
（　）内は前月比。2019年8月末日現在
（転入・転出は8月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
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　　　合計
世　帯　数
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発行　宇部市　〒755－8601　常盤町一丁目7番1号　☎31－4111（代表）　編集　広報広聴課　☎34－8123　>22－6063　

久保田市長 今月のイチオシ
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お買いもの、通院など、日常生活の移動に困っていませんか？
地域とともに作り、運営していく「地域内交通」

　本市では、高齢者や車の運転ができない人の買いもの
や病院への移動手段を確保するために、コミュニティタク
シーなどの「地域内交通」を導入しています。
　「地域内交通」は、地域の皆さんと一緒にそれぞれの
地域にあった交通のしくみを創っていくもの。現在、すで
に8つの地域で運行しています。
　日常生活の移動に困っている地域がありましたら、まず

は、担当課またはお近くの市民・ふれあいセンターへご相
談ください。
　今後も、「地域内交通」などの交通政策とまちづくりを
一体化させた「交通まちづくり」を進め、人口減少や高齢
化が進む社会に備え、元気で安心な暮らしを支える多様
な交通手段を整備していきます。
　　　　　　　　　　　　　　  　　　　（3面参照）

■問い合わせ　宇部観光コンベンション協会　☎34－2050　>29－3303
　　　　　　　宇部商工会議所　☎31－0251　>22－3470
　　　　　　　観光・グローバル推進課　☎34－8353　>22－6083

■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
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●はたらく車
●消防フェア
●防災フェア

●ストリートライブ
●キッズ広場
●お国自慢物産展
●フリーマーケット

●協賛企業ブース
●キャンパス広場
●上下水道・交通局コーナー

パレード会場
出発点：エムラ前
終　点：宇部観光
　　　　コンベンション協会前

地産地消
ふるさとフェア

青空ゾーン
（新天町アーケード）

ハーモニー広場

パレード
スタートライン
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駐車場　11月3日（日・祝）9時～20時
　神原小学校、琴芝小学校、見初小学校、新川小学校、琴芝街区公園、
　蛭子公園、魚市場、東部体育広場
　東部体育広場から無料シャトルバスを運行
　（10時～19時30分、約10分ごと）
　※渡辺翁記念会館駐車場は、10月31日㈭18時～11月3日（日・祝）終日、
　駐車できません
駐輪場　11月2日㈯は渡辺翁記念会館前
　　　  11月3日（日・祝）は青少年会館、渡辺翁記念会館前、真締川公園
車両通行止めなど
　▷平和通り、常盤通り、国道190号など…11月3日（日・祝）9時～17時30分
　▷渡辺翁記念会館付近…11月2日㈯8時～3日（日・祝）19時30分

市役所周辺
渡辺翁記念会館前（ハーモニー広場）

会
　場

●ワールドキッチン～世界の食の祭典～
●うべキャンドルドリーム　ほか

●よしもとお笑いライブin宇部まつり ●ステージイベント

●ワールドキッチン～世界の食の祭典～

●パレード

●お国自慢物産展　●国際交流ブース
●フリーマーケット　●キッズ広場、はたらく車　ほか

前
夜
祭
　
11
月
２
日（
土
）

本
　
祭
　
11
月
３
日（
日・祝
）
10
時
30
分
〜
19
時

ハイキングウォーキング
ゆにばーす

渡辺翁記念会館前　17時～21時 渡辺翁記念会館前　11時～19時

常盤通り　10時30分～16時

平和通り　11時～16時

※都合により出演者が変更に
　なる場合があります

▷UBEビエンナーレ表彰式
▷STU48 LIVE

▷吉田栄作ライブ
▷ニュー南蛮音頭ダンスコンテスト
　　　　　　　　　　　　   ほか

吉田栄作

騎士竜戦隊リュウソウジャー ショー

日時　11月3日（日・祝）
　　　①12時～　②14時45分～
場所　渡辺翁記念会館前

観覧無料

曳山パレード、南蛮音頭総踊り、商工会議所華創パレード　ほか

（　　　　　　　　　　　　）ユニットで出演
※出演者は決まり次第発表



検討するニューモビリティ
（新しい交通）など

広報うべ 2019年10月号 広報うべ 2019年10月号❷ ❸

　10月はピンクリボン月間です。乳がんの正しい知識の普及と乳
がん検診受診の啓発を行います。

　乳がんは自分で発見しやすいがんです。早期発見・早期治療のため、乳がんの
正しい知識を持ち、月1回は自分でチェックし、定期的にがん検診を受けましょう。

　入園申込書は、10月21日㈪から各保育園と保育幼稚
園学童課に設置のほか、市ホームページに掲載していま
す。
●入園できる児童　就労、出産、病気、介護などで保護者が保育でき
　ない児童
●保育料　家族の市区町村民税の税額により決定

●入園決定について　選考基準に基づき行います。選考は、各世帯の
　就労状況など、日中の保育を必要とする事情などを考慮し、総合的に
　判断します。※先着順ではありません
●申込期間　11月1日㈮～15日㈮
　就労証明書や診断書などの書類を添えて申し込んでください

　市の乳がん検診は2年に1度の受診、対象は40歳以上です。事業所などで、が
ん検診を受ける機会がない人は市のがん検診の受診券を郵送しますので連絡し
てください。今年度の受診期限は12月20日㈮です。

　はつらつ健幸ポイント制度の参加者
は、「広報うべ」やチラシなどに右のマ
ークがある行事に参加すると、「健幸
ポイント」を獲得できます。楽しみなが
ら健康づくりに取り組みましょう。

