
（　）内は前月比。2019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
78,474
85,913
164,387
79,376

（－21）
（－74）
（－95）
（4）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入342人　転出332人
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11月14日は世界糖尿病デー。
自分のために、家族のために、健診を受けましょう。

　11月11日～17日の「全国糖尿病週間」に合わせ、予
防と治療の啓発活動として、ときわ公園の観覧車が糖
尿病のシンボルカラーのブルーにライトアップされま
す。
　日本人に多いⅡ型糖尿病は、生活習慣を見直すこと
で予防できます。そこで、第一歩として事業所などや市
が行う健診を受けて、自分の体の状況を知りましょう。

　市では、特定健診とがん検診が同時に受診できる
総合集団健診を行っています。
　11月、12月は厚南市民センターと宇部市保健セン
ターで実施。女性限定日には、託児も利用できます。
受診には予約が必要。まずは、担当課や市ホームペー
ジで日程などをご確認ください。

■問い合わせ
　健康増進課
　☎31－1777
　>35－6533

健診の詳細はこちらから

UBEビエンナーレ 受賞作品が決定！第28回
11月24日㈰まで
ときわミュージアム 
UBEビエンナーレ彫刻の丘

■問い合わせ　UBEビエンナーレ推進課
　☎51－7282　>51－7205

　42カ国318件の応募の中から選ばれた15点の実物制作指定作品の中から、各賞を受賞し
た8作品を紹介します。
　世界でもっとも歴史ある野外彫刻の国際コンクール「UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）」
は2年に一度の開催。広大な常盤湖を望む緑豊かな会場で、ぜひ実物をご覧ください！

大地に飛来した草花の種
子は、根を張り子孫を残

す。それは単なる偶然ではなく、時間、気候、風
向きなど全ての条件が整った結果である。我々
人間も世界中で自然発生的に生まれ、暮らして
いるように見えるが、その時、その場所での必
然である。この作品は、動植物に共通する「奇
跡の誕生」を現したものである。やがて様々な
植物が寄り集まり、この宇部の地で成熟してい
くだろう。今は、はじまりのはじまり。

会期
会場

はじまりのはじまり

Plantronica Ube

大賞
（宇部市賞）

宇部興産
グループ
賞三宅　之功

岡田　健太郎
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collecting view in the well

山口
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風   路

島根県
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川村　秀彦
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毎日
新聞社賞

仲田　守
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宇部商工
会議所賞

加藤　淳

雲の上にあるもの

山口県立
美術館賞

関　玄達

みんなで微笑む（虹色の椅子）

島根県立
石見美術館

賞

志賀　政夫

作品コンセプト

●来場者の人気投票により決定する
　「市民賞（緑と花と彫刻の博物館賞）」は、
　11月3日（日・祝）宇部まつり会場で発表
　します
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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

1億9336万円
1425万円

174億1582万円
204億842万円
26億1588万円

1億9336万円
1425万円

178億405万円
207億3781万円
26億6948万円

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

特別会計名 歳　入 歳　出
2億6087万円
1億2382万円
4044万円
1301万円

410億8586万円

2億6087万円
1億7247万円
4048万円

1億688万円
419億9963万円

会計名
（問い合わせ）

収益的収支 資本的収支
収　入

38億4594万円

58億8912万円

9億6496万円

32億5227万円

54億46万円

9億8374万円

5億9367万円

4億8866万円

－1878万円

8億1468万円

24億9014万円

3122万円

24億1439万円

50億9757万円

1億1585万円

－15億9971万円

－26億743万円

－8463万円

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28年度 29年度 30年度
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〈普通会計〉 市債の残高（市の借金）
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681億7301万円 656億2540万円667億1275万円

〈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）
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〈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、93.8％
と、前年度より0.4ポイント上昇して
います。

　市債（借金）残高は、小学校空調整備やブロック
塀緊急対策工事などに係る市債を翌年度に繰り越
したことや第三セクター等改革推進債の繰上償還
などにより、発行額が元金償還額以下となったこ
とで減少しました。

　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。

宇部市営旅客自動車運送事業審議会　委員募集
●内容　これからの公共交通とバス事業に関する提言や検討
●応募資格　市内に在住、通勤、通学する20歳以上で、交通まち
　づくりに興味がある人
●募集人数　2人　※日中に開催する会議に出席できる人を優先

●応募方法　小論文「交通まちづくりについて」（800字以内）と、応募
　用紙を郵送か持参。応募用紙は、交通局、新川営業所に設置のほか、
　交通局ホームページに掲載
●応募期限　11月29日㈮［消印有効］
■申込先・問い合わせ　交通局　〒759－0134　大字善和203-90
　☎31－1133　>22－1772　info@ubebus.jp

令和2年4月1日から  会計年度任用職員制度が始まります

耐震、バリアフリー、省エネ改修に伴う固定資産税の減額

　臨時・非常勤職員の適正な任用と勤務条件を確保するため、地
方公務員法が改正されたことに伴い、宇部市の臨時・非常勤職員
（嘱託職員）は令和２年度から会計年度任用職員に移行します。

