委員18人（うち所掌事務に利害関係を有しない人が1人以上）
　　　　　　農地利用最適化推進委員17人（担当地区あり）
●申込方法　申込書を提出。募集要項と申込書は申込先などに設置のほか、市ホーム
　ページに掲載
●申込期限　2月28日㈮
■申込先　農業委員会事務局　☎34－8731　>22－6079

詳細はこちら▶ 詳細はこちら▶
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ひきこもり支援の現状についての
講演、特別講演「ひきこもりの対話
的支援」など!2月22日㈯9時半～
16時#多世代ふれあいセンター
&2,000円|*?=氏名、参加人
数、代表者連絡先~2月7日まで
_NPO法人ふらっとコミュニティ
（☎・>21－1552）
f-hidamari@navy.plala.or.jp

▷基調講演「未来の図書館をはじ
める－宇部らしさに根差した図書館
とは？」▷トークセッション「宇部の未
来を創る図書館を考える」!2月22
日㈯14時～16時半{100人（先着
順）~2月18日まで#_図書館（☎
21－1966、>21－3801）

「はつらつコース（船木と万倉の神
社めぐり約8km）」か「散策コース
（船木旧宿場町を歩く約2km）」を
選んで、クイズを解きながら歩こう
※雨天時は室内で代替行事!2月
29日㈯9時～13時#船木ふれあい
センター集合%小学4年生以下は
保護者同伴&300円（中学生以下
と船木校区の人は無料）<筆記用
具、飲み物、雨具~2月19日まで
_船木ふれあいセンター（☎67－
1183、>67－1404）

●九州国立博物館展「フランス絵
画の精華」ルネ・ユイグのまなざし
!3月1日㈰&8,100円~2月21日ま
で（先着順）
●湯布院と大分県立美術館展
「ヨーロッパの宝石箱リヒテンシュタ
イン侯爵家の至宝展」!3月28日㈯
&11,000円（昼食付き）~3月19日
まで（先着順）
_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

楽しく美しい影絵劇。演目：「花さき
山」「つのぶえのうた」!3月3日㈫
～4日㈬10時半～11時半#渡辺翁
記念会館& 3歳以上事前申込
1,000円、当日1,200円
|*+?=∑（7面）と年齢_劇団
角笛（〒176－0014東京都練馬区豊
玉南2－23－6グリーンビレッジ豊玉
206、☎03－3994－7624、>03－
3994－7635）
info@tsunobue.co.jp

壁など高い位置に植物を飾って楽
しむハンギングバスケットを作りま
す! 3月 1 4日㈯ 1 3 時～1 5 時
#TOKiSMA&3,000円（材料費

込）{20人（先着順）<筆記用具
|*?∑（7面）~2月
14日まで_ガーデン
シティ推進グループ
（☎34－8485、>22－
6008）

ランナーに起こりやすい怪我につい
てトップトレーナーから学びます!3
月14日㈯14時～16時15分▷セルフ
コンディショニング運動の実践指導
（14時～）▷マラソンランナー対象の
特別セミナー（15時45分～）#文化
会館&500円（ドリンク付き）{100
人（先着順）<ヨガマット、バスタオ
ル1枚（ヨガマットがない場合はバス
タオル2枚）、タオル（厚みのあるも
の）、飲み物|*?=氏名、電話番
号、生年月日~2月28日まで_宇部
市スポーツコミッション（☎39－
7653、>39－6584）info@ube-sc.jp

バスに関する意見や提言をするモ
ニターを募集。月2,000円の謝礼と
モニター業務に要する一定額の乗
車券を支給します%毎月報告書を
提出し、年2回平日の会議に出席で
きる20歳以上{10人|応募用紙を
郵送か持参。応募用紙は交通局、
新川営業所で配布するほか交通局
ホームページに掲載~2月29日まで
_交通局（〒759－0134大字善和
203－90、☎31－1134、>22－1772）

動植物観察や稲作、里山の暮らし、
餅つきなどの体験!4月～12月の
第3土曜か日曜9時～12時#里山ビ
オトープ二俣瀬など%小学3～6年
生と家族&年間1家族1,500円{30
家族|*=住所、全員の氏名、学
年、学校名、電話番号、メールアド
レス~3月20日まで_観察隊事務
局（®090－8245－7516［中本］）
nkmtygcm@yahoo.co.jp