　「歩くこと」「測ること」を中心に健康づくりにチャレンジ。活動
に応じてポイントがたまり、コンビニや書店で使えるクオカードと
交換できます。
※次回の参加者募集は来年7月頃の予定

10月はピンクリボン月間です 10月はピンクリボン月間です

乳がんを知って、検診を受けましょう
■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

●市の検診

●市の乳がん検診受診率（40～69歳）：平成29年度

●ピンクリボン in TOKiSMA
　ピンクリボンライトアップ
　期間　10月27日㈰まで
　場所　常盤町一丁目スマイルマーケット（TOKiSMA）
●乳がんを知ろう　ピンクリボン in まちなか
　宇部郵便局　10月7日㈪～18日㈮
　西中国信用金庫宇部支店　10月21日㈪～31日㈭
　市役所　10月16日㈬～28日㈪

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

■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
　　　　　　　各市民・ふれあいセンター

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

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

60
60
50
30
90
60
120
30
60
50
180
60
108
120
150
90
60
110
120
90

58－3501
58－2149
58－5377
51－3429
51－9214
53－5000
38－3800
21－2941
21－9504
32－0066
21－7775
34－0412
31－8555
21－4311
34－3627
32－0509
22－1151
31－3150
21－3271
32－2598

3カ月
3カ月児健診終了後

2カ月
2カ月
6カ月
3カ月
2カ月

3カ月児健診終了後
3歳

2カ月
3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
2カ月
3カ月
3カ月
3カ月
6カ月
2カ月

保育園名称 保育園名称所在地定員 電話番号 保育開始年齢 保育開
始年齢

第二乳児保育園
藤山保育園
東割保育園
厚南保育園
二葉保育園
原保育園
二俣瀬保育園
小野保育園
船木保育園

南浜町二丁目
西平原二丁目
妻崎開作
厚南北三丁目
西宇部北二丁目
妻崎開作
木田
小野
船木

60
130
130
100
150
120
30
20
70

33－2770
33－8861
41－9575
41－8675
41－8038
41－8517
62－1205
64－2114
67－0854

2カ月
3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
6カ月
4カ月
3カ月
1歳

所在地定員 電話番号

●認定こども園
以下の施設は、各施設に直接問い合わせてください

恩田幼稚園 50 則貞二丁目 32－1222 10カ月
●地域型保育事業実施施設
こぐま保育園
リトル明光乳児園
たちばなナーサリー
プティット宇部保育園
YICキッズ黒石保育園
新川こども園

19
19
19
18
19
19

末広町
西岐波
今村南一丁目
南浜町二丁目
黒石北四丁目
西小串六丁目

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

3カ月
3カ月
10カ月
4カ月
6カ月
3カ月

来年4月1日からの保育園入園申し込みが始まります

はつらつ健幸ポイントを
集めよう！

幼児教育・保育の無償化の対象となる
ための手続きが必要な場合があります このマークが目印です

はつらつ健幸ポイントとは

■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

■問い合わせ　保育幼稚園学童課　>22－6051
　　　　　　　☎34－8327
　　　　　　　（保育所・小規模保育施設・認可外保育所など）
　　　　　　　☎34－8329（幼稚園・認定こども園）

●募集予定住宅
　亀浦、旦の辻、風呂ヶ迫、則貞、鍋倉、東小羽山、岬
●申込案内
　10月11日から募集住宅の一覧表と申込書類一式を交付
　します
　▷設置場所　①市役所庁内アジアJV
　　②北部総合支所　③各市民センター 
　　④アジアJV事務所窓口（鍋倉町5－15－2ホームメイトFC内）
　　⑤ゆめタウン宇部内（1F中央エスカレーター前ほか）
　　※①～③は土・日曜休み、④は水曜休み
　▷申込方法　①か④に申込書を持参か、①に郵送
　▷申込期間　10月18日㈮～31日㈭［消印有効］
●入居予定日　12月2日㈪
　※随時募集している市営住宅もあります
　 （詳細は問い合わせてください）
■問い合わせ
　アジアJV　☎37－0211　info@asia-jv.com

●平成31年4月1日以前から老齢・障害・遺族基礎年金を受給し、支給要件
　を満たしている人
　⇒日本年金機構から送付される請求書（はがき等）に必要事項を記入して
　　返送してください
●平成31年4月2日以降に年金の受給を始める人
　⇒年金の請求手続きと併せて請求手続きをしてください

■問い合わせ　給付金専用ダイヤル　☎0570－05－4092
　　　　　　　宇部年金事務所　☎33－7111　>22－3042

※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意
　ください。（口座番号を聞いたり、金銭を要求することはありません。）

無償化の対象 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する
3歳～5歳児の利用料
（利用施設によっては、月額上限があります）

※認可外保育施設など（一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー
　・サポート・センター事業）を利用中か新たに利用する場合は、
　市の「保育の必要性の認定」を受ける必要があります
※詳細は、市ホームページに掲載しています

市営住宅（空き住宅）入居者募集 年金生活者支援給付金制度が
始まります

　公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を
支援するために、老齢・障害・遺族基礎年金に上乗せして支給する「年金生
活者支援給付金」が始まります。受け取りには、請求書の提出が必要です。