　募集する職種や応募方法、勤務条件などの詳細については、随
時、市のホームページで公開するほか、市役所、北部総合支所、
各市民・ふれあいセンターに募集要項を設置します。

　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26年1月2日～令和2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15億9525万円）を、公園、下水道などの都市計画事業に充てています。

651億2804万円

635億2343万円

■問い合わせ　財政課
　☎34－8173
　>22－6083平成30年度決算

決算収支

今後の取り組み

平成30年度の主な取り組み

市税

国・県支出金

地方交付税

市債

繰入金

その他

245億1872万円

149億3085万円

85億9418万円

51億4840万円

16億8993万円
38億3493万円

分類 対前年度増減率 金額

歳出

歳入
市民税の増などにより1.7％の増
臨時福祉給付金支給事務費補助金の減などにより
5.6％の減
基準財政収入額の増などに伴う普通交付税の減
により4.0％の減

地方譲与税・
県税交付金等 40億3394万円地方消費税交付金の増などにより2.4％の増

市営住宅建設事業債の減などにより5.7％の減

土地売払収入の減などにより9.2％の減

減債基金繰入金の減などにより6.6％の減

使用料・手数料
分担金・負担金 23億7708万円休日・夜間救急診療所診察料の減などにより

2.7％の減

177億2877万円

91億5561万円

78億2276万円

67億9907万円

65億7901万円

56億2921万円

14億2904万円
83億7999万円

分類 金額
臨時福祉給付金等事業経費の減などにより0.9％の減

退職手当の増などにより3.9％の増

介護保険事業会計繰出金の増などにより0.4％の増

事業所設置奨励経費の減などにより0.4％の減

長期債償還金の減などにより10.3％の減

見初団地建替事業費の減などにより11.9％の減

減債基金積立金の減などにより31.2％の減

ごみ焼却施設管理運営経費の増などにより2.8％の増

扶助費

人件費

繰出金

補助費等

公債費

建設事業費

積立金

その他

　市財政の状況は、市債残高の縮減を
はじめ将来負担比率の低下など、負債
面の改善は進んでいるものの、経常収
支比率の高止まりなど、財政の弾力性の
面では改革道半ばの状況にあります。
　このような中、第四次宇部市総合計
画後期実行計画を着実に推進していく
ため、財政基盤の強化に向け、引き続
き、宇部市行政サービス改革推進計画
と、宇部市財政運営指針2018年度～
2021年度に基づく歳入確保や歳出改
善を図っていきます。

〈一般会計〉

〈一般会計〉

対前年度増減率

実質収支
11億3531万9千円

　平成30年度は、「第四次宇部市総合計画後期実行計画」のスタートを切る年として、オー
ル宇部市でチャレンジする５つのまちづくりのテーマ「産業力強化・イノベーション創出の
まち」、「生きる力を育み、子どもの未来が輝くまち」、「健幸長寿のまち」、「共に創る魅力・に
ぎわいあふれるまち」、「安心・安全で、快適に暮らせるまち」の目標達成に向けて、着実な
一歩を踏み出すための取り組みを推進しました。

▷「うべ産業共創イノベーションセンター　志」の開設、運営（0.4億円）
▷次世代型農業実証事業（農業センサーなどの活用・導入支援など）（0.2億円）
▷本庁舎建設事業（立体駐車場整備工事など）（5.2億円）
▷ガーデンシティ構想推進事業（構想策定、シンボルロード整備など）（0.5億円）
▷乳幼児医療扶助経費（所得制限の撤廃）（2.9億円）
▷子どもの貧困対策事業（居場所づくり、学習支援）（0.1億円）
▷コミュニケーション支援充実事業（障害者とのコミュニケーション支援人材養成、支援員
窓口配置など）（0.2億円）
▷恩田運動公園スポーツパーク整備事業（俵田翁記念体育館耐震改修工事など）（2.6億円）

※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

歳入
市税
37.6％

国・県支出金
22.9％

地方交付税
13.2％

地方譲与税・
県税交付金等

6.2％

使用料・手数料
分担金・負担金

3.6％

繰入金
2.6％

その他  5.9％

市債  7.9％

■問い合わせ　人事課　☎34－8129　>22－0686

■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日以降の
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日以降の工
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

238億4961万円

443億2341万円 434億4760万円

232億6516万円

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

歳出
性質別

扶助費
27.9％

人件費
14.4％

公債費
10.4％

繰出金
12.3％

補助費等
10.7％

積立金
2.2％ その他

13.2％
建設事業費
8.9％

〔見込み〕
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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　11月7日㈭19時～20時半
●場所　美祢市民会館大ホール
■問い合わせ　美祢市生涯学習
　スポーツ推進課（☎0837－52
　－5261）

 　
●日時　11月10日㈰8時～16時
●場所　萩城跡ほか萩市内各所
■問い合わせ　実行委員会
　（☎0838－25－3139）

●日時　11月10日㈰11時～18時
●場所　厚狭駅前商店街
■問い合わせ　山陽商工会議所 
　（☎73－2525）

 　
●日時　11月16日㈯、17日㈰
　各10時～19時
●場所　山口情報芸術センター
　[YCAM]
■問い合わせ　山口市文化振興
　財団（☎083－901－2222）