主な活動は月2回（第2、4日曜）の定
例訓練#青少年会館、宇部港など
%小学1～3年生&年間12,000円と
制服など20,000円程度|*?∑（7
面）と性別、学校名・学年~3月22日
まで_宇部海洋少年団事務局（☎
34－8447、>22－6071）

五感を使い、遊びを通して自然の
不思議やしくみを学ぶネイチャー
ゲームをします※少雨決行!3月7
日㈯13時～14時半#ときわ湖水
ホール前集合%幼児～小学生と保
護者{30人（先着順）<雨具
|*?†∑（7面）と年齢~2月21
日まで_環境政策課（☎34－8246、
>22－6016）https://s-kantan.jp/ube-u/

●スポーツ文化交流大会$種目：
剣道、テニス、水泳、ゴルフ、健康
マージャン、ボウリング、弓道、短
歌、軟式野球など※その他の競技
は、決定次第、県生涯現役推進セ
ンターのホームページに掲載%60
歳以上（昭和36年4月1日以前に生
まれた人）!#&{~種目ごとに
異なる_各競技団体}県生涯現
役推進センター（☎083－928－
2385）
●美術展$日本画、洋画、彫刻、工
芸、書、写真のアマチュアによる未
発表の作品!6月13日㈯～15日㈪
#防府市地域交流センター（アス
ピラート）%来年4月1日現在60歳以
上|申込書を提出。要項などは市
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~2月12日～3月25
日_高齢者総合支援課（☎34－
8302、>22－6026）

児童の育成指導に熱心に取り組む
人を募集しています。募集内容は
問い合わせてください（市ホーム
ページにも掲載）}保育幼稚園学
童課（☎34－8329、>22－6051）

技能・技術を身につける職業訓練▷
募集科：機械CAD科、金属加工科、
電気設備技術科、住環境コーディ
ネート科!4月3日㈮～9月30日㈬
%求職者&教科書・作業服などの
実費{コースによって異なる~2月
28日まで#}ポリテクセンター山口
（☎083－922－2143）

!4月18日㈯～22日㈬のうち1日
%一般18～33歳、技能18～54歳な
ど（保有する国家免許資格により異
なる）~4月10日まで}自衛隊宇部
地域事務所（☎31－4355）

「商品券購入引換券」を持ってい
て、購入を希望する人は、2月29日
㈯15時までに購入してください。
▷販売窓口：市内郵便局※宇部郵
便局以外での販売は、2月28日㈮
17時まで（商品券の使用期限は3月
31日㈫）}プレミアム付商品券室
（☎34－8455、>22－6041）

経済的理由で就学が困難と認めら
れる小・中学生の保護者に、給食

費・学用品費などを援助します※毎
年度申請が必要です※所得制限
あり<印鑑、振込希望口座が確認
できるもの、借家の場合は家賃額
が確認できるもの、平成31年1月2
日以降に宇部市に転入した人は、
同居者全員の所得証明書（転入の
時期や申請月によって必要書類が
異なるため、事前に問い合わせてく
ださい）|申請書と必要書類を持
参（郵送不可）。申請書は申込先に
設置のほか、市ホームページに掲
載~2月3日から随時※4月分から
援助を希望する人は7月31日まで
_教育委員会総務課（☎34－
8604、>22－6066）、通学する小中
学校（私立などの場合は教育委員
会総務課で受け付け）

%4月に高等学校、特別支援学校、
高等専門学校に入学する市内在
住の生徒※在学する中学校長の
推薦が必要{20人以内（選考あり）
~2月14日まで_在学する中学
校}教育委員会総務課（☎34－
8604、>22－6066）

宇部都市計画区域の都市計画区
域マスタープランの変更について、
説明会・公聴会を開催します
●素案の縦覧：!3月11日㈬まで
（土・日・祝日を除く）8時半～17時15
分#県都市計画課、県宇部土木建
築事務所、市都市計画・住宅課
●説明会：!2月17日㈪19時～#福
祉会館

