
（　）内は前月比。2019年7月末日現在
（転入・転出は7月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
78,558
86,031
164,589
79,381

（－37）
（－69）
（－106）
（－18）
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　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入319人　転出322人
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9月29日㈰～11月24日㈰
4つのイベントで市内全体をつなぎ、まちじゅうをアートで盛り上げます

アートの力で〝ひと〟と〝まち〟を元気に！

第28回 UBEビエンナーレ
　　　　    （現代日本彫刻展）

　アート作品の展示、各種パフォーマンス、
ワークショップや「食のイベント」など、まちな
かの魅力を発信します。

うべの里
アートフェスタ

まちなか
アートフェスタ
会場：中心市街地

ピックアップイベント
▶アンノヒデアキノセカイ×
　海洋堂　エヴァンゲリオンフィギュア
　ワールド
9月14日㈯～11月24日㈰
11時～18時30分　※水曜休館
常盤町１丁目スマイルマーケット
（TOKiSMA）

ピックアップイベント
▶馬場良治展～文化財装飾復元の世界～
9月29日㈰～11月24日㈰10時～15時
旧吉部小学校

▶岩戸神楽舞
12月7日㈯18時～
万倉ふれあいセンター
10年ぶりに復興した岩戸神楽舞を、うべの里アート
フェスタフィナーレとして披露します

キッチンカー大集合！
10月6日㈰10時～15時　アクトビレッジおの

}北部地域振興課　☎67－2812　>67－2158

9月29日㈰11時～15時
中央銀天街、多世代交流スペース、
わいわいぱぁ～く

山口宇部スペインフィエスタ2019

10月6日㈰11時～15時
平和通り

まちなかWAKUWAKUフェスタ

}共生社会ホストタウン推進グループ
　☎34－8468　>22－6008

「無料シャトルバス」運行！ 一日4往復

}文化・スポーツ振興課　☎34－8616　>22－6083

運行日　UBEアートフェスタ2019開催期間中の土・日・祝・振替休日
※詳細は、ホームページや各会場に設置されるチラシをご覧ください

写真家「在本彌生」と巡るUBEアートフェスタツアー
開催日　10月6日㈰、11月3日（日・祝）、23日（土・祝）
料　金　2,000円（特製うべの里弁当付き）
申込先　㈱船鉄観光旅行社　☎83－3275　>83－8766

バスツアー

宇部市芸術祭 会場：文化会館など9月1日㈰～12月15日㈰

ピックアップイベント
▶「まちじゅうアートフェスタ俳句de投句！」
　季節の言葉にのせて「まちじゅうアートフェスタ」を詠んでください
受付期間　9月29日㈰～10月31日㈭
投句箱設置場所　UBEビエンナーレ彫刻の丘など

}文化創造財団
　☎35－3355　>31－7306

各行事の開催日程は、情報カレンダー（8面）に掲載しています。

会場：旧吉部小学校、
　　 アクトビレッジおのなど

　のどかな「うべの里」でさまざまなアートや伝統文化に
ふれてみてください。職員室caféも期間中、毎日営業
します。

宇部市LINE公式アカウントで市の情報を配信！
～あなたの欲しい情報を届けます～

　市民の皆さんへ幅広く市の情報をお伝えするため、ス
マートフォンのコミュニケーションアプリ「LINE(ライン)」
での配信を開始。
　配信する情報は、「防災」「防犯・見守り」「市政」「イ
ベント」「ごみ・リサイクル」「子育て」「移住交流」の７項
目です。（詳細は4面掲載）
　台風や避難情報など命を守るための「防災情報」は、
登録者全員に配信。その他の情報は、登録者が選択し

た欲しい情報だけが届きます。プッシュ通知で配信をお
知らせするので、大事な情報は逃しません。
　災害に対する備えのためにも、市の情報を手軽に入
手できるひとつの手段として、「宇部市LINE公式アカウ
ント」をご利用ください。
　これからも、広報うべや市ホームページ、うべメール
サービス、フェイスブックなどを通じて、市民の皆さんの
生活に役立つ情報をお伝えします。

■問い合わせ　広報広聴課
☎34－8123　>22－6063

友だち登録はこちらから

ラ　イ　ン

会期：9月29日㈰～11月24日㈰ 詳細は中面のチラシをご覧ください。

ト　キ　ス　マ
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■問い合わせ　防災危機管理課　☎34－8139　>29－4266

■問い合わせ　高齢者総合支援課
　☎34－8391　>22－6026

　これから10月にかけて、台風が日本列島に接近・上陸しやすい時期
を迎えます。今から20年前となる平成11年9月には、台風18号の直撃
と高潮の発生により市内の各地で大きな被害が発生しました。雨や風
が強くなってから慌てては、思わぬ事故やけがにつながります。台風に
対する備えを確認しておきましょう。