●日時　11月23日（土・祝）18時～
　※11月24日㈰は天神おんな
　　神輿
■場所・問い合わせ　防府天満宮
　（☎0835－23－7700）

●日時　11月24日㈰まで
　日没～22時　※月曜休館
■場所・問い合わせ　堀庭園
　（☎0856－72－0010）

御神幸祭（裸坊祭）

堀庭園ライトアップ
萩時代まつり

厚狭秋まつり

YCAMオープンラボ
2019美祢市民大学講座

■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

●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　11月4日（月・休）9時30分～17時
　　　　（パスポートの販売は16時まで）
●ときわミュージアム「写真展」
　ときわミュージアム周辺と世界を旅する植物館の
　「植物」をテーマに募集した写真の展示
　日時　11月6日㈬～12月2日㈪9時～17時
●市民大茶会
　日時　11月10日㈰10時～15時
　場所　ときわ湖水ホール、レストハウス
　費用　三流派：通し券1,000円
　　　　一流派：当日券400円
　問い合わせ　宇部観光コンベンション協会
　　　　　　　☎34－2050
●葉っぱでアート
　日時　11月16日㈯、17日㈰11時～12時
　費用　300円
　持参品　額（A5判程度）、
　　　　　写真などコラージュ
　　　　　したい物
　定員　各先着10人
　申込期間　11月6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

●ときわ公園フリーマーケット
　日時　11月17日㈰8時～14時　※雨天中止
　場所　東駐車場
　問い合わせ　事務局　®080－2884－0270
●動物写真コンクール展
　日時　11月24日㈰まで　9時30分～17時

●ミニ企画展
　石炭記念館開館50周年記念展「石炭記念館　
　50年の歩み」
　日時　来年3月23日㈪まで　9時30分～17時

TOKIWAファンタジア2019

石

…ときわ湖水ホール　　…体験学習館モンスタ　　…その他

遊

湖…ときわミュージアム　　…石炭記念館石 …ときわ遊園地　　遊ミ

ミ

ミ

遊

11月24日㈰まで開催中
公式ホームページ　http://ube-artfesta.jp/

第28回UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）

うべの里アートフェスタ

まちなかアートフェスタ

宇部市芸術祭

■問い合わせ　UBEビエンナーレ推進課　☎51－7282　>51－7205

■問い合わせ
　共生社会ホストタウン推進グループ　☎34－8468　>22－6008

■問い合わせ　文化創造財団　☎35－3355　>31－7306
　※各展示やイベントの開催日程は、情報カレンダーに掲載

　2018年に上演された市民参加型市街劇「日常劇場 All the world’s a 
　stage」（葛谷春光堂）のアートスペース・バー「コンフリ宇部」が再登場！
▷アートプリントワークショップ
　テーブルや壁面に写真などを転写します。スマホであなたの宇部での日常
　を撮影して来てください！
　日時　11月9日㈯13時～16時（随時受付、制作時間約30分）
▷アートギャラリーイベント
　アートギャラリー披露・展示、アーティストトークなど
　日時　11月24日㈰17時～

ドビュッシー、ショパンを演奏します

　日時　11月17日㈰11時～15時
　場所　新天町名店街

日時　11月10日㈰～24日㈰
　　　10時～20時（月～金）、10時～18時（土・日）
場所　にぎわい宇部（中央町三丁目3-18）

■申込先・問い合わせ　北部地域振興課　☎67－2812　>67－2158

●馬場良治展　日本画の世界－雨－
馬場良治：国宝や重要文化財の彩色調査と復元技術の第一人者として活躍
　　　　　する修復家。独自の日本画制作にも力を入れています。
日時　11月16日㈯～12月8㈰10時～16時　※火曜休館
場所　ときわ湖水ホール
費用　500円　※高校生以下、70歳以上、
　　　障害者手帳をお持ちの人は無料
▷オープニングイベント＆ギャラリートーク
　11月16日㈯10時～

プラモデル、ラジコン、ミニ四駆などで遊ぼう
日時　11月10日㈰10時～15時
場所　旧吉部小学校

●ホビーフェス！

初日は、ライブドローイングを開催
日時　11月10日㈰～17日㈰10時～15時　場所　永山本家酒造場

●kozi69イラスト展～わたしたちの宇部～

日時　11月23日（土・祝）10時～15時　場所　楠こもれびの郷
●秋の収穫祭

日時　12月7日㈯18時～　場所　万倉ふれあいセンター
●岩戸神楽舞

●「コンフリ宇部」（中央町三丁目10－11）でのイベント

●「誰かこのブロンズの若者にほれるものはないか。
　　　　　　　この若者は未だに生きているぞ。」写真展

日時　11月10日㈰14時～17時（随時受付、制作時間約1時間）
場所　にぎわい宇部（中央町三丁目3-18）　費用　1,000円

日時　11月17日㈰14時～
場所　文化会館　費用　一般2,000円、高校生以下1,500円

●「彫刻シルエットＴシャツをつくろう！」ワークショップ

●　パンマルシェ

●三隅香織ピアノリサイタル

SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

モ

モ

他

湖 他

他

▷折り紙タペストリーをつくろう！＜ポインセチア編＞
日時　11月16日㈯10時～11時
費用　100円　定員　先着10人　申込期限　11月10日㈰
▷松ぼっくりでクリスマス雑貨をつくろう！
日時　11月17日㈰　①スノーマン＆ミニツリー　10時～11時
　　　　　　　　　 ②リース＆ミニツリー　11時～12時
費用　各200円　定員　各先着10人　申込期限　11月10日㈰