●公聴会：!3月11日㈬19時～#福
祉会館※3月4日㈬までに公述申出
書の提出が必要。申し出がない場
合は開催しません|持参か郵送。
∑（7面）と意見の要旨・理由_県都
市計画課（〒753－8501山口市滝町
1－1県知事宛て）
}県都市計画課（☎083－933－
3733、>083－933－3749）、市都市
計画・住宅課（☎34－8465、>22－
6049）

11月18日～29日に実施した来庁者
アンケートの結果を市ホームページ
で公表しています}人事課（☎34－
8130、>22－0686）

市職員がタブレット端末を使用し
て、マイナンバーカードの申請に必
要な顔写真の無料撮影と申請代行
をします!2月17日㈪～3月16日㈪
平日9時～16時（12時～13時除く）
#宇部税務署<通知カード、本人
確認書類（現住所の記載のある顔
写真付きの身分証明書）、個人番
号カード交付申請書兼電子証明書
発行申請書（交付申請書）、住民基
本台帳カード（お持ちの人）、印鑑
※15歳未満か成年被後見人は、法
定代理人の同行が必要です。また、
法定代理人の本人確認書類も必
要です}市民課
（☎34－8264、
>22－6017）

!3月7日㈯10時～16時#県教育
会館（山口市）
▷弁護士による相談（日常生活上
の法的問題に関すること）~3月6日
まで_県弁護士会宇部地区会（☎
21－7818）
▷こころの健康相談（心身の不調な
どの健康に関すること）}県精神
保健福祉センター（☎083－902－
2672）

補装具の要否判定、適合判定な
ど!3月11日㈬15時～16時#福祉
会館~2月17日まで_障害福祉課
（☎34－8314、>22－6052）

コミュニケーションの取り方や薬の
相談に精神科医・臨床心理士など
各分野の専門家が応じます!3月
14日㈯13時～15時#福祉会館
%本人、家族_むつみ会（☎35－
3365）

家畜の飼養者は、家畜伝染病予防
法に基づき、飼養状況を報告する
義務があります。報告方法などは問
い合わせてください%牛、水牛、

鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほ
ろほろ鳥、七面鳥を1頭（羽）でも飼
養している人}農林振興課（☎67
－2819、>67－2316）

2019年度宇部市芸術祭文芸部門
（俳句・短歌・詩）の応募作品を「う
べ市民文芸集」として発刊し、無料
で配布しています#文化会館}文
化創造財団（☎35－3355、>31－
7306）

死亡、障害、入院、住宅災害などを
保障します。各種祝い金の給付や
助成もあります%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）

不動産（土地・建物）の登記名義人
（所有者）が死亡したときは、不動
産の所在地を管轄する法務局に相
続登記（名義変更）の申請が必要
です。予約制で相談に応じます。詳
細は法務局ホームページをご覧く
ださい}山口地方法務局宇部支局
（☎21－7211［音声ガイダンス2→
1］）

❻ ❼

ひきこもり支援フォーラム
・ふらっとフォーラム

宇部の未来を創る図書館
ミーティング2020

船木宿
健康ウオーキング

角笛シルエット劇場

交通局の旅プラン

こどもエコ教室

ハンギング
バスケット教室

ランナーのための
コンディショニングセミナー

親子自然観察隊の隊員

市営バスモニター

宇部海洋少年団
新入団員

学童保育クラブ
指導員・補助員

ポリテクセンター山口
4月期受講生

予備自衛官補試験

お知らせ
宇部市プレミアム付商品券
の販売は2月29日までです

令和2年度分の
就学援助費交付申請

奨学金10万円を給付

都市計画説明会・公聴会

来庁者アンケートの
結果を公表

マイナンバーカード
申請支援コーナー開設

暮らしとこころの相談会

身体障害者の巡回相談

統合失調症・
うつ病相談会

家畜を飼っている人は
飼養状況の報告を

「うべ市民文芸集」の配布

相続登記は
お済みですか？

ハートピア共済に
加入しませんか

県健康福祉祭「ねんりん
ピック」の参加・出品者

∑…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
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石風呂は、現在のサウナと岩盤浴を合わせたようなものです。※小学生以下は保護
者同伴!2月16日㈰10時～12時#上請川自治会館（川上請川地区）から北へ徒歩3
分（オレンジ色ののぼりが目印）{30人程度}川上ふれあいセンター（☎35－1150）

