
（　）内は前月比。2019年10月末日現在
（転入・転出は10月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
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人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入336人　転出286人
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宇部市の100年を振り返る
 「写真・映像・音声」を募集します

　令和3年（2021年）に、市制施行100周年を迎える本
市は「宇部市制施行100周年記念市民プロジェクト」の
実施に向け取り組んでいるところ。
　この取り組みを加速し、記念事業の見える化を図る
ため、令和元年11月18日㈪、「市制施行100周年記念
事業推進課」を新設しました。
　大正10年（1921年）11月に、宇部村から一躍宇部市へ。
以来100年間、大きく変わってきた人々の暮らしや

まちの風景。本市が市民とともに歩んできた100年の
歴史を記録として残すため、写真や映像などを募集して
います。
　頂いた資料は、ホームページ上で紹介するとともに、
100周年の記念動画やデジタルアーカイブなどに活用し
ていきます。
 皆さんが所蔵する本市の貴重な歴史の記録をぜひ応
募してください。　　　　　　　  

光と音楽で紡ぐ、冬の思い出タペストリー

150万球の光がときわ公園の冬の夜を彩るイルミネーションイベント。
ときわ公園が幻想的な光の世界に包まれます。

150万球の光がときわ公園の冬の夜を彩るイルミネーションイベント。
ときわ公園が幻想的な光の世界に包まれます。

点灯期間　1月13日（月・祝）まで
　　　　　※12月31日㈫は休園
点灯時間　17時30分～21時30分
場　　所　ときわ遊園地ほか

①19時～　②20時30分～（各10分程度）

●イルミネーションコンテスト
募集したイルミネーション作品の中から大賞、
優秀賞などを決定して表彰します

●クリスマスカードイルミネーション
子どもたちから寄せられたメッセージカードのイルミネーションが、メイン会場
までの園路を照らします

●クリスマスカフェ
あたたかい食べ物や飲み物の販売、クリスマス限定メニューやおしゃれな
キッチンカーも登場します

●UBEビエンナーレ彫刻の丘ライトアップ 17時30分～21時30分

●「ぼたん苑」〝里山の灯り〟ライトアップ
17時30分～21時30分（日本庭園「由志園」との連携）

（土曜：17時～19時、日曜：13時～19時）●週末ステージイベント（土曜：17時～19時、日曜：13時～19時）
12月7日㈯、8日㈰、14日㈯、15日㈰、22日㈰、1月5日㈰、11日㈯、12日㈰

●石炭記念館夜間開館
展望台からファンタジア会場や宇部の夜景が楽しめます
12月29日までの土・日・祝日のみ、21時まで（入館は20時45分まで）

●Joli Hans Market 
ジョリ　　ハンズ　　　マーケット

▷プチハンドメイドマルシェ
　ZOOベニア館横に雑貨のお店が並びます
　12月21日までの金・土曜、各16時～21時

▷Joli Hans Market
　湖水ホールに40店舗以上の雑貨、
　ワークショップのお店が大集合
　12月15日㈰10時～15時30分

ジョリ　 ハンズ　　  マーケット

●遊園地夜間営業 21時30分まで

●光と音楽による
　イルミネーションショー

クリスマスフェスタ

日時　12月21日㈯16時～
場所　ときわ遊園地

●ステージイベント　16時～
　▷クリスマススペシャルライブ

　▷イルミネーションコンテスト表彰式　ほか
●クリスマスプレゼント抽選会　19時30分～
　ANA・JAL山口宇部空港⇔東京（羽田）線往復航空券、
　スターフライヤー北九州⇔沖縄（那覇）線往復航空券、
　COCOLAND朝食付きペア宿泊券などが当たる！
　▷抽選券配布　15時～　先着1,000人

（　　　　　　　　　　　　　　）ソレイユトリオ、水本諭、
DJ KOH、なかよし（nacayoci）

コ　コ　ラ　ン　ド

（詳細は2面参照）

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

募集要項はこちら

■問い合わせ　ときわ公園課　☎54－0551　>51－7205■問い合わせ　ときわ公園課　☎54－0551　>51－7205

▷福をつかめ！
　ニューイヤー大福もちまき
▷書初め「書家　玲泉」
　書のパフォーマンス
▷音楽ライブ　ほか

れいせん

1月4日㈯  15時～

TOKIWAファンタジア2019特設サイト⬆
http://tokiwa-fantasia.com/
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■問い合わせ　障害福祉課　☎34－8314　>22－6052

■問い合わせ
　人権・男女共同参画推進課　☎34－8308　>22－6016

■問い合わせ　学校教育課　 ☎34－8609　>22－6071

障害者への理解を深めましょう
ご存知ですか？ ヘルプマーク・ヘルプカード
●ヘルプマークとは

●試 験 日　12月21日㈯、22日㈰　市役所
●試験内容　記述試験、個別面接
●申込期限　12月16日㈪［必着］
●申込方法　▷持参、郵送
　　　　　　▷うべ電子申請サービス
　　　　　　　https://s-kantan.jp/ube-u/※受験申込書などは、人事課、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

援助や配慮を必要としていることが外見からは
分かりにくい人が、援助が得やすくなるように
作成された全国共通のマークです。

●ヘルプカードとは
障害のある人や高齢者など、支援
や配慮を必要としている人が周囲
に支援をもとめるためのカード。
必要とする支援内容や緊急連絡先

などを記入しておき、困ったときに周囲に提示するこ
とで、手助けをお願いしやすくするものです。必要な
人へ配布していますので、お問い合わせください。

　障害のあるなしにかかわらず、誰もがお互いの個性を認め合い、互いに支え合って、
いきいきと安心して暮らせるまちを目指しましょう。

　平和で豊かな社会を実現するために
は、「相手の気持ち」を考えて「思いや
りの心」を育てることが大切です。
　「部落差別解消推進法」「障害者差別
解消法」「ヘイトスピーチ解消法」がそ
れぞれ施行されています。一人ひとりが同和問題をはじめとする
さまざまな人権課題に対する正しい知識を深めましょう。