■場所・申込先　学びの森くすのき（☎67－1277、>67－0691）

▷マカロンタワーをつくろう！
日時　11月30日㈯
　　　①10時～11時　②11時～12時　③13時15分～14時15分
費用　200円　定員　各先着6人　申込期限　11月22日㈮

学びの森くすのきワークショップ 要事前申込

▷期　間　11月30日㈯～来年1月13日（月・祝）
　　　　　※12月31日除く
　　　　　17時30分～21時30分
▷点灯式　11月30日㈯17時30分～

特設サイトはこちら➡

ほか

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

安全な水とトイレを世界中に
すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する
世界人口の10人に3人は安全に管理された飲料水サービスを利用できません。また、世界人口
の40％を超える人々が水不足の影響を受けていますが、この割合はさらに増えると予測されて
います。　<目標６>では、人々の健康と生態系の保全のため、インフラを整備し、水資源を持続
可能な形で管理することを目指します。

エネルギーをみんなにそしてクリーンに
すべての人に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
私たちの日常生活は、ビジネス、インフラ、通信など多くの分野においてエネルギーにより支えら
れていて、ライフスタイルの変化や産業の発展により電力使用量は増え続けています。　<目標
７>では、二酸化炭素の排出が少ない太陽光や風力などの、再生可能でクリーンなエネルギー
を確保することを目指します。

山口ゆめ回廊
図書館めぐりスタンプラリー
　7市町（17図書館）のうち、4市町以上の図書館を
回ってスタンプを集めると、抽選で200人に記念品
が当たります！（台紙は各図書館に設置）
●開催期間　令和2年1月19日㈰まで
●応募方法　スタンプを押印した台紙を、いずれか
　　　　　　の図書館の窓口へ提出

　7市町すべてのスタンプを集めた人には、もれ
なく記念品をプレゼント！さらに抽選で20人にス
テキなプレゼントが当たります！

■問い合わせ
　図書館　☎21－1966　>21－3801

Ｗチャンス

●ボールであそぼう！
　自宅でもできるボール遊び
　▷時間　9時～11時30分
　▷対象　小学1～3年生と保護者か引率者
　▷定員　80組160人（先着順）

●キッズチャレンジ
　トップアスリートとのボールゲーム
　▷時間　13時～16時30分
　▷対象　小学4～6年生
　▷定員　120人（先着順）

俵田翁記念体育館リニューアル企画

SOMPOボールゲームフェスタ
とき　令和2年2月9日㈰　ところ　俵田翁記念体育館

▷持参品　室内用シューズ（上靴可）
▷申込方法　郵送、FAX、持参のいずれかで
　　　　　  申込書を提出。
　　　　　  ※申込書は公共施設などに設置
▷申込期限　12月27日㈮
■申込先　文化･スポーツ振興課　☎34－8628　>22－6083

■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
　▷点灯式　11月16日㈯16時～
　▷点灯期間　来年1月5日㈰まで
　　17時～21時30分（送迎デッキの無料開放
　　7時～21時）
●青少年会館「チャイルドドリーム」
　子どもたちとつくる夢いっぱいのイルミネーション
　▷点灯式　11月23日（土・祝）18時～
　▷点灯期間　来年1月5日㈰まで
　　17時30分～21時30分（予定）
●わいわいぱあ～く（中央街区公園）
　「サンタクロスロード2019」
　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30日㈯～来年1月4日㈯

　　17時～24時（予定）
●ときわ公園「TOKIWAファンタジア2019」
　ときわ公園の冬を彩る中国地方最大級のイルミ
　ネーションイベント
　▷点灯式　11月30日㈯17時30分～
　▷点灯期間　来年1月13日（月・祝）まで
　　※12月31日は休園
　　17時30分～21時30分
　▷クリスマスフェスタ　12月21日㈯16時～
●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
　▷点灯式（80周年記念イベント）
　　11月30日㈯17時30分～
　▷点灯期間　来年1月13日（月・祝）まで
　　17時30分～21時30分

運転手さんはサンタさん！？
　山口宇部空港から宇部新川駅までをつなぐ
イルミネーションバスを運行
▷運行日　11月30日㈯、12月1日㈰、7日㈯、
　8日㈰、14日㈯、15日㈰、21日㈯、22日㈰
▷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