　次のような場合は、高潮の危険性が特に高まります。危険な場所
へは決して近づかず、早めに避難しましょう。

　テレビやラジオなどの台風情報や気象情報に注意するとともに、緊
急避難場所の確認や非常持ち出し品の準備など万全の対策をとりま
しょう。
　非常持ち出し品は、家庭の環境に合わせて必要なものを両手が自
由に使えるリュックなどに入れ、身近な場所に準備しておきましょう。避
難の妨げにならないよう、可能な限りコンパクトにまとめることがポイン
トです。

　認知症高齢者の数は、2025年には日本国内で約700万人、65歳以上の高齢者の約5人に1人に達す
ることが見込まれ、今や認知症は誰もが関わる可能性のある身近な病気です。この機会に、認知症
について家族みんなで考えてみませんか？

　住み慣れた場所で、最後まで自分らしく暮らすため、「認
知症カフェ」について一緒に考えてみませんか。

　認知症を正しく理解し、偏見を持たず、
認知症の人やその家族を見守る「応援者」
が認知症サポーターです。身近な応援者が
もっと増えれば、より安心して住み続けら
れる地域になります。あなたも認知症サ
ポーターになりませんか。

　講座の申し込みは随時受け付けています。詳細は
市ホームページをご覧ください。

　「認知症カフェ」とは、認知症のある人やその家族、地域住
民、医療や介護の専門職など、だれもが気軽に集い、仲間づくり
や情報交換ができる地域の居場所です。登録された事業者などの
活動は、市のホームページなどで広く周知していき
ます。

　停電に関する問い合わせや、電線の異状、電柱や電線からの火花
や異常音を見聞きしたら、中国電力に連絡してください。

平成11年 台風18号が直撃し、高潮による浸水被害が発生
（山口宇部空港）

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

平成30年救急出場件数
1日当たりの出場件数
救急搬送
うち軽症者

7,234件
約20件
5,665人

1,834人（約32％）

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

救急車を呼んでいいのか判断に迷った時は
急な病気やけがの相談に、専属の看護師などが
応じます
▷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）

■問い合わせ　健康増進課
　☎31－1777　>35－6533

■高潮に十分注意を

■情報収集と避難準備は万全ですか？

■認知症サポーターになりませんか

■認知症カフェの
　登録者を募集しています

■停電・電線の断線

▷台風の接近が、大潮の満潮時と重なりそうなとき
▷台風が、宇部市周辺あるいは、宇部市の西側を通過しそうなとき
▷台風が、九州付近に接近し、周防灘に強い東風が吹き続けるとき

～20年前の浸水被害を忘れずに～
命を守る備えはできていますか？

　水害・土砂災害について、避難行動を呼びかける防災情報を
5段階に整理しました。地域で声をかけあって、警戒レベル4で
全員避難しましょう。

■警戒レベルを用いた防災情報の発令

●停電情報は中国電力のアプリからも確認できます
中国電力 停電情報　アプリ 検索

中国電力㈱カスタマーセンター
^0120－613－277

□非常持ち出し品や備蓄品を準備している
　※食料の消費期限や電池の使用期限を
　　確認しておきましょう
□近所の避難所・緊急避難場所を知っている
□避難先への避難経路、避難方法を家族で確認している
□家族間での安否確認の方法や、緊急時の集合場所などを
　決めている
□災害用伝言ダイヤル「171」や災害用伝言板などの使用方法
　を知っている

●災害情報や避難情報などは市ホームページ
　にも掲載しています

宇部市　緊急災害情報 検索

宇部市　認知症サポーター 検索

宇部市　認知症カフェ 検索

チェックしてみましょう

認知症への理解を深めましょう
9月は「山口県認知症予防月間」です

■認知症に関するイベントを行います
●認知症関連パネル展
　日時　9月18日㈬～27日㈮　場所　市役所ロビー
●認知症啓発イベント　場所　福祉会館　共催　エーザイ㈱

9月25日㈬

13時30分～
14時30分
14時45分～
16時15分

市民向け 
認知症サポーター養成講座
映画
「妻の病～レビー小体型認知症～」

日時 内容

動物は責任を持って飼いましょう

■問い合わせ　生活衛生課　☎34－8252　>22－6016

▷動物の本能や習性、生理を理解し、
　正しくしつけ、終生飼育する
▷飼い犬は必ずつなぐ
▷かむ癖のある犬は、口輪をかける
▷狂犬病予防注射と犬の登録をする

▷飼い猫は、屋内飼育を徹底する
▷動物の飼育場所を清潔に保つ
▷動物のふんで、公園、道路、他人の土地などを
　汚さない

　9月1日～10月31日は動物の飼い方マナー
アップ強化期間です。ペットが他人に迷惑をか
けることのないよう、責任と自覚を持って正し
く飼いましょう。

認知症サポーターの証
オレンジリング

●認知症初期集中支援チーム
　（高齢者総合支援課　☎34－8391）

「認知症カフェサミット（県主催）」開催

日時　10月6日㈰10時～15時
場所　渡辺翁記念会館
内容　①若年性認知症と診断された丹野智文講演
　　　②カフェ実施者によるシンポジウム
　　　③模擬カフェ
問い合わせ　県長寿社会課　☎083－933－2788