　新川市まつりで結婚式を挙げ
ませんか。「常盤通り」周辺を
人力車で巡行し、中津瀬神社で
挙式、新天町特設ステージで披
露宴を行います。

ヘルプマークやヘルプカードを持っている人が
困っていたら、思いやりのある行動をお願いします

12月3日～9日は障害者週間です

作品、パネルなどの展示
期間　12月2日㈪～6日㈮
場所　市役所ロビー
内容　宇部総合支援学校の児童・生徒の作品展示、障害者団体の活動紹介・
　　　障害者スポーツ紹介パネル展示など
障害のある人へのコミュニケーション支援
　手話、点字、音訳、要約筆記、簡単な文章とルビ、代読、代筆、介助などの
支援が、障害のある人と周囲の人たちとの円滑なコミュニケーションにつなが
ります。
●コミュニケーション支援に関する費用を助成します
　▷コミュニケーション支援用具などの製作費や購入費、コミュ
　　ニケーション支援者の設置に必要な費用など
　▷手話通訳士、手話通訳者、要約筆記者、同行援護者、職場適
　　応援助者（ジョブコーチ）の資格取得などにかかる費用

●相談窓口をご利用ください
　障害のある人とのコミュニケーション支援に関する相談を受け
　付けていますので、ぜひご利用ください。

12月4日から10日までは、
「人権週間」です

特認校就学制度による
就学希望者を募集

人権イメージキャラクター
人KENまもる君・
人KENあゆみちゃん

●人権に関する街頭啓発とパネル展示
　日時　12月8日㈰10時～16時
　場所　フジグラン宇部
●常設人権相談所
　人権擁護委員が相談に応じています。いじめ、家庭内のトラ
　ブルなど、お気軽にご相談ください。
　日時　平日　8時30分～17時15分
　場所・問い合わせ　山口地方法務局宇部支局　☎21－7211

●日　　時　令和2年5月5日（火・祝）10時～18時
●対　　象　来年挙式を予定しているカップル1組
　　　　　　（入籍の有無は問いません）
●申込方法　持参か郵送。氏名・年齢・住所・電話番号・応募動機・
　　　　　　宇部市との関わりなどに2人の写真を添付してください。
●申込期限　12月27日㈮[必着]

■申込先　うべ狐の嫁入り行列実行委員会　☎31－0251
　〒755－8558　松山町一丁目16－18　宇部商工会議所内

　住所地によって指定された学校ではなく、特認校に就学できま
す。特色ある小規模学校で学びませんか。

※住所地によって指定された学校が特認校の場合は、他の特認校
　への就学はできません。
※本制度により吉部小学校と万倉小学校を卒業した児童は、特例
　として楠中学校に就学できます。
●就学の条件　
　▷保護者が責任をもって通学させてください。
　　※バス通学者には、一定の助成があります
　▷保護者・子どもともにPTA活動などに積極的に参加してください。
●申込方法　学校教育課に備え付けの申請書を提出
　　　　　　 ※事前にお問い合わせください
●申込期間　12月2日㈪～27日㈮

●対象　本市の歴史、先人たちの歩んだ記録として後世に残すべき、
　写真・映像・音声（歴史、人物、建築物・施設、自然、文化、スポーツ、
　教育、食、物、仕事・企業、事件　など）
●応募方法　応募用紙と対象データなどを提出。要項は市役所、
　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。

●応募期限　12月25日㈬
■提出先・問い合わせ　市制施行100周年記念事業推進課
　☎34－8898　>22－6063　100th@city.ube.yamaguchi.jp
　※メールの場合は、開封確認メッセージの要求か、電話で到着確認をしてください

●特認校と受入可能人数（令和2年度）
学校名

厚東小学校
二俣瀬小学校
小野小学校
吉部小学校
万倉小学校
厚東川中学校

3
4
1
5
5
11

3
5
1
3
3
1

3
0
2
2
4

4
4
7
7
2

4
4
4
2
7

3
2
2
5
2
－

1年 2年 3年 4年 5年 6年

うべ狐の嫁入り行列
花嫁・花婿を募集
………………………

………………………

挙式費用は無料。副賞5万円、記念写真、記念ビデオなどを
プレゼント

特
典

宇部市の記憶を辿る 写真・映像・音声 大募集
市制施行100周年記念企画

▷写真は現像したもののみとします（ネガは不可）▷写真データはJPEG形式の
みとします▷映像データはAVI、MP4、MOV、WMV形式のいずれかとします
▷音声データはMP3、WMA形式のいずれかとします▷10MBを超える場合は
DVDなどの媒体で提出してください

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

働きがいも経済成長も　すべての人のための持続可能な経済成長、生産的な雇用と
　　　　　　　　　　　働きがいのある人間らしい仕事を促進する
持続可能な経済成長には、労働者が消耗せず働き続けられる環境と、安定した賃金の高い仕事が必要
です。　<目標８>では、雇用の創出を支援するとともに、強制労働や児童労働などを根絶し、働きがい
のある人間らしい仕事（ディーセント・ワーク）を達成することによって、持続的な経済成長を促進します。