開催場所の表示

参加者（子ども
）には

オリジナル

Ｔシャツ

プレゼント！

要事前申込

ときわミュージアム新春企画 「年賀状展」作品募集！
植物のイラストや写真をテーマにした年賀状を募集します
申込方法　年賀はがきを持参か郵送
申込期限　12月13日㈮
申 込 先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　　　　（〒755－0025野中三丁目4－29、☎37－2888）

kouhou
線

kouhou
線

kouhou
テキストボックス
※点灯式は中止に　なりました
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ストリートファイター、ウイニングイ
レブン、グランツーリスモ、ぷよぷよ
など。ボッチャの体験も実施!11月
9日㈯10時～15時#多世代ふれあ
いセンター}こども・若者応援課
（☎34－8447、>21－6020）

▷校区対抗家庭省エネ合戦報告
会▷宇部SDGsパブリック・ディベー
ト大会決勝▷ワークショップ：ミニ
ソーラーカー工作教室（先着30
人）、松ぼっくりや木枝を使った飾り
づくり▷絵本の読み聞かせなど
!11月10日㈰10時～15時#図書
館}環境政策課（☎34－8246、
>22－6016）

●県豊魚祭$▷ふるさとの海・川
に関するポスター表彰と展示▷森・
川・海の幸交換▷種苗放流など
●宇部さかなまつり$▷活魚・鮮
魚、農林水産物の加工品、飲食物
の販売▷貝汁の無料配布（数量限
定）▷餅まき▷ステージイベントなど
!11月17日㈰9時半～15時#うべ
新鮮市場 元気一番周辺}県漁協
宇部岬支店（☎31－0233、>31－
0232）

保育園園児のダンスと合唱、人権
作文の表彰・朗読、講演会「外国
人の人権」、人権相談コーナー、紙
芝居、ぬり絵など!11月23日㈷13
時～16時15分#多世代ふれあい
センター}人権教育課（☎34－
8620、>22－6072）

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：ダンスやコーラスなど!12月1
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］）

マルシェ（有機野菜や手作り加工
品・物品販売など）、有機農業に関
する講演会・DVD上映、健康相談
コーナー、しめ縄づくり体験、クイズ

ラリー（全問正解で景品あり）、パ
ネル展示（各団体の活動紹介）
!12月8日㈰9時半～16時#ときわ
湖水ホール&しめ縄づくり体験
500円（先着50人）}農林振興課
（☎67－2819、>67－2316）

狂言師・野村万蔵と南原清隆によ
る古典と現代の「笑い」のコラボ
レーションをお楽しみください！!2
月22日㈯15時～#渡辺翁記念会
館&全席指定：一般5,800円、高校
生以下2,500円}文化創造財団
（☎35－3355、>31－7306）

●うべスタセミナー!$11月7日㈭
18時半～20時「スタートアップ・志
プログラム」（#山口大学常盤キャ
ンパス）、8日㈮18時半～20時「ビジ
ネススキル向上セミナーⅠ」、12日㈫
13時半～15時「女性活躍推進セミ
ナー」、22日㈮18時半～20時「ビジ
ネススキル向上セミナーⅡ」、30日
㈯13時～「ビジネスプランコンテス
ト2019　最終審査会」#_うべス
タートアップ（☎39－5010、>39－
5184）
https://ube-startup.com/
●ジョブスタゼミ!$11月20日㈬
16時～17時「仕事の探し方と応募
書類の作成のポイント」、25日㈪16
時～17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

申込書と募集団地一覧表を11月1
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）

里山の自然を観察しよう。スズメバ
チ対策のため、黒っぽい服や香り
の強いものの使用は避け、厚手の
白色系の服（長袖・長ズボン）と帽
子着用で参加してください
●平原岳市民ハイキング!11月
10日㈰9時半～13時半※小雨決行
#旧小野中学校集合&保険料20
円{60人<手袋、雨具、弁当、飲
み物など_宇部山岳会（☎21－
5250）
●小野湖オシドリ探訪!11月10日
㈰9時～12時※小雨決行#小野ス
ポーツ広場集合<飲み物※双眼
鏡貸出可_宇部野鳥保護の会
（®090－8063－0132）

①古地図を片手にまちを歩こう
!11月14日㈭9時50分～12時#琴
崎八幡宮バス停集合②宇部まち
なかアート散策（Bコース）!11月
17日㈰9時50分～12時#市役所集
合③伊能忠敬測量隊の歩いた道
!11月30日㈯9時15分～12時半
#二俣瀬ふれあいセンター集合
④新川校区の今と昔!12月7日㈯
9時50分～12時#JR宇部新川駅
集合
{①②④は各40人、③は20人
_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!11月15日㈮10時～12時
#西岐波ふれあいセンター%原則
60歳以上_シルバー人材センター
（☎31－3251、>31－4334）

秋冬野菜の収穫!11月16日㈯9時
半～11時半#森部農園（船木）
&1,000円{10～15人（先着順）
<手袋、タオル、長靴、水筒、農具
（可能な人）~11月9日まで_有機
ネット山口西部（®090－5690－
5758［天野］）

●レノファ山口FCvsモンテディオ山
形!11月16日㈯&2,900円（特典
付き）※チケットは別途（大人1,500
円、小中高生1,000
円）~11月8日まで
（先着順）_交通局
（☎31－2442、>22
－1772）