対象者と手続き方法

〝地域共生のまちづくりに向けて〟
まちづくりと交通政策を一体化した「交通まちづくり」を推進します

人口減少・高齢化社会による
▶公共交通の維持困難
▶交通弱者の増加

予想される問題点
目指す未来の「交通まちづくり」
▷従来の公共交通と新しい交通とのパッケージ（融合）
▷使いやすく、持続可能な地域公共交通網を構築

「地域の交通手段」の充実 期待される効果
▶自宅から駅やバス停
▶主要な生活関連施設　など

▶元気で安心な暮らしを支える
▶公共交通の利用促進
▶環境負荷の低減

宇部市　36.6％（県内19市町中8位）　県平均　28.4％

BRT

10月1日
から

連接（車体が2連以上つ
ながっている）バスで、多
くの人を運べるシステム

グリーンスローモビリティ
電動で時速20㎞未満
で走行し、狭い路地の
通行が可能

シェアサイクル
自転車を他の人とシェア
（共有）し、必要な時に利
用が可能

自動運転車
人間が操作を行わなく
ても自動で走行できる
自動車

AI乗り合いタクシー
AI（人工知能）を活用し、
利用者の希望に応じた
最適な運行ルートと配車
を行う乗り合いタクシー目指す未来の「交通まちづくり」

イメージ図
ロケーションシステム
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●第28回UBEビエンナーレ作家
　ワークショップ

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。

　山口県の地酒が湯田温泉に大
集結。ぐい飲みチケット（おちょこ付
き）を購入し、試飲しながら会場内
の酒蔵を巡ります。
●日時　10月13日㈰11時～17時
●場所　湯田温泉井上公園とその
　周辺
●費用　チケット前売り1,500円　
　（当日2,000円）
■問い合わせ　実行委員会　
　（☎083－966－0045）

　着物フォトコンテスト、着物着用で
受けられる市内店舗での割引や
サービスなどがあります。
●日時　10月14日（月・祝）まで
　10時～17時
●場所　萩城城下町周辺
●料金　着付け（レンタル4,000
　円、持ち込み2,000円）
■問い合わせ　実行委員会
　（☎0838－25－1750）

　企業や商業者などが中心となっ
て開催する、西日本最大級の規模
を誇るフリーマーケットです。
●日時　10月19日㈯9時半～15
　時半
●場所　防府市中心市街地、商店
　街ほか
■問い合わせ　実行委員会
　（☎0835－22－4930）

　地元産の里芋を炙った小鯛から
とったダシで焚いた津和野の郷土
料理「芋煮」と、地酒が無料で振る
舞われます。
●日時　10月20日㈰11時～
●場所　殿町通り、本町通り
■問い合わせ　津和野町商工観
　光課（☎0856－72－0652）

　プロジェクションマッピング
ショー、仮装パレード＆コンテスト、
飲食ブース、スーパーカーミーティ
ング、トリック・オア・トリート、カボチャ
のランタンづくり　など
●日時　10月20日㈰14時～20時
●場所　おのだサンパーク
■問い合わせ　スタジオ・スマイ
　ル事務局（☎82－1241）

　大仏様の製造方法を体感できる
錫メダル鋳造体験など、さまざまな
イベントやもの作り体験があります。
●日時　10月27日㈰9時～15時
●場所　史跡長登銅山跡、長登銅
　山文化交流館
■問い合わせ　長登銅山文化交
　流館（☎08396－2－0055）

銅山まつり

湯田温泉酒まつり 着物ウィークin萩

日本三大芋煮つわの
～芋煮と地酒の会～

愛情防府
フリーマーケット

スマイルハロウィン
さんようおのだ2019

■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

●撮っちゃお！彫刻deハロウィン
　ハロウィンコスチュームでカメラとお菓子を入れる
　袋を持って来てね♪
　日時　10月27日㈰10時～12時
　　　　※受け付けは9時30分～

　場所　UBEビエンナーレ彫刻の丘
　対象　中学生以下（小学生以下は保護者同伴）
　費用　100円　定員　先着100人

要事前申込●苔玉とプラントハンガーを作ろう
　日時　10月19日㈯、30日㈬各10時～11時30分
　費用　1,200円
　定員　各先着6人
　申込期間　10月3日㈭～18日㈮
　申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　（☎37－2888、>37－2889）
●ハロウィンカボチャのプレゼント
　日時　10月26日㈯12時～：カピバラ
　　　　10月27日㈰13時15分～：ミーアキャット
　場所　各動物展示場
●ハロウィンデー
　～年に一度のハロウィンまつり～
　ハロウィン謎解きゲーム、ステージイベント、カボ
　チャのランタンづくり　など
　日時　10月27日㈰　10時～15時
　　　　

10月はピンクリボン月間です 10月はピンクリボン月間です

～健幸スポーツの祭典と
　　　　　　青空マルシェ～

日時／10月14日（月・祝）　10時～15時30分　会場／恩田運動公園一帯
■問い合わせ　スポーツコミッション事務局　☎39－7653　>39－6584

●みんなで踊ろう！宇部市こども元気体操
　13時30分～14時10分　▷対象　親子
　▷定員　30人　▷持参品　室内用シューズ
●タイチーダンスZUMBA®KIDS体験会　
　①タイチーダンス　14時20分～14時50分
　②ZUMBA®KIDS　15時～15時30分
　　（▷対象　小学生　▷持参品　室内用シューズ）
　▷定員　各30人
●パラスポーツコーナー　10時～15時30分
　ボッチャなどが楽しめます
●あなたの知らないからだのヒ・ミ・ツ
　～体組成計測定会～
　10時～15時30分
●プレーパークゾーン　10時～15時30分
　自然素材を活用した遊具の設置、ミズノプレイリー
　ダーによる運動遊び広場、ボクシング教室など
●スポーツアトラクションゾーン　10時～15時30分
　いろいろなスポーツの的あてゲームなど
●ふわふわドームゾーン　10時～15時30分
　▷対象　年少～小学3年生
●ミズノ流忍者学校　9時～13時　要事前申込
　▷申込先　市体育協会　☎31－1507
●レノファ山口FC運動教室　要事前申込
　運動が苦手でも運動の楽しさを実感できる、ボー
　ルを使ったトレーニング