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

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

　成年後見制度とは、さまざまな理由で判断能力が不十分な人を保護し、支援する制
度です。成年後見制度利用促進法などの説明、意見交換などを行います。

●高齢者総合相談センター
　（地域包括支援センター）
　地域ごとに設置している、高齢者の総合相談窓口
です。住み慣れた地域で生活できるように、認知症を
含むさまざまな相談をお受けします。各センターには
認知症地域支援推進員もいます。問い合わせ先は、
市ホームページや広報うべ6月号に掲載しています。

一人で悩まず
相談しよう
(相談窓口)

こころの体温計で
　　ストレスチェック

成年後見制度利用促進のための意見交換会

■問い合わせ　健康増進課
　　　　　　　☎31－1777　>35－6533

宇部市　こころの体温計 検索

●日時　9月13日㈮10時～12時
●場所　福祉会館　●定員　50人程度　●持参品　筆記用具
●申込方法
　電話、FAX、メール、点字のいずれかで、氏名、所属する団体、連絡先を連絡

●申込期限　9月10日㈫

※配慮（点字資料、手話通訳、要約筆記など）が必要な場合は、事前にお知らせください
※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

■申込先　地域福祉・指導監査課　☎34－8393　>22－6028
　　　　　chi-fuku@city.ube.yamaguchi.jp
※意見交換会に参加できない場合も、利用を促進するための提案など、意見をお寄せください

警戒
レベル

5

３

２

１

避難行動 避難情報など

命を守るための最善の
行動をとる

高齢者や乳幼児、障害の
ある方などの避難に時間
を要する人は避難
避難場所や避難経路を
確認

災害への心構えを高める

災害発生情報
（既に災害が発生）
【市町村が発令】

避難準備・高齢者等避難開始
【市町村が発令】

洪水注意報、大雨注意報等
【気象庁が発表】

早期注意情報等
【気象庁が発表】

４ 全員
安全な場所へ避難

避難勧告　避難指示（緊急）
【市町村が発令】
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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

他

他

他

他

他

遊

遊

湖
石

市税などの口座振替推進キャンペーン
キャンペーン期間 9月2日㈪～11月29日㈮

　期間中、新規で口座振替の申し込みをすると、次の特典
があります。※年金や給与からの特別徴収分は対象外

全員に、ときわ動物園入園券引換券をプレゼント！
（有効期限：令和2年2月29日）

特典1

抽選で50人に、トートバッグ・ボールペン・マスキング
テープのセットをプレゼント！

特典2

●対象科目・問い合わせ
▷普通徴収市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税
　収納課　☎34－8208　>22－6014
▷国民健康保険料
　保険年金課 国民健康保険係　☎34－8290　>22－6019
▷後期高齢者医療保険料
　保険年金課 後期高齢者医療係　☎34－8343　>22－6019
▷介護保険料
　高齢者総合支援課　☎34－8297　>22－6026

小学校入学前の健康診断
詳しいお知らせは、9月中旬までに住民票の住所に郵送します。

●対象　令和2年4月に小学校に入学する子ども
　　　　（平成25年4月2日～平成26年4月1日生まれ）

■問い合わせ　学校教育課　☎34－8609　>22－6071

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

1 0月1 6日㈬
1 0月3 1日㈭
1 0月1 7日㈭
1 0月3 1日㈭
1 0月1 0日㈭
1 1月1 4日㈭
1 0月2 4日㈭
1 0月 ３ 日㈭
1 0月 9 日㈬
1 0月 9 日㈬
1 0月3 1日㈭
1 0月1 7日㈭

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

1 0月 8 日㈫
1 0月2 9日㈫
1 0月 1 日㈫
1 1月1 4日㈭
1 0月2 4日㈭
1 1月 7 日㈭
1 0月2 4日㈭
1 0月1 7日㈭
1 0月 3 日㈭
1 0月3 0日㈬
1 0月1 5日㈫
1 0月1 6日㈬

　日時　9月28日㈯
　　　　9時50分～12時
　場所　ときわ公園正面入口集合
　定員　40人
　申込期限　9月27日㈮
　申込先　ときわ公園課（☎54－0551）
●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　9月29日㈰9時30分～17時
　　　　（パスポートの販売は16時まで）
●炭鉱の語り部講座　第2弾
　「満鉄本線を疾駆した超特急「あじあ」 
　― 牽引したパシナ型蒸気機関車他 ―」
　講師　津田 出（炭鉱を記録する会会員）
　日時　9月29日㈰13時～15時
　定員　20人
●園芸相談
　日時　10月6日㈰10時～12時、13時～16時
●第2回スワンボートレース大会
　日時　10月6日㈰11時～14時
　　　　※荒天時は10月26日㈯に延期
　場所　ときわボート