基調講演「目的は定着～お互いを
知りあうことが大切～」!11月21日
㈭1 3時半～1 6時#文化会館
{100人|*+?氏名、連絡先、
企業名など~11月18日まで_障害
福祉課（☎34－8457、>22－6052）

今富ダム湖畔まで往復約7㎞を歩
きます。宮尾八幡宮「万倉天神
祭」、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～13時※小雨決行#万倉ふ
れあいセンター集合&500円（ぜん
ざい・楠こもれびの郷お買物券300
円付き）{100人（先着順）<飲み
物、雨具、帽子、タオルなど
|*?∑（7面）_北部地域振興
課（☎67－2812、>67－2158）

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23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）|*+?∑（7面）と参
加人数~11月15日まで_ときわ公
園課（〒755－0001大字沖宇部
254、☎51－7252、>51－7205）

!11月24日㈰9時～※悪天中止
#丸山ダム周遊コース%市内に居
住、通勤、通学する人▷1km：小学
1・2年▷2km：小学3・4年▷3km：小
学 5・6年、中学生以上▷2周
（8.62km）：高校生以上▷ファミリー
（1km）：小学1～3年と保護者のペ
ア&1部門1人200円<飲み物、防
寒着|+?部門、住所、氏名（フリ
ガナ）、年齢、性別、電話番号（自
宅・携帯）、学校・事業所名、小学
生は学年~11月14日まで_文化・
スポーツ振興課（☎34－8614、
>22－6083）

老後のお金のお話!11月25日㈪
13時半～15時#福祉会館
|*?∑（7面）~11月20日まで
_市民活動課（☎34－8159、>22
－6004）

スマートフォンの使い方を基礎から
学びます!11月27日㈬14時～15時
半#多世代ふれあいセンター%60
歳以上{15人~11月15日まで
_シルバー人材センター（☎31－
3251、>31－4334）

●クリスマスを楽しもう$ハーブの
入ったハンドクリーム、レモングラス
リースを作ります!12月3日㈫13時
～15時~11月26日まで
●アロマの匂いに誘われて$感染
予防のスプレー、香水、クリーム、
オイルを作ります!12月19日㈭13
時～~12月12日まで
&各1,700円{各20人（先着順）
<エプロン、三角巾、筆記用具
|*?=∑（7面）#_アクトビレッ
ジおの（☎64－5111、>64－2800）
actvillageono@gmail.com

!12月4日㈬～6日㈮▷初級コース：
9時～12時$タッチタイピングとパ
ソコン操作の初歩など▷中級コー

ス：13時～16時$Windows7、8、
10の違いと操作方法など#障害
者生活支援センター（神原苑）
%市内在住の視覚障害者とその
介助者{各5人|*?=∑（7面）
※メールの場合は要到達確認
~11月18日まで_障害福祉課（☎
34－8314、>22－6052）
syou-fuku@city.ube.yamaguchi.jp

!12月7日㈯①10時半～12時②13
時半～15時&3,000円{各20人
（先着順）<花ばさみ（可能な人）
~11月30日まで#_図書館（☎21
－1966、>21－3801）

動物キャラクターになりきって、とき
わ動物園の動物と向き合い「人間
と動物が共に幸せに暮らす社会」
を考えます!12月14日㈯8時50分
～16時（予定）#ときわ公園、とき
わ動物園%市内在住の小学4年～
中学1年生{20人（先着順）<筆
記用具、水筒、汚れてもよい服
|*†参加者の氏名・学校名・学
年、保護者氏名、電話番号~11月
29日まで_政策企画グループ（☎
34－8113、>22－6008）
https://s-kantan.jp/ube-u/

親子でクリスマス料理を作ろう！＆
カフェ会!12月15日㈰9時半～13
時#福祉会館%市内在住のひと
り親世帯、これからひとり親になる
世帯{20人程度|*?†参加者
全員の氏名・年齢、子どもは学年、
電話番号、食物アレルギ－の有無
~12月4日まで_子育て支援課
（☎34－83 3 0、> 2 2－6 0 5 1、
https://s-kantan.jp/ube-u/）、宇部市
母子寡婦福祉連合会（®090－
8063－2718）

●会への参会者!来年1月6日㈪
10時～#ANAクラウンプラザホテ
ル宇部&1,500円~11月29日まで
_総務管理課（☎34－8105、>22
－0686）、北部総合支所、各市民・
ふれあいセンター
●会員名簿への広告掲載$新年
互礼会参会者に当日配布する会
員名簿への広告掲載（1枠の大き
さは縦7.0cm×横8.5cm、黒単色、
600部作成）&1枠5,000円~11月
29日まで_総務管理課

●二十歳の主張$成人式会場
で、二十歳になった自分の決意や
自慢の晴れ着などをアピールしま
せんか%平成11年4月2日～平成
1 2年 4月1日生まれの新成人
|*?∑（7面）と生年月日
●成人式当日のボランティアスタッ
フ%新成人の保護者|*?∑（7
面）と新成人の氏名
!来年1月12日㈰※集合時間は参
加者に通知#渡辺翁記念会館
~11月29日まで
_こども・若者
応援課（☎34－
8 4 4 7、> 2 1－
6020）