川上校区石風呂入浴体験会

▷午前：横瀬八幡宮などの里山巡り、原木シイタケ採り体験▷午後：紙すき体験、和
紙で工作▷昼食付き!2月22日㈯9時～15時#上小野集会所集合&大人2,500円
（土産付き）、小学生以下1,500円{25人（先着順）<飲み物、タオル、雨具など~2月
17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]）

八幡縁起絵巻鑑賞＆小野和紙紙すき体験

チャイコフスキー交響曲 第6番「悲愴」などを演奏します!3月1日㈰14時～#渡辺
翁記念会館&一般1,000円、高校生以下500円}市民オーケストラ事務局（®090－
6832－8675）

宇部市民オーケストラ定期演奏会

ブロードウェイミュージカルスターの卵ら約40人の若者外国人と190人の小中高生
が、3日間で作り上げたショーを披露します!3月8日㈰17時半～19時半#渡辺翁記念
会館&1,000円（チケットは文化会館で販売）}事務局（®090－1333－2833[平井]）

ヤング・アメリカンズ　ジャパンツアー

▷講演「原発事故後を生きる」、講師：うのさえこ（「避難の権利」を求める全国避難
者の会共同代表）▷市民交流ステージ!3月1日㈰13時半～16時半#ヒストリア宇
部}福島の子どもたちとつながる宇部の会（☎33－3982）

被災地に思いをよせる宇部市民の集い

市民の掲示板 詳細は_} に
問い合わせてください

寄付金報告

笠井　明（東京都練馬区）
中明　勇貴（愛知県名古屋市）
榎本　雅一（東京都練馬区）
水野　有功（愛知県名古屋市）
寺田　圭介（埼玉県富士見市）
中尾　昌直（兵庫県西宮市）
富士　慶（神奈川県川崎市）
浜田　智秀（神奈川県横浜市）
日下　英俊（広島県安芸郡）
松本　元次（東京都世田谷区）
宇部興産株式会社（大字小串）
毎日新聞社（東京都千代田区）
株式会社山口銀行（下関市）
宇部商工会議所（松山町）
SIS株式会社（明神町）
宇部左官業組合（大字上宇部）
株式会社防長スイミングサークル（西平原）
株式会社　清（大字東岐波）
宇部塗装工業株式会社（東藤曲）
有限会社　河村建設（大字西万倉）
有限会社　茂山製鋼原料（大字末信）　
成建工業株式会社（大字西岐波）
前村電気工事株式会社（神原町）
山口県エンジニアリング株式会社（山口市）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・303,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500,000円

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円

・・・・・・150,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・50,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000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（12月分、敬称略）

受講生募集

●生涯学習講座
!4月～来年3月$書道、英会
話、カラオケ、パソコン、華道、
水彩画・はがき絵、太極拳、関
節トレーニング、フラダンス、エ
アロビクス、卓球、ヨガなど（以
上サンライフ宇部）、ZUMBA、
パソコン、バドミントン（以上パ
ルセンター宇部）%高校生以
下でない人~2月9日9時から
（先着順）#_サンライフ宇部
（☎22－0541）、パルセンター
宇部（☎31－2212）
●定期文化講座
!5月～来年3月$茶道、煎茶
道、華道、書道、ペン習字、筆
ペン、ボールペン習字、陶芸、
俳画、絵画、手描き友禅、絵手
紙、俳句、琴、木彫り、家庭園
芸、囲碁、フラワーアレンジメン
ト、ファッションステンシル、パッ
チワーク、パソコン、宇部なでし
こ経営塾、英会話、韓国語、中
国語、音楽の広場、オカリナ、
スポーツウエルネス吹矢、太極
拳、エアロビクス、ウオーキング
エアロビクス、フラダンス、ヨー
ガ、健康体操、家庭料理、薬膳
料理、お菓子づくり、男性料
理、パン教室、マクロビオティッ
ク、着付け%市内に居住か通
勤し、高校生以下でない人
|+∑（7面）と受講希望講座
（3講座まで）~3月15日まで
#_男女共同参画センター
（〒755－0033琴芝町一丁目2
－5、☎33－4004、>33－3958）
▷今年度の学習発表会を3月7
日㈯10時～16時、8日㈰9時～
15時に開催
●ふるさと学園ふれあい塾
!5月～来年3月#多世代ふれ
あいセンター$歴史、奇術、英
語、韓国語、中国語、パソコン、
習字、カメラ、将棋、釣り、健康
マージャン、コーラス、ピアノ、
陶芸、民謡、フラダンス、太極
拳など※募集要項は市役所、
各市民・ふれあいセンターに設
置%市内に居住か通勤し、3月
31日現在59歳以上の人&月
額3,000円※別途教材費（保
険料）が必要な場合あり~3月
17日まで_アジアJVふれあい
塾事務局（☎>38－7000）
▷今年度の学習発表会を3月
21日㈯10時から開催