宇部市の職員募集

市の施設などで働く人を募集

区　分 職　種 受験資格 採用予定人数
任期付
※任期は3年

保育士資格を有するか
令和2年3月末までに取得見込み保育士 25人程度

■申込先・問い合わせ　人事課　☎34－8129　>22－0686

[1次]
 ▷日時　1月18日㈯10時～（作文）
 ▷場所　男女共同参画センター
[2次]
 ▷日時　2月1日㈯9時～（面接）
 ▷場所　市役所

▷持参か郵送
　12月2日㈪～26日㈭
　[消印有効]
▷うべ電子申請サービス
　12月2日㈪～25日㈬
　https://s-kantan.jp/ube-u/

市民活動課
　☎34－8260
　>22－6016

保育幼稚園学童課
　☎34－8329
　>22－6051

▷日時　1月26日㈰9時～ 17時
▷場所　男女共同参画センター、
　　　　多世代ふれあいセンター

職　種 試験内容 申込方法 申込期間 申込先人　数

会計年度任用職員 2020年4月1日～2021年3月31日採用期間

ふれあいセンター
館長

①

ふれあいセンター
職員

市立保育園の
保育士・調理員
保育幼稚園学童課
事務職員
保育幼稚園学童課 
利用者支援員

②

20人程度

60人程度

100人程度

3人

1人

詳細は、12月中旬に市ホームページへ掲載します

③

④

⑤

申込書を提出。申込書
や受験案内は、申込
先、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

※①②…登録試験に合格し、名簿に登録された人の中から採用します。なお、登録と採用は別であり、登録者が必ず採用されるものではありません。
※上記以外の会計年度任用職員の募集情報は、詳細が決定次第、市ホームページなどに掲載します

臨時的任用教職員

■申込先　学校教育課　☎34－8611　>22－6071

●対　　象　必要な資格や免許を有していて、市内の小中学校で臨時的任用教職員
　　　　　 （教諭など、養護教諭、事務職員、栄養職員）として働きたい人
●登録方法　臨時的任用希望調書（登録書）を持参か郵送。登録書は申込先に設置
　　　　　　のほか、県教育委員会と市ホームページに掲載

●申請できる証明書など
　▷住民票の写し（同一世帯内の現在分）
　▷印鑑登録証明書（登録されている本人分）
●持参品
　▷本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、旅券など）
　▷印鑑証明書を取得する場合は、印鑑登録証かマイナンバーカード
■問い合わせ　市民課　☎34－8242　>22－6017

●対象　次の要件をすべて満たす人
　▷市内に住所か本籍があり、焼骨を持っている
　▷2年以内に墓碑を建てる予定がある
　▷同一世帯の人が市営墓地を使用していない

登録を随時受け付けています 広告掲載
事業者を募集

●市が送付する封筒

児童手当・乳幼児医療等
通知用

令和2年4月～

約25,000枚

40,000円

5cm×9cm

封筒の種類

使用期間
発送予定枚数

広告枠の規格
（縦×横）

広告料（1枠）

２枠募集数
1月31日㈮

子育て支援課
　☎34－8330
　>22－6051

申込期限

申込先

証明書デジタル申請窓口
ご利用ください

　市民課証明受付窓口に、「証明書デジタル申請窓口」を開設し
ました。書類の記入は不要で、タブレット端末に署名をするだ
けで証明書の申請ができます。

市営墓地の予約受け付け

墓地名称

募集区画
面積
使用料

白石公園
第1墓園D
11区画
4.00㎡
198,000円

4区
8区画
4.00㎡
198,000円

2区
15区画
6.25㎡
309,375円

楠岡ノ坂

■申込先　生活衛生課
　☎34－8251　>22－6016

●申し込みに必要な書類など
　埋葬・火葬許可証か焼骨の所在を証
　明できる書類、印鑑、市内に住所が
　ある人は本籍続柄記載の住民票（世
　帯全員）、市内に本籍だけある人は戸
　籍謄本
　※返還された空き区画については、
　随時申し込みを受け付けています。
●申込期間　12月2日㈪～6日㈮
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■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
※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

モ

モ

モ

モ

他

●干支展～子～　　
　干支のねずみに関する展示
　日時　12月7日㈯～1月26日㈰
　　　　9時30分～17時
●大王松の巨大松ぼっくりでクリスマスツ
　リーを作ろう！
　植物館でしか使えない材料で、自分だけのミ
　ニツリーを作ろう
　日時　12月7日㈯10時～11時30分
　費用　500円
　定員　20人程度
　申込期間　12月4日㈬～7日㈯
　申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　　　　☎37－2888　>37－2889
●野鳥観察会
　ときわ公園の野鳥を観察しよう
　日時　12月14日㈯9時～12時
　場所　ときわ公園正面入口集合
●描いちゃお！うべの彫刻作品展
　市内の「あなたの好きな野外彫刻」をテー
　マに募集した絵画作品の展示
　日時　12月14日㈯～3月15日㈰
　　　　9時～17時
　場所　UBEビエンナーレライブラリー
●しめ縄づくり
　日時　12月15日㈰13時～14時
　費用　300円
　定員　先着親子10組
　申込先　常盤動物園協会（☎21－3541）
●レモングラスやユーカリの葉でリースを作
　ろう！
　植物館の植物を使って、手作りのクリスマス
　飾りやお正月の飾りを作ろう
　日時　12月18日㈬10時～11時30分
　費用　800円
　持参品　軍手