!1次試験：来年1月18日㈯、2次試
験：来年1月31日㈮～2月3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）

臨時駐車場を準備しています▷新
川ふれあいセンター!11月2日㈯
16時～22時、3日㈷10時～20時▷佐
藤クリニック前!11月3日㈷10時～
20時}観光・グローバル推進課
（☎34－8353、>22－6083）

「虐待かな？」と思ったら、☎189
（いちはやく）へ。子どもや子育てに
悩む保護者からの相談にも応じま
す。匿名での通告・相談も可能で、
通告・相談をした人、その内容に関
する秘密は守られます}こども・若
者応援課（☎31－1732、>21－
6020）

登録には予約が必要です!毎月
第2・4水曜、10時～12時（所要時間
30分）%体重が男性45kg・女性
40kg以上の18歳～54歳#_県宇
部健康福祉センター（☎3 1－
3202、>34－4121）

既存の専用住宅のくみ取り便槽か
単独処理浄化槽を転換して、合併
処理浄化槽を設置する工事に、補
助金を交付します。詳細は問い合
わせてください}廃棄物対策課
（☎33－7291、>33－7294）

対象となる可能性のある人には、7
月に申請書を郵送しています。プレ
ミアム付商品券の購入を希望する
人で、まだ申請をしていない場合は
期限までに申請してください~11
月29日まで［消印有効］}プレミア
ム付商品券室（☎34－8455、>22
－6041）

11月5日から、住民票に旧氏（旧
姓）を併記できるようになります。
（併記できる旧氏は1人1つで、手
続きが必要です）なお、住民票に旧
氏が併記されると、マイナンバー
カードや公的個人認証サービスの
署名用電子証明書、印鑑登録証
明書にも旧氏が併記され、旧氏印
の印鑑登録ができるようになりま
す#市民課、北部総合支所、各市
民センター<併記したい旧氏が記
載された戸籍謄本など（原本）、マ
イナンバーカードか通知カード、本
人確認書類（運転免許証など）、委

任状（代理人請求の場合）}市民
課（☎34－8239、>22－6017）

政治への参加意識の向上と政治・
選挙に対する意識の高揚を図る
講演会。演題：「暮らしが変わる！
働き方改革と日本のこれから」
!11月20日㈬13時半～15時#文
化会館{150人（先着順）
|*+?∑（7面）~11月15日まで
_選挙管理委員会事務局（☎34－
8451、>22－6069）

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!12
月7日㈯13時～15時#福祉会館
%本人、家族_むつみ会（☎35－
3365）

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）

❻ ❼

催し 事前申込
なしで参加
できます

シルバー人材センター
出張説明会

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～

市民走ろう大会
ランニングフェスinふたまたせ

賢い消費者講座

シニア　スマホ教室

ハーブを楽しむ会

視覚障害者のための
IT講習

まるごとクールチョイスin Library
みんなで広めようクールチョイス

県豊魚祭＆
宇部さかなまつり

人権
ハートウオーミングデー

山ヒメ芸術祭

古今狂言会
こ　 こん  きょう  げん  かい

うべスタセミナー＆
ジョブスタゼミ

県営住宅入居者

平原岳市民ハイキングと
小野湖オシドリ探訪

お知らせ

成人式の「二十歳の主張」
とボランティア

ハートピア共済に
加入しませんか

住民票などに旧氏（旧姓）
を併記できます

統合失調症・
うつ病相談会

白ばら講演会

189（いちはやく）
ちいさな命に　待ったなし

宇部まつり臨時障害者等
駐車場をご利用ください

骨髄ドナー登録に
ご協力ください

プレミアム付商品券購入引換券
の交付申請はお済みですか？

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

有機栽培技術講習会
（野菜の部）

今シーズンホーム最終戦！
レノファ山口応援バス

今富ダム湖畔
紅葉ウオーキング

障害者雇用実践セミナー

募　　集

みんな集まれ多世代フェス
eスポーツ交流会

オーガニックフェアうべ

てくてくまち歩き

お正月まで楽しめる
クリスマスリース作り

せかい！
動物かんきょう会議

ひとり親の
パパとママを応援

新年互礼会の参会者と
会員名簿への広告掲載

お知らせ 合併処理浄化槽への
転換に補助金交付

∑…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

寄付金
報　告

野知　一洋（神奈川県横浜市）
宇部ライオンズクラブ　会長　原田　毅（常藤町）
宇部興機株式会社（大字善和）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・2,000,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円

立正佼成会　宇部教会（西宇部南）
西本牧場（床波）
防長建運株式会社（北小羽山町）

・・・・・・・・・・・100,000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　☎34－81735万円以上の寄付について報告します（9月分、敬称略）

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

講演会、もちまき、キャンパスツアーなど。大学祭「常盤祭」も同日開催
!11月16日㈯10時～16時#山口大学工学部（常盤キャンパス）}山口
大学工学部総務企画課（☎85－9005）