　対象　中学生以上の男女ペア
　定員　先着50組100人　費用　2,000円
　申込期間　9月2日㈪～30日㈪
　申込先　
　問い合わせ　®090－8249－0367（田辺）
●TOKIWAファンタジア発
　　　　　　ナイトウェディング
　TOKIWAファンタジア会場で、結婚式（公
　開人前式）を挙げませんか？
　日時
　　11月30日㈯～
　　来年1月12日㈰
　　17時30分～21時
　申込期限
　　11月1日㈮
　申込先
　　ときわ公園課
　　（☎54－0551）

●わくわくレイン～雨の日限定サービス～
　雨の日は、園内の参加店舗で各種サービスを
　提供
　期間　9月8日㈰まで
●誰の体？霊長類ダンボールパズル
　サルの体パズルで特徴や違いを学ぼう！
　日時　9月7日㈯～10月14日（月・祝）
　　　　9時30分～17時
●ときわ公園フリーマーケット
　日時　9月15日㈰7時～14時　※雨天中止
　場所　東駐車場
　問い合わせ　事務局（®080－2884－0270）
●パルフェマーケット
　日時　9月15日㈰10時～15時
　問い合わせ　事務局（®080－2884－0270）
●水生生物観察会
　日時　9月22日㈰10時～12時
　場所　常盤湖（スポーツ広場集合）
　持参品　長靴、アミ、バケツ
　定員　先着20人
　申込先　ときわ動物園（☎21－3541）
●てくてくときわ公園
　芸術の秋！彫刻マップを片手に歩きましょう！

…体験学習館モンスタ　　…その他他
…ときわ遊園地　　…ときわ湖水ホール遊

モ
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…ときわミュージアム　　…石炭記念館ミ 石開催場所の表示

スワンボートレース大会 検索
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■問い合わせ　広報広聴課
　☎34－8123　>22－6063

宇部市LINE公式アカウント

① ② ③

④ ⑤ ⑥

①宇部市ホームページ
②「広報うべ」デジタルブック版
③注目情報
④防災情報
⑤ごみ分別案内ボット
⑥受信設定
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あなたが選んだ「欲しい情報」を配信中！

防災、防犯・見守り、市政、イベント、ごみ・リサイクル、子育て、
移住交流
※防災情報は全員に届きます
※欲しい情報は、友だち登録後、トーク画面右下の⑥[受信設定]
　から選択します

配
信
情
報

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

ジェンダー平等を実現しよう　
ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る
世界では、依然として女性が差別や暴力を受けていて、先進国においてもさまざまな場面で女
性差別が見られます。世界経済フォーラムが2018年に発表したジェンダー・ギャップ（社会進出
における男女格差）指数によると、日本は149カ国中110位でした。<目標５>では、土地、財産、
技術、就労機会などを男女が平等に得られる社会の実現を目指します。

トーク画面▶

広報うべ 2019年９月号❺SDGs未来都市・宇部

■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

　市街地を快適に楽しむための新たな交通システムとして、シェアサイクルの実証
実験を行います。他の人と自転車を共有し、必要なタイミングで自転車を利用する
ことができます。

　地図を頼りに謎を解きながら街を歩き回り、隠さ
れた「宝箱」を見つけよう。クリアしたコース数に応
じた商品が抽選で当たります。宝箱とともに地域の
魅力を発見しませんか。

リアル宝探し

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。

　夜の稲成神社、幽玄な雰囲気の
中で手に汗握る勇壮な演武をご堪
能ください。公演当日には演目に応
じて限定御朱印を授与します。
●日時　9月7日、14日、15日、21
日、22日　各20時～21時10分
●場所　太皷谷稲成神社
●費用　中学生以上500円
■問い合わせ　津和野町観光協
会（☎0856－72－1771）

　工芸作品から生活に密着した職
人技、みごとな手仕事が大集合。

美味しいモノは日替わりで出店者
が替わりますので、何度でもご来場
ください！
●日時　9月13日㈮～16日（月・祝）
10時～16時（最終日は15時30分
まで）
■場所・問い合わせ　アスピラー
ト（☎0835－26－5151）

　熊谷喜八（KIHACHI創業者）
と奥田政行（「アル・ケッチャーノ」
オーナーシェフ）による、萩の食材
を活用したビュッフェとバーベ

キューをお楽しみください。
●日時　9月16日（月・祝）
12時～15時
●場所　道の駅 萩しーまーと横
●料金　5,000円
●定員　200人（先着順）
■申込先　萩市企画政策課
（☎0838－25－3342）

 　
　約千個のキャンドルが演出する
幻想的な空間でライトアップされた
五重塔が一段と美しく見える風景
をお楽しみください。
●期間　9月16日（月・祝）、23日（月・
祝）18時30分～21時
●場所　香山公園
■問い合わせ　大路ロビー
（☎083－920－9220）

　美祢市と国際交流している台湾

から取り寄せたランタンが鮮やかに
灯り、心和ませてくれます。ステージ
イベントや、eスポーツ、台湾グルメ
の出店なども楽しめます。
●日時　9月28日㈯15時～21時
●場所　美祢市役所駐車場
■問い合わせ　実行委員会（一
社）美祢青年会議所（☎0837－
53－1666）