　①年中～年長　13時30分～14時15分
　②小学1年～小学2年生　14時30分～15時30分
　▷定員　各20人
　▷申込先　スポーツコミッション
　　®090－9733－1881
●みんなで楽しむスポーツコーナー
　①スポーツかるた　10時10分～10時50分、
　　12時20分～13時、14時40分～15時20分
　②青空ヨガ　11時～11時40分、13時10分～14
　　時（▷持参品　ヨガマット、レジャーシートなど）
　③スポーツバルーン　11時50分～12時10分、
　　14時10分～14時30分
　▷定員　各20人

●スポちゃれ祭2019（ニュースポーツフェスティバ
　ル＆体力測定）　10時～15時30分
　体力年齢判定、ニュースポーツ（スポーツチャンバ
　ラ、ペタンクなど）の体験会

●青空マルシェ
　市内外の人気作家の手作り雑貨など30店舗以上
　が出店
　地元グルメなどが楽しめるフードコーナーも充実

●ポイントラリー抽選会
　会場を巡って集めたポイント数に応じて、すてきな
　賞品が当たる抽選くじが引けます

●だれでもかんたん！！姿勢改善　10時～15時30分
　ストレッチポール運動体験、10秒で測れる健康測
　定など
●子ども用スポーツグッズリユース広場
　10時～15時30分（9時30分～整理券配布）
　※対応サイズは130cm以上
●あなたの歩行年齢を測定します
　10時～15時30分　▷対象　65歳以上
●血管年齢測定＆握力測定　10時～15時30分

総合受付

ユーピーアールスタジアム

恩田プール前広場

恩田運動公園　陸上競技場

くすのきカントリーマラソン 「宇宙教育セミナー」の開催
日時　令和2年3月15日㈰　雨天決行
会場　万倉ふれあいセンター（スタート、フィニッシュ）

種　目 参加資格 参加料
フルマラソン

（制限時間6時間、関門あり）
10km
2km

中学生以上
小学生のみ

18歳以上（高校生を除く）

3,500円
1,700円

4,500円

●定員　2,000人
●申込方法　公式ホームページなどからお申し込みください。申込用紙
　の場合は、参加料を添えて郵便局で手続きをしてください。申込用紙
　は市役所、北部総合支所、各ふれあいセンターなどに設置します。
●申込期限　12月15日㈰

●日時と内容　10月19日㈯開場12時～
▷13時10分～
　演題「宇宙ゴミ問題を考えよう」
　講師　中村　信一（JAXA追跡ネットワーク技術センター主幹研究開発員）
▷14時～
　演題「宇宙からスマート農業」
　講師　本多　潔（中部大学工学部宇宙航空理工学科教授）
▷15時～
　演題「オープンデータ活用による地域課題の分析」
　講師　榊原　弘之（山口大学大学院創成科学研究科教授/山口大学応用衛星
　リモートセンシング研究センターメンバー）
●場所　山口大学工学部
●定員　150人（先着順）※定員超過の場合は連絡します
●申込方法　▷うべ電子申請サービス　https://s-kantan.jp/ube-u/　　
　▷FAX　参加者全員の氏名・住所（市町名のみ）・年齢・電話番号を記入
　※手話、介助などの支援が必要な人は申込時に連絡
●申込期限　10月15日㈫
■申込先　コミュニティスクール推進課　　☎37－2780　>22－6071

12月27日㈮までに事務局にご連絡ください

　宇宙や衛星データの利活用に関する最新情
報の講演を行います

■問い合わせ　くすのきカントリーマラソン実行委員会
　事務局（文化・スポーツ振興課内）
　☎32－9600　>22－6083
くすのきカントリーマラソン 検索

ボランティアスタッフも募集します

©JAXA

参加者募集

はつらつ
健幸ポイント対象

●「炭鉱の語り部講座」特別編
　「開館50周年記念 基調講演＆シンポジウム」
　時間　13時30分～17時
●再現南蛮車による南蛮押し体験
　時間　10時～12時30分
●石炭記念館 子どもガイド
　時間　①9時30分～10時30分　②11時～12時

●味わおう！ブラックフード
　石炭にちなんだ「ブラックフード」を園内店舗で販売
●ワークショップ「石炭で万華鏡づくり」
　時間　10時～16時（先着100人）
　費用　300円
●ミニSL乗車体験会
　時間　10時～16時　費用　200円

日時　10月22日（火・祝）9時30分～17時　会場　ときわ湖水ホール、石炭記念館
石炭記念館　開館50周年記念フェスティバル

…ときわミュージアム　　…石炭記念館ミ 石 …ときわ遊園地　　…ときわ湖水ホール　　…ときわ動物園遊 湖 動開催場所の表示

や　ま

ミミ

動

遊

湖

湖

石

石

石

ときわ公園のホームページもご覧ください

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

─ 10月～11月初めの主なイベント紹介 ─
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

まちなかチョークロード、ライブペイント、
カレーフェス　など
　日時　10月6日㈰11時～15時
　場所　平和通り

■申込先・問い合わせ　北部地域振興課　☎67－2812　>67－2158

●あいおいニッセイ同和損保コレクション　椿名品展

●夜の彫刻☆鑑賞ツアー

琳派から竹久夢二、香月泰男など椿を描いた豪華で
多彩な名品37点を本市初公開

　日時　10月27日㈰まで　9時～17時
　場所　UBEビエンナーレ彫刻の丘で受付

来場者投票で、市民賞を決定します

▷三宅之功さんとエッグマーブリングで遊ぼう！ 
　日時　10月27日㈰14時～16時
▷四方謙一さんと作るLight of view　－宇部の景色をのぞいてみよう－
　日時　11月9日㈯14時～16時