　定員　10人程度
　申込期間　12月4日㈬～15日㈰
　申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　☎37－2888　>37－2889
●ときわミュージアム新春企画
　「植物年賀状展」
　植物のイラストや写真をテーマに募集した
　年賀状の展示
　日時　12月18日㈬～1月13日（月・祝）
　　　　9時～17時
　　※年賀状は12月13日㈮まで募集しています
●アルパカのおさんぽ　
　日時　12月21日㈯
　　　　15時30分～20分程度
　場所　アルパカ舎
　　　　（動物園入園料が必要）
●クリスマスイベント　
　▷ボンネットモンキーに特別なエサのプレ
　　ゼントと特別ガイド
　　日時　12月21日㈯12時45分～
　▷トカラヤギエサやり体験
　　日時　12月22日㈰13時～
　　定員　先着20人
　場所　各動物展示場
　　　　（動物園入園料が必要）
●リアル謎解きゲーム
　おしゃべりツリーと美しい花　
　謎を解くカギは、シンボルツリーに聞くしかな
　い！さあ、冒険しよう、世界を旅する植物館
　へ！
　日時　12月21日㈯～2月2日㈰9時30分～
　　　　17時（最終入館は16時30分まで）
　費用　100円（入館料は別途必要）
　　　　※小学生以下は保護者同伴

●UBEビエンナーレライブラリー
　工作コーナー
　彫刻オーナメントをつくってクリスマスツリー
　にかざろう！
　日時　12月25日㈬まで　9時～17時
　場所　UBEビエンナーレライブラリー
●ときわミュージアム
　オリジナルカレンダープレゼント！
　日時　1月1日（水・祝）～3日㈮
　　　　9時30分～17時
　定員　先着50人（なくなり次第終了）
●ときわ動物園オリジナルカレンダー配布
　日時　1月1日（水・祝）～3日㈮
　　　　9時30分～17時
　場所　ときわ動物園入口
　定員　各日先着100人
●アルパカえさやり
　当たりがでるとプレゼント
　アルパカのえさが入ったガチャガチャ（100
　円）を回してプレゼントを当てよう！
　日時　1月1日（水・祝）～3日㈮
　　　　①11時15分～11時45分
　　　　②14時45分～15時15分
　場所　アルパカ舎（動物園入園料が必要）
　定員　各先着25人
●お正月あそび　
　福笑いやすごろくなど、お正月の遊びを体験
　日時　1月1日（水・祝）～5日㈰
　　　　9時30分～17時
●園長による干支のおはなし　
　日時　1月2日㈭13時～14時
●お正月　おもちつき大会
　日時　1月3日㈮13時～
　場所　ときわ動物園入口
　定員　先着200人

…ときわミュージアム　　…ときわ動物園ミ

ミ

ミ

ミ

ミ

ミ

…体験学習館モンスタ …その他動

動

動動

動
動

開催場所の表示

SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

要事前申込

要事前申込

●ノーベル生理学・医学賞を受賞された京都大学高等
　研究院 本庶佑 特別教授に本市初の市民栄誉賞を授与

●「共生社会ホストタウンサミットin宇部」開催

●立地適正化計画の策定

宇 部 市 の 主 な 出 来 事2019年 宇 部 市 の 主 な 出 来 事2019年
2月

3月
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両市の歴史に新たな1
ページを刻むとともに、
さらなる都市間交流を
誓いました

1991年10月に現在地に移転・
開館してから28年での達成

旧
山
口
井
筒
屋
宇
部
店

に
、さ
ま
ざ
ま
な
世
代
が

楽
し
め
る
交
流
空
間
を
開

設
。社
会
実
験
の
場
と
し

て
も
活
用

東
側
か
ら
見
た
１
期
棟

の
完
成
予
想
図

●SWCの実現に向け5市町（宇部市、鹿児島県指宿市、岩
手県遠野市、京都府八幡市、埼玉県美里町）が「飛び地
型自治体連携」を組織

●スペイン カステジョ・デ・ラ・プラーナ市と姉妹都市提
携調印

●市議会議員一般選挙
●宇部SDGs推進センター開設

6月

4月

●旧山口井筒屋宇部店を宇部市が取得

7月
●新庁舎立体駐車場の供用開始
●図書館入館者1,000万人達成

●常盤町1丁目スマイルマーケッ
ト（TOKiSMA）オープン

9月
●全中学校の普通教室で空調設備の使用を開始
●スペイン カステジョ・デ・ラ・プラーナ市へ訪問団を派
遣し、経済分野での交流を開始

10月
●新庁舎1期棟の新築工事着工

11月
●うべ未来エネルギー株式会社の設立

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）にお問い合せください。
※12月1日㈰は広報うべ11月号に掲載済みです。

12月・年末年始の
　 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。

8日㈰ 15日㈰ 22日㈰ 29日㈰ 30日㈪ 31日㈫ 1月1日（水・祝） 1月2日㈭ 1月3日㈮ 1月5日㈰

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

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

鈴木
小児科医院
今村北
☎51－1100

むらかみこども
クリニック
東須恵
☎44－4976

竹川
小児科医院
厚南中央
☎41－3100

宇部市休日・
夜間救急診療所
琴芝町
☎31－1099

●歯科　日時　12月30日㈪～1月3日㈮　9時～17時 ※12時～13時は待合時間　場所　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099
●眼科・耳鼻咽喉科　日時　12月31日㈫～1月3日㈮　9時～17時 ※12時～13時は待合時間　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