 　
　市内小中学生「科学作品展」、
市内高等学校・山口東京理科大
学・市内企業による実験体験ブー
スなど。29日には海老谷浩（米村で
んじろうサイエンスプロダクション
所属）のサイエンスショーも開催。
●日時　9月28日㈯、29日㈰
10時～17時
●場所　おのだサンパーク
■問い合わせ　山陽小野田市教
育総務課（☎82－1200）

津和野夜神楽2019

「腕前探訪」　
ふるさとの匠たち

かがく博覧会
山口ゆらめき回廊

萩・食の祭典2019 
HAGIフード
フェスティバル

美祢ランタンナイト
フェスティバル

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）

シェアサイクルの
　　実証実験を行います

●期間　12月1日㈰まで
●コース　
▷宇部市…北部コース、
　　　　　ときわ公園コース、市街地コース
▷山口市…大殿・白石コース、湯田温泉周辺コース、
　　　　　阿知須コース
●参加方法　ときわ公園などに設置のパンフレット
　やホームページ（http://www.takarush.jp/）を
　ご覧ください
■問い合わせ
　山口ゆめ回廊博覧会実行委員会事務局
　☎083－934－4152

●利用方法
　スマートフォンのアプリをダウンロードし、利用者情報を登録
●期間　11月24日㈰まで
●ポート（駐輪場）　※期間中に増設予定
　ときわ公園正面入口、山口宇部空港駐輪場横、
　常盤町1丁目スマイルマーケット（TOKiSMA）、
　若者クリエイティブコンテナ(YCCU）
●利用料金
　1時間100円（以降1時間ごとに100円加算）

講師：小山内健（ばらソムリエ）!9
月14日㈯10時～11時半#図書館
<筆記用具}ガーデンシティ推進
グループ（☎34－8485、>22－
6008）

テーマ：新たなる出発。伊藤真波
（日本初義手の看護師。北京・ロン

ドンパラリンピック競泳選手）の講
演、ダンスなどのステージイベン
ト、障害福祉サービス事業所の授
産品販売!9月28日㈯13時半～
16時#文化会館}実行委員会事
務局［光栄会］（☎39－7301、>39
－7302）

●うべスタセミナー!$9月7日㈯
13時半～16時半「岡山の起業家
コミュニティとの連携イベント」、13
日㈮18時半～20時「セールス・パ
ワーアップセミナー」、17日㈫14時
～15時半「起業家交流コミュニ

ティ うべスタ・コミュ」、27日㈮18時
半～20時「ビジネスリレーション
シップ構築セミナー」、9月中旬
「ICTを活用した水産業」{各20
人#_うべスタートアップ（☎39－
5010、>39－5184）
https://ube-startup.com/
●ジョブスタセミナー!$9月25日
㈬14時～15時「仕事の探し方と応
募書類の作成のポイント」、30日
㈪14時～15時 「面接対策：身だし
なみと質疑応答のポイント」{各5
人#_ジョブスタ（☎39－5013、
>39－5184）
jobsta@aurora.ocn.ne.jp

いつでも・どこでも・誰でもできる
体験型健康法の勉強会!9月14

日㈯15時～16時半#ユーピー
アールスタジアム<ズボン着用、
筆記用具~9月11日まで_末永整
骨院・光（®090－4144－2416）

UBEビエンナーレ彫刻の丘～とき
わ公園正面玄関周辺の彫刻を楽
しいガイドを聞きながら清掃しま
しょう!9月23日㈷9時15分～11時
半#ときわミュージアム集合
{200人<ゴム手袋、軍手、草取
り用具など|*?∑（7面）と中学
生以下は年齢、団体で参加の場
合は団体名_うべ彫刻ファン倶
楽部事務局（☎37－5877、>37－
5887）~9月11日まで}UBEビエ
ンナーレ推進課（☎51－7282、
>51－7205）

催し 事前申込
なしで参加
できます

秋に向けて咲かせる
バラづくり

Happy Together2019
～障害者の祭典～

うべスタ＆
ジョブスタセミナー

介護予防に必要な
健康法

うべ彫刻ファン倶楽部
彫刻清掃

募　　集

お知らせ

ト  キ  ス  マ
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子どもたちが動物の立場になって
人間との共生や環境を考え、
SDGsの視点から問題解決を話し
合う交流プログラムの進行・サ
ポートを行うインストラクター養成
講座!9月26日㈭18時～21時、28
日㈯9時～12時、14時～17時、10月
18日㈮18時～21時、19日㈯14時～
17時※内容は同じ#うべスタート
アップ※10月18日のみ福祉会館
{ 2 0人（先着順）<筆記用具
|*?氏名（フリガナ）、電話番
号、参加日時_政策企画グルー
プ（☎34－8113、>22－6008）

結核・肺がん、胃がん、大腸がん、
子宮がん、乳がん、骨粗しょう症、
特定健康診査!#①9月29日㈰
厚南市民センター、②10月19日㈯
保健センター、③10月27日㈰【女
性限定・託児あり】厚南市民セン
ター、各9時～12時%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9月18日から③は9
月26日から_保健センター（☎31
－1777、>35－6533）