日時　10月5日㈯～11月4日（月・休）　10時～16時
　　　※10月22日を除く火曜休館
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

　日時　10月19日㈯10時～11時
　費用　100円　定員　先着10人　申込期間　10月10日㈭まで
　場所・申込先　学びの森くすのき（☎67－1277、>67－0691）

▷カレーフェス！（10月13日㈰）　▷赤間硯制作実演（10月13日㈰、22日(火・祝)）
▷木の実とドライフラワーのアレンジメント（11月4日(月・休)）　など

【ワークショップ】　▷赤間硯制作体験　▷鼻華鏡を作ろう！　など
　▷絞り染め体験
　　（①10時～12時②13時～15時、各20人、1,000円）
【　グルメ】　▷職員室カフェ　▷キッチンカー　など

日時　11月2日㈯17時30分～
●好きな彫刻に投票しよう！

【イベント】
　▷おのマルシェ
　▷フクロウふれあい広場
　▷バルーンリリース　など

●おのDAY！　10月6日㈰：アクトビレッジおの

●きべDAY！　11月3日（日・祝）：旧吉部小学校

要事前申込

要事前申込

場所　古民家「憩いの家」（ときわ公園ぼたん苑内）
定員　各12人　費用　各500円
申込期間　10月7日㈪～
申込先　UBEビエンナーレ推進課　☎51－7282
　　　　うべ電子申請サービス

●折り紙タペストリーをつくろう！

●まちなかWAKUWAKUフェスタ

　募集期間　10月31日㈭まで
　※UBEアートフェスタの各会場に投句箱を設置しています

●「まちじゅうアートフェスタ」俳句de投句

　日時　10月10日㈭～13日㈰
　　　　①10時30分～（10月10日除く）②13時30分～

●手工芸ワークショップ：文化会館

　日時　10月26日㈯11時～　対象　幼稚園児～小学生
　申込先　宇部華道協会［吉田］☎21－3713

●いけばな体験教室：文化会館

まちなかにある彫刻をモチーフにしたイラストなどを展示
　日時　10月12日㈯～27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）

●kozi69×宇部彫刻2019

　日時　10月19日㈯14時～　ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序
　　　　　　　　　 16時～　ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破
　　　　10月20日㈰14時～　ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ
　場所　ヒストリア宇部　定員　各90人

●ヱヴァンゲリヲン新劇場版３作品無料上映

●旧吉部小学校でのイベント

赤間硯ワークショップ 旧吉部小学校
●赤間硯制作体験　10時～15時　※後日仕上げ後お渡し
　▷小町硯　11月3日(日・祝)　定員：8人　費用：4,000円
　▷卵様硯　11月17日㈰　定員：6人　費用：6,000円
　▷小判硯　11月23日(土・祝)　定員：6人　費用：8,000円
　※希望者は郵送代1,000円、弁当代1,000円
●硯型ペンダントを作ろう！
　10月13日㈰10時～12時　定員：6人　費用：2,000円
●赤間石の勾玉ペンダントを作ろう！
　10月22日(火・祝)10時～12時　定員：6人　費用：2,000円
●赤間硯で書道体験　①10時～11時30分　②13時～14時30分
　▷のし袋を作ろう！　10月5日㈯　▷箸袋を作ろう！　11月3日(日・祝)
　▷ブックカバーと栞を作ろう！　11月16日㈯
　定員：各5人＋当日若干名

要事前申込

【ワークショップ】
　▷ペンキらくがき
　▷漫画教室、缶バッジ制作
　▷紙すき体験　など
　▷国産杉でPCデスクを作ろう！
　　（①10時～12時②13時～15時、各4人、6,000円）
【　グルメ】　▷キッチンカー大集合！　▷軽トラ市　など

～吉部八幡宮　芋煮え祭り・村芝居も開催～
【イベント】　▷馬場良治展　▷馬場良治ギャラリートーク　
　▷ミニSLに乗ろう！（200円）　▷琴演奏　など

巨大迷路「UBEラビリンス」

要事前申込
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!10月12日㈯10時～12時半
$●講演（10時～11時20分）「早
期から始まる緩和ケア」「宇部市の
がん検診について」「婦人科がん
の検診から治療まで～早期からの
緩和ケアの重要性」
●栄養相談、ハンドマッサージ、セ
ルフストレッチと嚥下体操、タッピン
グタッチ体験会、アピアランスケア
（脱毛や皮膚障害の相談）など
#山口大学医学部}山口大学医
学部附属病院緩和ケアセンター事
務局（☎85－3070）

演題「地域に受け入れられるアート
フェスティバル」、講師：建畠晢（多
摩美術大学学長、詩人・美術評論
家）!10月17日㈭13時半～15時15
分#文化会館{500人}文化・ス
ポーツ振興課（☎34－8616、>22－
6083）

●夢フェスタ!10月19日㈯9時半～
13時$職業としての医療の魅力を
伝える体験やイベント
●市民公開講演会「がんフォーラ
ム」10月19日㈯13時半～15時
$「肺がん免疫療法を最大限に活
かすために～進行がんを克服する
免疫療法の進歩～」
#}山口宇部医療センター（☎58
－2300、>58－5219）

まちなかエコ教室、子育てグッズリ
ユース広場、おもちゃ病院、軽トラ
市、ブース展示、ステージイベント
など!10月19日㈯10時～15時#わ
いわいぱぁ～く（中央街区公園）、に
ぎわい宇部交流スペース、銀天街
アーケード}銀天エコプラザ（☎39
－8110）