宇部市　救急医療情報 検索

●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）

通常
業務

通常
業務

年
末
年
始
の
業
務
日
程

▷燃やせるごみ（焼却場、☎31－3664）
▷燃やせないごみ
　（リサイクルプラザ、☎31－5584）
▷埋立てごみ

図書館（☎21－1966）
学びの森くすのき（☎67－1277）

市営バスダイヤ（交通局、☎31－1133）

一般的な市施設や業務

資源ごみ拠点回収施設（新町、黒石）

持
ち
込
む
量
に
応
じ
て

料
金
が
か
か
り
ま
す

通常運行 通常運行

※「月・水・金の燃やせるごみ」：年末の収集最終日は12月29日㈰です。年始は1月5日㈰と6日㈪に分けて収集します。

日祝運行
日祝運行

終日利用可能 終日利用可能～13時 9時～
8時半～ 12時、
13時～ 16時半 8時半～ 12時、

13時～ 16時半

27日
㊎

28日
㊏

29日
㊐

30日
㊊

31日
㊋

1月1日
㊗

2日
㊍

3日
㊎

4日
㊏

5日
㊐

6日
㊊

月・水・金の
燃やせるごみ

プラスチック製
容器包装

12月29日㈰
臨時収集
※28日㈯の収集
　はありません

ごみの種類 校　　区 年　末 年　始

12月24日㈫まで

12月26日㈭まで

1月6日㈪から

1月5日㈰臨時収集
※6日㈪の収集はありません

1月7日㈫から

1月9日㈭から

ご
み
の
収
集

身近な市施設の開庁状況など

新川、鵜の島、小羽山、藤山、原、厚南、黒石、西宇部、
厚東、二俣瀬、小野、万倉、吉部

東岐波、西岐波、常盤、恩田、岬、見初、神原、琴芝、
上宇部、川上、船木

新川、鵜の島、小羽山、藤山、原、厚南、黒石、西宇部、
厚東、二俣瀬、小野、船木、万倉、吉部

東岐波、西岐波、常盤、恩田、岬、見初、神原、琴芝、
上宇部、川上

休み

休
み

休み

休み

休み 休み

☎
33
―
7
2
9
1

ご
み
の
直
接
搬
入

▷住民票と印鑑証明を27日㈮までに電話予約（☎34－8242）した人は、
9時～12時に市役所宿直室で受け取れます
　※12月28日㈯～1月7日㈫はコンビニ交付サービス休止。コンビニなどで住民
　票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書などの取得はできません

▷上下水道局（☎21－2171）は、料金納入に対応します

年末は大変混み合う
ことが予想されます

　（　　　　　　　　　　　）一般廃棄物最終処分場、
☎22－6890

9時～11時半、
13時～16時

9時～11時半、
13時～16時

9時～
19時 9時～18時

（　　　　　　　　　　）減便あり、12月25日まで
に各バス停に掲示

モ

ミ

ミ 要事前申込

他
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各集合場所から市役所までの清掃
活動※団体は要事前申し込み!12
月8日㈰9時50分～11時※雨天中止
#宮大路児童公園か宇部新川駅
前に集合<軍手}修養団宇部市
連合会事務局（☎41－5435、>44－
4423）

音楽団体「CLEIRE」のクリスマス
コンサート、母子保健推進員による
クリスマス曲のハンドベル演奏な
ど!12月12日㈭10時～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）

指揮者に田邉賀一を迎え、会場一
体の圧巻のフィナーレでハッピーエ
ンドな年末をお届けします!12月15
日㈰14時～#渡辺翁記念会館&一
般1,500円、高校生以下500円}文
化創造財団（☎35－3355、>31－
7306）

▷基調講演▷ダニエル・カールの
「防災がんばっぺ」トークショー▷パ
ネルディスカッション!12月20日㈮
13時15分～16時#文化会館}宇
部・山陽小野田消防局予防課（☎
21－7599、>21－6120）

基礎的な日本語と日本の生活習慣
などをクラス別に学習!1月8日～3
月11日の毎週水曜19時～21時（全
10回）#常盤工業会会館%市内に

在住か就労する外国人&500円|1
月8日19時から、会場で受け付けと
クラス分け}観光・グローバル推進
課（☎34－8136、>22－6083）

●SDGsで描く、私たちの将来の夢
$「持続可能な世界」と「未来の自
分」について子ども達と考えます
!12月7日㈯13時半～15時#うべ
スタートアップ%小学4～6年生と保
護者{15人（先着順）<筆記用具
| *氏名（フリガナ）、電話番号
~12月6日まで_宇部SDGs推進セ
ンター（☎39－5013、>39－5184）
●S D G s未来都市の取り組みと
2030年に向けた私たちのアクション
$中国地方のSDGs未来都市が本
市に集結！持続可能な地域づくりの
課題や解決方法を考えます!12月
23日㈪13時半～17時#文化会館
{ 5 0人（先着順）<筆記用具
|*=氏名（フリガナ）、所属名（企
業、団体、学校など）、電話番号
~12月18日まで_中国環境パート
ナーシップオフィス（☎082－511－
0 7 2 0、> 0 8 2－5 1 1－0 7 2 3）
matsuda@epo-cg.jp}政策企画グ
ループ（☎34－8113、>22－6008）
●SDGsってなに？in山口～世界のこ
とをジモトゴト、ジブンゴトへ～$黒
ラブ教授（吉本芸人）のトーク
ショー、SDGsババ抜きなど!1月18
日㈯13時～17時#ときわ湖水ホー
ル{80人（先着順）|*†_政策
企画グループ（☎34－8113、>22－
6008）https://s-kantan.jp/ube-u/、
JICA中国（☎082－421－6305、
>082－420－8082）