山口大学工学部ホームカミングデー

より良い透析生活を送れるよう、「透析患者への食事」について学びま
す!11月17日㈰10時～13時#福祉会館%透析患者と家族{30人_宇
部市腎友会（☎>44－0261）

透析料理教室

古楽器と空想楽器の愉快なクリスマスコンサート!11月23日㈷14時～15
時15分#ヒストリア宇部&▷前売り：一般3,000円、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{230人（先着順）_うべ★子ども
21（☎21－9114、>22－3210）

ロバの音楽座「ロバのクリスマス」

市民の掲示板 詳細は_} に
問い合わせてください

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



広報うべ 2019年11月号❽ SDGs未来都市・宇部

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）

「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～15時）
司法書士電話相談会（^0120－003－821　10時～16時）
園芸相談（ときわミュージアム　13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）
明るい選挙啓発優秀作品展（宇部まつり会場）※雨天中止
献血・400mL限定（宇部まつり　9時半～11時45分、13時～16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）
園芸相談（ときわミュージアム　10時～12時、13時～17時）
園芸相談（ときわミュージアム　10時～12時、13時～17時）
障害年金電話法律相談会（☎0570－073－115　10時～16時）
行政相談（市役所　9時～12時）
明るい選挙啓発優秀作品展（学びの森くすのき）※9日まで
献血・400mL限定（上下水道局　13時～16時）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（図書館　13時半～15時）
献血・400mL限定（新光産業株式会社 本社　9時半～11時半）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
秋のDVD上映会（宮沢賢治の生涯）（学びの森くすのき　10時半～11時半）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～15時）
秋のDVD上映会（新美南吉傑作童話集　ごん狐 他）（学びの森くすのき　13時半～14時25分）
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(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）
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
明るい選挙啓発優秀作品展（図書館）※16日まで
献血（200 mL、400mL）（宇部税務署　9時～12時、13時～16時）
1歳6カ月児健康診査（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）
元気アップ教室（TOKiSMA　13時半～14時半）
献血・400mL限定（学生は200mL可）（宇部工業高等学校（高専祭）　9時半～11時45分、13時～15時半）
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）

献血・400mL限定（積水ハウス宇部オフィス　9時15分～11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）
明るい選挙啓発優秀作品展（ゆめタウン宇部）※25日まで
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）
キッズデー（学びの森くすのき　9時～17時）
イングリッシュ・スタート（学びの森くすのき　14時半～15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）
献血・400mL限定（西宇部ふれあいセンター　9時15分～10時45分）
行政相談（福祉会館　9時～12時）
こころとからだのリフレッシュウオーキング（ときわ公園コース）（ときわ湖水ホール  9時半～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　!11月3日㈷、10日㈰、17日㈰、24日㈰各14時～15時
15分（10日は10時～12時）　#青少年会館　&19歳以上55円

11月1日㈮
2日㈯

3日㈷

4日㉁
5日㈫
6日㈬

7日㈭

8日㈮

9日㈯

10日㈰
12日㈫

15日㈮

16日㈯

17日㈰

11月18日㈪
19日㈫

20日㈬

22日㈮
23日㈷

24日㈰
26日㈫
27日㈬

28日㈭
29日㈮

12月4日㈬
5日㈭

窓
口
の
時
間
延
長

!
19
時
ま
で
　#
市
役
所

定
例
無
料
相
談

■弁護士相談
　!11月20日㈬13時半～15時半　予約受付開始11月7日㈭8時半～
　!12月4日㈬13時半～15時半　予約受付開始11月21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13日㈬、27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9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　!11月19日㈫　#市役所

{4組　~11月12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　!11月19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　~11月15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。

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

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3日（日・祝） 4日（月・休） 10日㈰ 17日㈰ 23日（土・祝） 24日㈰ 12月1日㈰

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

金子小児科
上町
☎22－0006

金子小児科
上町
☎22－0006

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

むらかみこども
クリニック
東須恵
☎44－4976

かわかみ整形外科・
小児科クリニック
野原
☎37－3700

●歯科　日時　3日（日・祝）、24日㈰ 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）

毎週木曜日と11月29日㈮　※祝日を除く

●ラン展　11月8日㈮～10日㈰9時半～17時※最終日は16時まで
●古典園芸展　11月9日㈯～10日㈰9時～17時※最終日は16時まで
●演劇（芸術座）　11月9日㈯18時～20時、10日㈰13時～15時㊒
●藤山ゆめ音楽祭　11月10日㈰9時20分～12時半（藤山中学校）
●奇術大会　11月16日㈯14時～
●東洋蘭展（寒蘭花展）　11月16日㈯～17日㈰9時半～16時半
　※最終日は15時半まで（多世代ふれあいセンター）
●短歌大会　11月17日㈰13時～15時半
●書道展　11月21日㈭～24日㈰10時～18時※最終日は16時まで
●演劇（若者座）　11月23日㈷～24日㈰13時～14時40分、18時～19時40分㊒
●俳句の集い　11月24日㈰12時～15時40分
●市民音楽祭　12月1日㈰13時～㊒

芸術祭 ※会場の表示のないものは文化会館で開催