受診前に必ず予約してください
●休日▷乳がん：阿知須同仁病院
（☎65－5555）、ささい放射線科
（☎22－0331）、針間産婦人科（☎
21－2373）●平日夜間▷乳がん：
阿知須同仁病院、ささい放射線
科、宇部記念病院（☎31－1146）
!9月～12月の指定日{医療機関
ごとに先着順<受診券、検査費用
}保健センター（☎31－1777、
>35－6533）
●がんに関する悩みや不安につ
いて相談できる「がん・なんでも相
談窓口」を設置しています▷山口
宇部医療センター（☎58－2100）、
シーサイド病院（☎58－5360）、宇
部興産中央病院（☎51－4760）、
宇部協立病院（☎33－6111）、わ
ただ内科（☎34－2611）、山口大学
医学部附属病院（☎22－2473）、
宇部フロンティア大学（☎38－
0515）

企業や団体などが、人材や施設を
活用して定期的に運動・スポーツ
を楽しむ活動を行う場合に助成し
ます。助成内容：講師料（上限
10,000円、1回限り）、会場使用料
（1回2,000円、5回まで）~来年3月
31日まで_宇部市スポーツコミッ
ション（☎39－7653、>39－6584）
info@ube-sc.jp

!$①10月2日㈬はじめての俳句
②10月4日㈮エクセル基礎編③10
月11日㈮エクセル応用編④10月
18日㈮エクセル実践編⑤10月23
日㈬心も体もリフレッシュ♪※時
間は各10時～11時半（全5回）、①
⑤は単独受講可※託児あり（6カ
月児以上）#男女共同参画セン
ター%市内に在住か通勤する女
性{16人（先着順）※託児は、先
着10人<⑤は運動できる服装、タ
オル、飲み物。託児はおむつ、ごみ
袋、おしりふき、飲み物、おやつ、着
替え|*?∑（7面）とフリガナ、
年齢、希望する講座、託児希望の
有無。託児は子どもの氏名（フリガ
ナ）、性別、生年月日、アレルギーと
障害の有無~9月25日まで※託児
は9月20日まで_人権・男女共同
参画推進課（☎34－8308、>22－
6016）

!10月5日㈯13時～#渡辺翁記
念会館{200人程度　
●出演者募集{30人<ハーモニ
カ|*?=氏名、連絡先、ハーモ
ニカの演奏経験の有無、演奏曲
目~9月15日まで_宇部ハーモニ
カソサエティ（®090－6839－
8289、>43－1279）
teruhiro@trust.ocn.ne.jp

稲刈り体験!10月6日㈰9時半～
1 1 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）~9月29日まで_有機
ネット山口西部（®090－5690－
5758[天野]）

「神輿が川を渡る？！」厚南沖ノ旦
の水分神社秋祭りは、厚東川の対
岸まで渡ります（約2km）!10月6
日㈰14時半～16時#宇部西リハ
ビリテーション病院駐車場集合
（道路を挟んだ向かい側）{40人
（先着順）<タオル、飲み物~10
月4日まで_観光・グローバル推進
課（☎34－8353、>22－6083）

!10月11日㈮10時～15時半#西
部体育館%60歳以上<体育館用
靴、靴袋、昼食など|老人クラブ
に未加入の人は、各ふれあいセン
ターに設置の申込書を提出~9月
20日まで_老人クラブ連合会（☎
22－4380）

!10月12日㈯10時～、14時～
&2,500円{各12人~10月5日ま
で|*?=∑（7面）#_アクトビ
レッジおの（☎64－5111、>64－
2800）actvillageono@gmail.com

!試験日▷防衛大学校11月9日
㈯、10日㈰▷防衛医科大学校医
学科10月26日㈯、27日㈰▷防衛医
科大学校看護学科10月19日㈯
%高卒（見込含む）で21歳未満
~9月5日～30日}自衛隊宇部地
域事務所（☎31－4355）

ソフトテニス、テニス、バドミントン、
ソフトバレーボール、卓球、ウオー
キングジャズ、おはようリズム体
操、3Bらくらく健康体操、ジャズダ
ンス、ヒップホップダンス%&教室
により異なる|申込書を提出。募
集要項は市内体育施設などに設
置_市体育協会（☎31－1507、
>21－7138）sportskyoushitsu@
ube-taikyou.or.jp

すべての運動の基本である正し
い「走り方」を学びます!10月12
日㈯8時50分～11時50分※雨天
時は19日㈯に延期#恩田運動公
園陸上競技場%市内小学1年～6
年生{ 1 0 0人<運動着など、
シューズ、水筒|?=学校名、学
年、性別、氏名、住所、保護者氏
名、50ｍ走参加の可否（4年生以
上）~9月27日まで_市体育協会
（☎31－1507、>21－7138）
kawamura@ube-taikyou.or.jp