!$12月8日㈰14時～16時半「ス
タートアップ・志プログラム第3回」、
13日㈮18時半～20時「ICT・IoTビジ
ネス活用セミナー～新しい時代の
オープンイノベーション～」、16日㈪
18時半～20時「スタートアップ・志プ
ログラム第4回」、12月中旬18時半
～20時「起業家きらめきサロン」
#_うべスタートアップ（☎39－

5010、>39－5184）
https://ube-startup.com/

●古地図を片手にまちを歩こう：①
東コース（約4km）!12月9日㈪9時
50分～12時~12月6日まで②西コー
ス（約3.5km）!1月9日㈭9時50分～
12時~1月8日まで
#琴崎八幡宮バス停集合{各40
人（先着順）<タオル、飲み物
●伊能忠敬測量隊の歩いた道・山
陽道を辿る（約4km）!12月14日㈯
9時15分～12時半#二俣瀬ふれあ
いセンター集合{20人（先着順）
<タオル、飲み物、トレッキング
シューズ~12月13日まで
_観光・グローバル推進課（☎34－
8353、>22－6083）

認知症の人の世界や気持ちを理解
し、関わり方や対応を学びます!12
月14日㈯9時～12時#西ケ丘自治
会館|*?†_高齢者総合支援
課（☎34－8391、>22－6026）
https://s-kantan.jp/ube-u/

!12月16日㈪$▷講演会（14時～
16時40分）：テーマ「ちゃんと食べて
ちゃんと生きる～『食べ力』を子供の
時から身につけさせる～」、講師：村
上祥子（料理研究家）▷塩分測定
（13時半～13時50分）：家庭の汁物
（50ml程度）を持参※要申込#とき
わ湖水ホール{300人|?†氏
名、参加人数、電話番号~12月9日
まで_学校教育課（☎34－8611、
>22－6071）
https://s-kantan.jp/ube-u/

●クリスマスケーキを作ろう!12月
21日㈯12時～&1ホール2 ,500円
{18グループ（先着順）<エプロ
ン、三角巾、マスク~12月11日まで
●そば打ち体験!12月22日㈰9時
半～13時&2,000円{12人（先着
順）<エプロン、三角巾、マスク、持
ち帰り容器~12月15日まで
|*?=∑（7面）#_アクトビレッ

ジおの（☎64－5111、>64－2800）
actvillageono@gmail.com

①「ピアノの日」：ステージのピアノ
を利用できます!12月23日㈪、24日
㈫、25日㈬、各10時～17時（23日は
12時～17時）&30分1,000円
②「フリーステージの日」：何もない
ステージを利用できます!12月26日
㈭、27日㈮、各10時～17時&1時間
1,000円
#渡辺翁記念会館%小学3年生未
満は保護者同伴~12月7日から
_文化創造財団（☎35－3355、
>31－7306）

発達面に課題のある青少年への対
話による支援を学びます。講師：小
栗正幸（特別支援教育ネット代表、
特別支援教育士スーパーバイ
ザー）!12月27日㈮13時～15時
#ときわ湖水ホール{ 2 0 0人
|*+?氏名（フリガナ）、電話番
号、支援者は所属と職種~12月20
日まで（当日受付あり）_宇部市発
達障害等相談センターそらいろ
（〒755－0033琴芝町二丁目4－25、
☎43－6777、>43－7174）

12月20日までに受診できない人を
対象に、追加集団健診を実施しま
す▷検査項目：問診、身体測定、血
圧測定、血液検査、尿検査、心電
図、推定１日食塩摂取量検査!1月
11日㈯9時～12時#保健センター
%40歳以上の宇部市国民健康保
険被保険者{100人（先着順）<国
民健康保険被保険者証、特定健康
診査受診券、質問票~1月10日まで
_保険年金課（☎34－8338、>22－
6019）

●新年の五社めぐり!1月16日㈭
&8,800円（昼食付き）~1月10日ま
で（先着順）
●ジアウトレット広島とお土産のあ
なごめし弁当!1月26日㈰&7,900
円（お土産（あなごめし弁当）付き）

~1月17日まで（先着順）
●篠栗霊場　初不動!1月28日㈫
&9,400円（昼食付き）~1月17日ま
で（先着順）
_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

絵本の世界の楽しさや読み聞かせ
の技術を学ぶ講座!1月19日㈰、2
月2日㈰各10時～12時（全2回）%読
み聞かせボランティアに興味がある
人&1,000円※今年度宇部志立市
民大学の環境・アート学部か共生社
会学部の受講生は500円{30人
|*?∑（7面）~12月20日まで
#_図書館（☎21－1966、>21－
3801）

年齢や障がいの有無に関わらず、
誰もが楽しめるパラスポーツで行う
運動会です。ボッチャ、ゴールボー
ル、車いすリレーを行います!2月11
日㈷▷第一部（%小学生と保護
者）：9時半～12時▷第二部（%一
般）：13時半～16時#俵田翁記念体
育館{各8チーム（1チーム6～10
人）<室内用シューズ、タオル、飲み
物|?=チーム名、代表者の氏名・
住所・電話番号・メールアドレス、参
加者全員の氏名・生年月日~12月
27日まで_宇部市スポーツコミッ
ション（☎39－7653、>39－6584）
info@ube-sc.jp

あなたの大切な思い出を形に残す
記念樹を植樹しませんか。ヤマボウ
シ（樹高1.5ｍ）を植樹し、記念日と
氏名を掲載したプレートを設置しま
す!2月16日㈰10時～12時#ときわ
公園東側周遊園路沿い%誕生・入
学・卒業・結婚・就職・退職・還暦な
どの記念日を迎える人&8 ,000円
{20人程度|+∑（7面）と記念該
当者の氏名、記念日の名称と年月
日~12月18日まで_ガーデンシティ
推進グループ（☎34－8485、>22－
6008）