パネルシアター、朗読劇、絵本の読
み聞かせ、人形劇、紙芝居、工作、
朗読、点字体験、リサイクルブック
フェアなど!10月27日㈰10時～15
時半#}図書館（☎21－1966、
>21－3801）

高血圧・動脈硬化の最新医療知識

や日常生活で取り組める予防方法
に関する講演!10月27日㈰13時～
15時#多世代ふれあいセンター
{300人}健康増進課（☎31－
1777、>35－6533）

▷基調講演「地域でともに生きる」
▷介護予防体操、健康チェック、北
部圏域の施設の紹介、福祉用具体
験など!11月9日㈯10時～14時半
#万倉ふれあいセンター}北部東
高齢者総合相談センター（☎62－
5858、>62－5959）、北部西高齢者
総合相談センター（☎67－0506、
>67－1413）

講演「森から考える 命の大切さ」
（講師：C.W.ニコル）など!10月6日
㈰13時半～15時半#ときわ湖水
ホール{200人（先着順）_ときわ
公園課（☎54－0551、>51－7205）

●書道講習会$実用書、名前・宛
名書きなどの練習!10月9日㈬、18
日㈮、25日㈮各13時半～15時半
（全3回）#多世代ふれあいセン
ター%概ね60歳以上&1,000円
<書道道具（小筆など）
●ふんわりドレスのペーパードール
作り$紙ナプキンを使って人形を
作ります!10月21日㈪9時半～12
時#福祉会館%60歳以上の女性
~10月3日から
{各30人（先着順）_シルバー人
材センター（☎31－3251、>31－
4334）

●古地図を片手にまちを歩こう
$神仏に護られていた宇部発祥の
地を歩きます（東コース約4km）
!10月14日㈷9時50分～12時#琴
崎八幡宮バス停集合~10月11日ま
で
●「宇部まちなかアート散策」A
コース$シンボルロード沿いの彫
刻、中央銀天街街並み散策など
（約2.6km）!10月20日㈰、11月10
日㈰各9時50分～12時#市役所集
合~10月18日まで、11月8日まで
●「宇部まちなかアート散策」B
コース$常盤通沿いの彫刻、新天
町名店街街並み散策など（約
2km）!10月27日㈰9時50分～12時
#市役所集合~10月25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）

秋冬野菜の管理!10月20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）~10月13日まで_有機
ネット山口西部（®090－5690－
5758［天野］）

薬品の製造工程の見学、医薬品の
正しい知識などに関する講習!10
月25日㈮14時～15時45分#協和
キリン（株）宇部工場|*?∑（7
面）と年齢~10月10日まで_県宇
部健康福祉センター（☎31－3200、
>34－4121）

妊婦同士の交流、歯科医師・保健
師などの話、赤ちゃんのお世話など
の体験学習!10月25日㈮、11月27
日㈬各13時～15時、12月13日㈮18
時半～20時半（全3回）#保健セン
ター%妊娠中期（16週）以降の第1
子妊婦と家族{36組（先着順）
~10月8日～18日_こども・若者応
援課（☎31－1732、>21－6020）

貿易シュミレーションゲームを通し
て持続可能な未来について考えよ
う!10月26日㈯13時半～15時#う
べスタートアップ%高校生以上
{15人（先着順）<筆記用具
|*氏名（フリガナ）、電話番号
~10月24日まで_宇部SDGs推進
センター（☎39－5013、>39－
5184）

!10月27日㈰12時～15時&2,500
円{12人（先着順）<エプロン、三
角巾、マスク、筆記用具
|*?=∑（7面）~10月17日まで
#_アクトビレッジおの（☎64－
5111、>64－2800） actvillageono@
gmail.com

詐欺被害防止に効果がある警告
メッセージ付き通話録音装置を11
月～来年3月に貸し出します%満65
歳以上の人が居住し、装置を設置
できる固定電話（黒電話を除く）を
使用している市内の世帯{18人
|申請書を提出。申請書は市役
所、各市民・ふれあいセンター、福
祉会館に設置のほか、市ホーム
ページに掲載~10月25日まで_宇
部市消費生活センター（☎34－
8157、>22－6004）

!#①10月27日㈰厚南市民セン
ター【女性限定・託児あり】、②11月
16日㈯保健センター【女性限定・託
児あり】、③11月24日㈰厚南市民セ
ンター、各9時～12時※詳細は市
ホームページに掲載%事業所など
で健診を受ける機会のない人など
&{各健診により異なる（有料、先
着順）<受診券、検査費用~①は
受付中②は10月16日から
③は10月23日から
_保健センター
（☎31－1777、>35－
6533）

!11月9日㈯10時15分～#瑞松庵
（船木）集合・解散&4,200円{10
人<筆ペン~10月7日10時～_宇
部観光コンベンション協会（☎34－
2050、>29－3303）

テーマ「JICAの女性活躍の取り組
み」!11月9日㈯14時～14時50分
#文化会館{50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）~11月1
日まで_人権・男女共同参画推進
課（☎34－8308、>22－6016）

赤十字救急法基礎講習会と救急
員養成講習会がセットになったプロ
グラム。救命・応急手当の知識と技
術を習得し、不慮の事故や災害に
備えましょう!11月9日㈯、10日㈰、
16日㈯各9時半～17時半（全3回）
#福祉会館%15歳以上&教材費
3,200円{30人（先着順）
|+?∑（7面）とフリガナ、性別、
生年月日~10月25日まで_宇部
キャンプ協会事務局（〒755－0241
大字東岐波1953－5、☎>38－
5113）