災害時の外国人支援のために必
要な知識や心構えを学び、外国人
に安心を届けるボランティアを養
成します!#▷基礎編：10月12日
㈯13時～16時、小郡ふれあいセン
ター（山口市）▷実践編：①10月19
日㈯10時～16時、福祉会館②11
月9日㈯10時～16時、周南市役所
{基礎編60人、実践編各40人（先
着順）_県国際交流協会（☎083
－925－7353、>083－920－4144）
yiea.info@yiea.or.jp

地域活動の事例や体験談の紹
介、活動体験を通して、地域に関
わるきっかけを見つけよう!10月
25日㈮、11月8日㈮、12月20日㈮各
14時～16時と12月初旬に活動体
験（全4回）#福祉会館{20人

~10月4日まで_宇部市社会福祉
協議会（☎33－3134、>22－
4391）tiiki@ubeshishakyo.or.jp

▷午前：「100歳まで元気でいるた
めの正しい歩き方」理想の靴や正
しい姿勢を学びます▷午後：宇部
市ふるさとコンパニオンによる
UBEビエンナーレガイドツアー▷
特典：ときわ動物園・世界を旅する
植物館の入場パス、小野茶の試
飲!10月27日㈰10時～15時#と
きわ湖水ホール&総合型地域ス
ポーツクラブ会員（大人400円、中
学生以下200円）、一般（大人800
円、中学生以下400円）{200人
（先着順）|?∑（7面）と年齢、性
別_文化・スポーツ振興課（☎34
－8616、>22-6083）

●令和の万葉の里を訪ねる!11
月16日㈯&11,000円（昼食付き）
~11月8日まで（先着順）
_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

▷UBE読書のまちづくりビジョンの
概要説明▷パネルディスカッション
「みんなで創ろう！読書のまちづく
り」▷記念講演「読書力とコミュニ
ケーション力」、講師：斎藤孝（明
治大学教授）!11月17日㈰13時
半～16時50分#渡辺翁記念会館
{1,200人|往復はがき~9月3日
～10月11日_図書館（〒755－
0033琴芝町一丁目1－33、☎21－
1966、>21－3801）

難病に関する知識や患者への適
切な接し方を問う検定。「お子様
検定」は小学4年生から受験でき
ます!12月8日㈰9時半～12時
#宇部フロンティア大学{30人
（先着順）<筆記用具、時計
|+?=∑（7面）_みらいプラ
ネット「難病カウンセリング検定」
係（〒747－0035防府市栄町一丁
目5－1防府市市民活動支援セン
ター、>0835－24－7733、" 
info@yg-rvm-support.org）~10月
31日まで}検定委員会事務局
（®090－9066－4043）

縦覧の内容▷「特別用途地区（大
規模集客施設制限地区）の変
更」すべての準工業地域内に大

規模集客施設の立地を規制しま
す▷「特定用途誘導地区の決定」
都市機能誘導区域内の誘導施設
に限定して容積率を緩和します※
詳細は問い合わせてください!9
月3日㈫～17日㈫#}都市計画・
住宅課（☎34－8464、>22－
6049）

!9月23日㈷
●白石公園墓地$墓地内に臨時
バス停を設置し、小羽山線、八幡
宮線の一部の便が停車します
●開公園墓地$開線の風呂ヶ迫
―ひらき台間に臨時バス停を設
置し、全便停車します
}交通局（☎31－1134、>22－
1772）

不妊の検査や治療で悩んでいる、
配偶者や家族に理解してもらえず
悩んでいるなどの相談に、専門医
や臨床心理士が対応します（予約
制）!9月27日㈮16時～18時
#_県宇部健康福祉センター（☎
31－3200、>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、
受取場所が市民センターになって
いて、市役所本庁舎に変更を希
望する人は、9月25日までに予約を

お願いします!9月29日㈰8時40
分～11時40分#_市民課（☎34
－8264、>22－6017）

令和元年度に養成機関などを卒
業し、市内の介護サービス事業所
などに常勤介護職として新たに就
職する人に対して、1人あたり10万
円を助成%2年以上継続して勤務
できる人{10人|申請書を提出。
申請書類は市役所に設置のほ
か、市ホームページに掲載~来年
2月28日まで_高齢者総合支援課
（☎34－8394、>22－6026）

井戸の周辺にみだりに人や動物
が立ち入らないよう注意し、いつも
清潔に保ちましょう。1年に1回以
上、定期的に水質検査を受けま
しょう。変化や異常を感じたときは
飲むのをやめて直ちに水質検査
を受けましょう。水道給水区域内
では、安心して飲める水道水の飲
用をお勧めします}生活衛生課
（☎34－8252、>22－6016）

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!10
月5日㈯13時～15時#福祉会館
%本人、家族_むつみ会（☎35－
3365）

統計法に基づく総務省統計局の
基幹統計調査。11月にかけて調
査員が該当地区と該当世帯を調
査・訪問しますので、調査票への
記入をお願いします}総務管理
課（☎34－8114、>22－0686）