就職支援助成金として10万円を交

付します※書類審査あり%保育士
資格取得見込み、保育士養成機関
を来年3月卒業見込み、市内の私立
保育園などに就職が内定し常勤保
育士として2年以上継続して勤務す
るなどの条件があります{17人
|申請書などを持参か郵送。募集
要領・申請書などは市ホームページ
に掲載~12月2日～来年1月31日
［必着］_保育幼稚園学童課（☎34
－8244、>22－6051）

来年4月に小・中学校入学予定者の
保護者を対象に、就学援助費の申
請を受け付けます。認定された人に
は入学準備金を入学前（2月）に支
給します%次のすべてに該当する
人▷申請日時点で宇部市に居住し、
来年4月以降も宇部市に居住する
予定の人▷就学援助費の支給の対
象となる人（経済的な理由で給食
費などの支払いが困難と認められ
る人※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、同居者全員の平成31年
度所得証明書|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~12月2日～27日_教育
委員会総務課（☎34－8604、>22－
6066）、入学予定か兄姉が在学中
の公立小・中学校（私立などへの入
学予定者は教育委員会総務課で
受け付け）

不妊に関する悩み事に専門医や臨
床心理士が対応します（予約制）
!12月6日㈮15時～17時#_県宇
部健康福祉センター（☎31－3202、
>34－4121）

マイナンバーカードの交付通知書
が届いた人を対象に、休日臨時交
付窓口を開設します。受け取りには
事前の予約が必要です。なお、受取
場所を市民センターから市役所本
庁舎に変更する人は、12月18日まで
に予約をお願いします!12月21日
㈯8時40分～11時40分#_市民課
（☎3 4－8 2 6 4、
>22－6017）

ひとり親家庭や、障害のある児童を
養育している家庭のための手当で
す。支給要件や所得制限などの詳
細は問い合わせてください
▷児童扶養手当%離婚などにより
父か母と生計を同じくしていない
か、父か母が重度の障害の状態に
ある児童を養育している人など
▷特別児童扶養手当%身体や精神
に政令で定める程度の障害のある
20歳未満の児童を養育している人
_子育て支援課（☎34－8331、
>22－6051）

手当額▷20歳以上：月額27,200円▷
20歳未満：月額14,790円%精神、身
体に著しく重度の障害を有するた
め、日常生活において常時特別の
介護を必要とする在宅の障害者
（児）※支給基準や所得制限などの
詳細は問い合わせてください_障
害福祉課（☎34－8314、>22－
6052）

官民協働事業として市と㈱サイネッ
クスが共同し、子育て情報ガイド
ブック「うべ子育てマップ」を発行し
ます。作成にかかる経費は、掲載さ
れる広告収入を充てるため、㈱サイ
ネックスの職員が各事業所を訪問

して広告掲載の依頼をしますので、
ご理解とご協力をお願いします※㈱
サイネックスが各事業所を訪問する
際は、宇部市発行の「協働発行事
業者証明書」を携行します!発行
時期：来年4月（予定）}㈱サイネッ
クス（☎0834－32－3991）、こども・
若者応援課（☎34－8447、>21－
6020）

県勢や日常生活に役立つ統計資
料、各種名簿などを掲載した縦
14cm×横8cmの手帳#市役所、北
部総合支所、各市民センター、各ふ
れあいセンター（市民センターのあ
る校区と船木・万倉・吉部を除く）
&550円}総務管理課（☎34－
8114、>22－0686）、2月以降は県統
計協会（☎>083－934－3110）

補装具の要否判定、適合判定など
!1月8日㈬15時～16時#多世代ふ
れあいセンター~12月16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!1月
11日㈯13時～15時#福祉会館%本
人、家族_むつみ会（☎35－3365）

「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　12月15日㈰13時～16時30分
●場所　秋芳ロイヤルホテル秋芳館
■問い合わせ　山口大学秋吉台アカ
　デミックセンター（☎0837－62－
　0026）

●日時　12月21日㈯～22日㈰
　9時30分～17時（入館は16時30
　分まで）
■場所・問い合わせ　防府市青少年
　科学館（ソラール）（☎0835－26－
　5050）

●日時　12月22日㈰14時～
■場所・問い合わせ　不二輸送機　
　ホール（☎71－1000）

 　
●日時　12月31日㈫まで
　日没～22時
●場所　亀山公園
■問い合わせ　日本のクリスマスは
　山口から実行委員会（☎083－
　925－2300）

 　