秋吉台家族旅行村で、水源となる
森林を守るための除伐作業などを
行います（昼食付き）!11月10日㈰
8時半～16時#交通局集合%市内
在住、在勤、在学の人（中学生以
下は保護者同伴）{80人<作業し
やすい服装と靴、かっぱなど
|+?=∑（7面）と年齢~10月15
日まで_上下水道局（〒755－0022
神原町一丁目8－3、☎21－2171、
>21－2172）soumu@ubesuido.jp

!10月27日㈰10時～11時半（受け
付けは9時半～）※雨天中止#とき
わ公園ペリカン島対岸付近<せん

定ばさみ}ときわ公園課（☎51－
7252、>51－7205）

●海の幸を満喫！牡蠣小屋流王と
唐戸市場!12月8日㈰&6,800円
~11月29日まで（先着順）
●ご朱印めぐりin下関!12月12日
㈭&8,000円（昼食付き）~12月6日
まで（先着順）
_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

▷検査内容：特定健康診査の検査
項目、MRI（頭部）、MRA（頭部・頸
部）、認知機能検査など▷実施医
療機関：宇部興産中央病院、おば
やま脳血管心臓病クリニック、くろ
かわクリニック、セントヒル病院、南
園クリニック、よしかわ脳神経外科
クリニック%今年度中に40～74歳
になる国民健康保険の被保険者
で、平成29・30年度に脳ドックを受
診していない人。※脳ドックを受診
する人は特定健康診査を受診でき
ません。ペースメーカー装着者や
入れ墨などがある人は、予約時に
医療機関へ相談してください
&10,000円{500人（先着順）|国
民健康保険被保険者証、特定健
康診査受診券を持参し申込書を提
出~来年1月17日まで_保険年金
課（☎34－8294、>22－6019）、北
部総合支所、各市民センター

接種には予約が必要です!10月1
日㈫～2月29日㈯%&①65歳以上:
1,490円②60歳～64歳で心臓、腎
臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫の機能に1級程

度の障害がある人:1,490円（①②
のうち生活保護受給者は無料）③
65歳未満:各医療機関が定める金
額}健康増進課（☎31－1777、
>35－6533）

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

入学金などの就学支度資金を無
利子で貸し付けます。申請から貸し
付けまで1～2カ月かかります（審査
あり。原則、連帯保証人が必要）
%高校・大学（大学院含む）などに
進学予定の子どもを持つひとり親
家庭の父母など}子育て支援課
（☎34－8331、>22－6051）

譲り受ける前に講習会の受講が必
要です。子犬のしつけ方教室も実
施します（要予約）!10月～3月の
毎月2回#_県動物愛護センター
（☎083－973－8315、>083－973－
8341）

国の仕事やサービスについて、気
になっていることや困っていること、
制度や手続きが分からないなどの

相談に、行政相談委員が応じます
!10月7日㈪10時～13時#フジグ
ラン宇部}山口行政監視行政相
談センター（☎0570－090110）

県宇部健康福祉センターは、老朽
化のため、10月15日に事務所を移
転します。新住所：〒755－0033琴
芝町一丁目1－50山口県宇部総合
庁舎2階}県宇部健康福祉セン
ター（☎31－3200、>34－4121）

企業との個別面接会、障害者雇用
に関する支援制度の説明、障害者
雇用相談コーナー!10月16日㈬13
時～15時半#ときわ湖水ホール
%事業主、求職中の障害者}ハ
ローワーク宇部（☎31－0164、>31
－1835）

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

!10月29日㈫14時～16時#市役
所%体重が男性45㎏・女性40㎏以
上の18歳～54歳}県宇部健康福
祉センター（☎31－3200、>34－
4121）

コミュニケーションの取り方や薬の
相談に精神科医・臨床心理士など
各分野の専門家が応じます!11月
2日㈯13時～15時#福祉会館%本
人、家族_むつみ会（☎35－3365）

補装具の要否判定、適合判定な
ど!11月13日㈬15時～16時#福
祉会館~10月24日まで_障害福
祉課（☎34－8314、>22－6052）

27件の土地を売り払います●入札
と開札!11月27日㈬、28日㈭、29日
㈮各9時半～16時半#市役所~10
月21日～11月15日※詳細は市ホー
ムページに掲載_財政課（☎34－
8177、>22－6083）

❻ ❼

催し 事前申込
なしで参加
できます

くすりのひみつ探検講座

坐禅・写経 精進料理と
琴演奏体験

JICA（国際協力機構）
講演会

赤十字講習会

水源保全体験

初心者向け
松のせん定講習会

国民健康保険
脳ドック随時募集中

アートによるまちづくりの
ための講演会

山口宇部医療センターの
催し

まちなかエコ市場

図書館まつり

ほっと　くらせる
ふくしのまちづくりフェスタ

シルバー人材センターの
講習会

宇部と地球の環境を
考えるフォーラム

てくてくまち歩き

お知らせ

マタニティ♥サロン

季節性インフルエンザ
予防接種

ストマ・人工鼻の申請
受け付け（10月～3月分）

統合失調症・
うつ病相談会

身体障害者の巡回相談

市有地を一般競争入札で
売却します

障害者就職面接会

骨髄ドナー登録会

海区漁業調整委員会委員
選挙人名簿の縦覧

犬・猫の譲渡会と
子犬のしつけ方教室

無料行政相談所を開設
します

県宇部健康福祉センター
の移転

就学支度資金の貸し付け
（ひとり親家庭）

ゲームで学ぶ
SDGsワークショップ

マロンケーキを作ろう

高齢者に通話録音装置
を貸し出します

お知らせ

募　　集

緩和ケア市民公開講座
正しく知ろう！緩和ケア

市民と考える
医療フォーラム

有機栽培技術講習会
（野菜の部）

土・日曜でも受診できます
総合集団健診

交通局の旅プラン

∑…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
藤田　純（千葉県柏市）
ユーピーアール株式会社（寿町）
株式会社ノア（文京町）
株式会社長門製作所（大字山中）
西中国信用金庫（下関市）
有限会社　河村商会（新町）
有限会社　ジー・ケーサービス（新町）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000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
（8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