日程や受講料などは
各申込先に問い合わせ

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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情報カレンダー情報カレンダー 2月1日～3月5日2月1日～3月5日

司法書士電話相談会（^0120－003－821　10時～16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）
1歳6カ月児健康診査（保健センター　13時～14時）
行政相談（市役所　9時～12時）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（図書館　13時半～15時）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
「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）
「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）
うべ暮らし交流カフェ（うべスタートアップ　11時～15時）
おはなし会（図書館　11時～11時半）
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（万倉ふれあいセンター　9時半～11時半）
1歳6カ月児健康診査（保健センター　13時～14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）
「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）
元気アップ教室（TOKiSMA　13時半～14時半）
キッズデー（学びの森くすのき　9時～17時）
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）
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）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～15時）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（図書館　13時半～15時）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）

プラネタリウム投影会　!2月2日㈰、9日㈰、16日㈰、23日㈷　各14時～15時
15分　#青少年会館　&19歳以上55円

2月1日㈯

2日㈰
4日㈫
5日㈬

6日㈭
7日㈮
8日㈯

9日㈰
14日㈮
15日㈯

15日㈯
16日㈰
17日㈪
18日㈫

19日㈬

21日㈮

22日㈯

23日㈷
25日㈫
26日㈬
27日㈭
28日㈮

3月4日㈬
5日㈭

定
例
無
料
相
談

■弁護士相談
　!2月19日㈬13時半～15時半　予約受付開始2月6日㈭8時半～
　!3月4日㈬13時半～15時半　予約受付開始2月20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　!2月12日㈬、26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　▷!2月8日㈯9時半～11時半
　#福祉会館　{8組（当日9時20分抽選）　▷!2月10日㈪9時半～11時
半　#船木ふれあいセンター　{8組　}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）

■中小企業・小規模事業者向けの経営相談　!2月18日㈫　#市役所
{4組　~2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～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　!2月18日㈫19時～21時　%不登校な
どの悩みをもつ小中学生の保護者　{2人　~2月14日まで　

　#_教育支援課（☎34－8630、>22－6071、相談場所は港町一丁目11－30）
■こども・若者相談ダイヤル　☎34－8333　!平日　8時半～17時15分

%子育て中の保護者、青少年と家族
■ひきこもり相談・ひきこもり家族相談会　!第2火曜、第4木曜　各10
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～金曜日　10時～19時、土曜日　
9時半～17時半　}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。

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

毎週木曜日と2月28日㈮　※祝日を除く

すべて予約不要で参加できます（㊒は有料、または一部有料）

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。

2月2日㈰ 9日㈰ 11日（火・祝） 16日㈰ 23日（日・祝） 24日（月・休） 3月1日㈰

よしもと小児科医院
中尾
☎22－0555

とみた小児科医院
妻崎開作
☎44－4150

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

かわかみ整形外科・
小児科クリニック
野原
☎37－3700

上宇部こども
クリニック
常盤台
☎29－1155

金子小児科
上町
☎22－0006

●歯科　日時　23日（日・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

宇部市　救急医療情報 検索
▷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）