●日時　1月5日㈰まで
　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）

●時間　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）

ソラールの
クリスマス2019シンポジウム「秋吉台の赤土のひ

みつ　～いったいどんな土なの？
土が語る秋吉台の自然と歴史～」

やまぐち少年少女
合唱祭 in 山陽小野田

亀山周辺ゾーン
灯りの丘プロジェクト

創建300年記念特別展「長州藩校 
明倫館　―武士たちの学び舎ー」

旧畑迫病院　貴重なレントゲン
装置一式　一般公開開始

❻ ❼

お知らせ
催し 事前申込

なしで参加
できます

ク　レ　ー　ル

SDGs関連イベント

募　　集

うべスタセミナー アクトビレッジおので
体験イベント

てくてくまち歩き

認知症SOS模擬訓練
（徘徊模擬訓練）

つながる食育講演会

ぶちえぇ響き！
貸し切り記念会館

そらいろ講演会

無料で受診できます！特定
健診追加集団健診受付中！　　　　　　　　　

「わたしの記念樹」の
植樹者

宇部志立市民大学
「絵本の読み聞かせ講座」

あすチャレ！運動会in宇部

就学援助費（入学準備金）
の申請

不妊専門相談

マイナンバーカードの
受け取りは済みましたか

ファミリーコンサート

第九「歓喜の歌」で
HAPPY END 2019

住宅防火防災推進
シンポジウム

外国人のための
日本語講座（冬期）

年末街頭美化清掃

交通局の旅プラン　　

児童扶養手当、特別児童
扶養手当の申請

特別障害者手当、
障害児福祉手当の申請

「うべ子育てマップ」
広告掲載のお願い

令和2年版
県民手帳の販売

身体障害者の巡回相談

統合失調症・
うつ病相談会

市内に就職する新卒保育士
に助成金を交付します

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

SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

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

α米の試食、災害時要援護者避難制度の講義、警戒レベルの説明、段
ボールで簡易ベッド作成、自助具や簡易トイレなどの展示!12月7日㈯
13時～16時#多世代ふれあいセンター}宇部市障害者ケア協議会身
体部会事務局（ぴあ南風）（☎43－6236）

　㈶自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として行ってい
るコミュニティ助成事業により、市コミュニティ推進地区連絡協議会
が、パソコン、会議用テーブル、折りたたみ椅子、発電機など地域活
動に必要な備品を整備しました。また、西宇部町
自治会がやぐらと格納用の物置を整備しました。

くらし改善アイディア公開＆交流広場

日本マラソン界の一時代を築いたランナーによる講演!12月18日㈬18
時半～20時#文化会館{500人（先着順）|*?=代表者氏名、参加
人数、電話番号、勤務先~12月9日まで_宇部法人会（☎33－8610、
>33－8612）info@ubehoujinkai.or.jp

瀬古利彦講演会「心で走る」

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
岡崎　恵子（大阪府吹田市）
吉武　秀人（東京都墨田区）
砂本　清（奈良県生駒市）
第17回　村重ユリエ チャリティーコンサート実行委員会（大字東須恵）
宇部華道協会（恩田町）
宇部工業株式会社（大字妻崎開作）
新光産業株式会社（厚南中央）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
500,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000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
（10月分、敬称略）

コミュニティ活動で使える備品を整備しました

■問い合わせ　市民活動課
　☎34－8233　>22－6016



広報うべ 2019年12月号❽ SDGs未来都市・宇部

情報カレンダー情報カレンダー 12月1日～1月5日12月1日～1月5日

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」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時半）
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）
1歳6カ月児健康診査（保健センター　13時～14時）
献血・400mL限定（フジグラン宇部　9時半～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）
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（吉部ふれあいセンター　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）

3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
冬のDVD上映会（紅白が生まれた日）（学びの森くすのき　10時半～11時42分）
「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）
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（幼児～小学生向け）（図書館　11時～11時半）
冬のDVD上映会（ころわんのおはなし）（学びの森くすのき　14時～14時25分）
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(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）
冬のDVD上映会（おしりたんてい）（学びの森くすのき　13時半～15時半）
行政相談（福祉会館　9時～12時）
冬のDVD上映会（おしりたんてい）（学びの森くすのき　13時半～15時50分）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～15時）
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）

プラネタリウム投影会　!12月1日㈰、8日㈰、15日㈰、22日㈰各14時～15時
15分　#青少年会館　&19歳以上55円

12月1日㈰
4日㈬

5日㈭
6日㈮
7日㈯

8日㈰
10日㈫

13日㈮

14日㈯

15日㈰
16日㈪
17日㈫

18日㈬

19日㈭
20日㈮

21日㈯

24日㈫

25日㈬

27日㈮
29日㈰

1月4日㈯

●文連フェスティバル　12月8日㈰10時～　㊒
●優良文芸作品展　12月11日㈬～15日㈰10時～17時※最終日は16時まで

芸術祭 ※会場は文化会館

定
例
無
料
相
談

■弁護士相談
　!12月18日㈬13時半～15時半　予約受付開始12月5日㈭8時半～
　!1月6日㈪13時半～15時半　予約受付開始12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　!12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　!12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　!第3金曜日（祝日などの場合は直前の平日）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　!12月17日㈫　#市役所

{4組　~12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部（☎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　!12月17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　~12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）
■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。
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後期高齢者医療制度の各種手続き、保険料の納付と相談
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　

保険年金課　☎34－8343　>22－6019

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12月27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）

 市内全高等学校（10校・18グループ）が
制作した宇部市PR動画の発表会を開催しま
す。優秀作品は審査と来場者投票で決定
し、市のPRに活用します。
 宇部市の未来を担う若者たちに熱いエール
をお送りください！

　多世代ふれあいセンター内に隠されてい
る宇部にちなんだ〝謎〟を解き、制限時間
内に最後の問題をクリアすると脱出成功！

●日時　12月22日㈰10時～15時20分
●場所　多世代ふれあいセンター

●日時　12月22日㈰9時～17時
●申込先　サブロクイメージワークス㈱
　☎31－4878　tanaka@360imageworks.jp
　※小学生以下は保護者同伴　※当日参加枠あり

■問い合わせ　広報広聴課　☎34－8124　>22－6063
■問い合わせ　こども・若者応援課
　　　　　　　☎34－8447　>21－6020

「リアル脱出ゲーム in 宇部」
同時開催高校生による宇部市PR動画コンテスト