!10月20日㈰9時半～14時半※荒天中止#宗隣寺%園児、小・中学生
（低学年以下は保護者同伴）{50人（先着順）<絵描き道具、昼食、飲
み物、帽子、タオル、敷物など|+?∑（7面）と学校名・学年、保護者氏
名、FAX番号~10月14日まで_山口日英協会（〒754－0894山口市佐山
2673－2、☎>083－989－3297［田中］●作品展示期間・場所：11月1日㈮
～7日㈭図書館

スケッチ大会「イングリッシュオークの木を描こう」
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

横瀬八幡宮など里山の隠れた名所巡り、シイタケ採り、和紙の紙すき体
験!11月16日㈯9時～15時#小野ふれあいセンター集合&大人2,000
円、小学生1,500円（昼食付き）※大人は新米付き{25人（先着順）<運
動靴、飲み物、タオル、雨具など~11月11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］）

晩秋の小野、自然&歴史&紙すき体験

10月はピンクリボン月間です 10月はピンクリボン月間です

路線バスの運賃が変わります

■問い合わせ　交通局交通事業課　☎31－1133　>22－1772

■申込先　こども・若者応援課　☎34－8447　>21－6020

●日時　令和2年1月12日㈰13時～（受け付け12時～）
●会場　渡辺翁記念会館
　平成11年4月2日～平成12年4月1日に生まれ、宇部市の住民基本
台帳に記載されている人には、案内はがきを12月中旬に発送します。

10月1日からの消費税率引き上げに伴い、路線バスの運賃を改定します

※上記以外は改定なし

種類 改定内容
区間運賃
通勤・通学定期券

最大20円の加算
区間運賃に応じて改定あり

130円→140円初乗り運賃
（乗車距離が1.8km以下の区間）

令和2年成人式

市外に転出し、出席を希望する人は申し込みを

「二十歳のメッセージ」発表者を募集

▷申込方法　電話、FAX、うべ電子申請サービス
　https://s-kantan.jp/ube-u/
▷申込期間　10月1日㈫～12月13日㈮

壇上で発表する新成人男女各1人を募集します。
▷申込方法　電話、FAX　▷申込期限　10月18日㈮

!…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



広報うべ 2019年10月号❽ SDGs未来都市・宇部

情報カレンダー情報カレンダー 10月1日～11月5日10月1日～11月5日
すべて予約不要で参加できます（㊒は有料、または一部有料）

明るい選挙啓発優秀作品展（市役所　※10日まで）
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（大栄建設㈱　13時半～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）
行政相談・消費生活相談（フジグラン　10時～13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（学生は200mL可）（山口大学工学部　11時半～16時半）
明るい選挙啓発優秀作品展（多世代ふれあいセンター　※15日まで）
「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）
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（船木ふれあいセンター　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）
明るい選挙啓発優秀作品展（青少年会館　※24日まで）
献血・400mL限定（山口大学医学部附属病院（医心館）　13時半～16時半）
「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］元気アップ教室（TOKiSMA　13時半～14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）
献血（200mL、400mL）（隣保館上宇部会館　9時～12時、13時15分～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（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）
明るい選挙啓発優秀作品展（フジグラン宇部　※30日まで）
「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）
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（中国電力山口電力所　9時半～11時45分）
献血・400mL限定（市役所　10時～12時45分、14時～16時半）
「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）
明るい選挙啓発優秀作品展（宇部まつり会場）※雨天中止
園芸相談（ときわミュージアム　10時～12時、13時～16時）

プラネタリウム投影会　!10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
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■弁護士相談
　!10月16日㈬13時半～15時半　予約受付開始10月3日㈭8時半～
　!11月6日㈬13時半～15時半　予約受付開始10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　!10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　!10月12日㈯9時半～11時半
　#福祉会館　{8組　当日受付　}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　!10月15日㈫　#市役所

{4組　~10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　!10月15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　~10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）
■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。

10月6日㈰ 13日㈰ 22日（火・祝）14日（月・祝） 27日㈰ 11月3日（日・祝）20日㈰

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

上宇部こども
クリニック
常盤台
☎29－1155

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

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

●歯科　日時　13日㈰、11月3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）

●宇部ハーモニカコンサート　10月5日㈯13時～（渡辺翁記念会館）
●邦楽演奏会　10月6日㈰13時～
●木彫篆額展　10月10日㈭～13日㈰10時～17時※最終日は16時半まで
●手芸・工芸・染色展　10月10日㈭～13日㈰10時～17時※最終日は16時半まで
●陶芸展　10月18日㈮～20日㈰10時～17時※最終日は16時半まで
●ばら展　10月19日㈯、20日㈰9時～17時※最終日は16時まで
●市民音楽祭（合唱）　10月20日㈰13時～（渡辺翁記念会館）
●吟剣詩舞同大会　10月26日㈯13時～
●華道展　10月26日㈯、27日㈰10時～17時※最終日は16時まで
●朗読劇「幸福の王子」　10月27日㈰13時～（図書館）

芸術祭 ※会場の表示のないものは文化会館で開催

11月4日（月・休）