住宅用火災警報器は、すべての
住宅で寝室への設置が義務化さ
れています。また、設置後は定期
的に点検し、劣化や電池切れを防
止するため約10年での交換を推
奨します。なお、9月～12月に消防
職員が一部の世帯を訪問調査す
る予定です。職員が警報器や消
火器などを販売・斡旋することは
絶対にありませんので、不審な場
合は職員の身分証を確認してくだ

さい}宇部・山陽小野田消防局
予防課（☎21－7599）

管理不足が火災や漏電など思わ
ぬ事故につながる可能性がありま
す。定期的にパネルや配線の点検
をしましょう。なお、点検の相談は
設置した業者などへお願いします
}宇部・山陽小野田消防局予防
課（☎21－7599）

私立小中学校などへ通う児童生
徒の保護者も、就学援助費支給
の対象になります。申請が必要で
すので詳細は問い合わせてくださ
い%生活保護受給者に準ずる程
度の生活困窮者}教育委員会総
務課（☎34－8604、>22－6066）

❻ ❼

体育協会スポーツ教室

小学生陸上運動実技
講習会

災害時外国人
サポーター養成講座

地域デビュー応援講座

元気になーれ！！
ビエンナーレ

UBE読書の
まちづくりフォーラム

交通局の旅
プラン

せかい！動物かんきょう会議
インストラクター養成講座

総合集団健診

がん検診を受けましょう

マンスリー
チャレンジデー実施団体

お知らせ

女性活躍推進セミナー

難病カウンセリング検定

井戸の衛生管理を
行いましょう

太陽光パネルを
点検しましょう

私立小中学校も就学
援助費の対象になります

統合失調症・
うつ病相談会

全国家計構造調査を
実施しています

設置していますか？
住宅用火災警報器

マイナンバーカードの
受け取りは済みましたか

新卒介護福祉士等
就職支援助成金

市営バス
彼岸の墓地臨時運行

不妊専門相談

宇部ハーモニカ
コンサート

有機栽培技術講習会
（稲作の部）

てくてくまち歩き

シニアスポーツ大会

宇部都市計画の決定、
変更（案）の縦覧

寄せ植え講習会

自衛官など

∑…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
河野　直行
SIS株式会社（明神町）
有限会社茂山製鋼原料（大字末信）
医療法人社団浅山眼科（常盤町）
有限会社栗栖工業（大字船木）
福永商事株式会社（浜町）
有限会社ワンアップ（大字上宇部）
成建工業株式会社

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000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
（7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

テーマ：各症例とその対応・予防など（体験型）!9月8日㈰10時～12時
#福祉会館{70人}市身体障害者団体連合会事務局（☎>44－0261
［波多野］）

認知症を理解する学習会

人間くさい3匹の犬（？）が繰り広げる友情物語!9月27日㈮19時～20時
#福祉会館&▷前売り：一般2,500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{150人（先着順）_うべ★子ども21（☎21－
9114、>22－3210）

舞台劇「君がいるから」（劇団CAN青芸）

!9月28日㈯8時～12時#山口産業（株）駐車場集合&大人500円、小学
生以下300円（保護者同伴）{50人（先着順）|*?∑（7面）~9月24日
まで_宇部物流研究会（®090－7503－2960［花田］、>32－4471）

真締川でハゼ釣り大会

豚汁の無料配布、ステージイベントなど!10月6日㈰8時半～14時#扶
老会●出店者募集{60区画（先着順）~9月30日まで_ハイツふなき
（☎67－0188、>67－0888）

扶老会フリーマーケット

「ことう」から「ふなき」まで一緒に歩きましょう!10月14日㈷9時～#持
世寺温泉上の湯集合%小学生以上（小学生は保護者同伴）&1,500円
{25人（先着順）~9月5日から_船木ふれあいセンター（☎67－1183、
>67－1404）

石畳ウオーキング

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）

「UBE START UPビジネスプラン
コンテスト2019」のプランを募集

ウベ スタート アップ

●募集テーマ 
　宇部市を舞台に展開する、次の地域課題の解決を目指すプラン
　①農林水産業の振興　②商業の振興　③アート分野の産業化
　④プラスチックごみの削減　⑤次世代交通システムの推進
　⑥共生社会づくりの推進　⑦その他
▷課題解決型プラン　宇部市の地域課題の解決を提案するもの
▷未来創造型プラン　宇部市の未来をデザインし提案するもの
●申込期限 
　11月1日（金）17時※応募要件などはホームページをご覧ください
●表彰 
▷一般部門　最優秀賞(1件)賞金50万円、部門賞(1件)賞金20万円
▷学生部門　最優秀賞(1件)賞金10万円、部門賞(1件)賞金5万円
▷IoT・アプリ特別賞　賞金10万円（1件）
■申込先・問い合わせ　うべスタートアップ　☎39－5010
　ubesta@aurora.ocn.ne.jp　
　https://ube-startup.com/

　地域課題の解決につながる宇部発の新たな事業創出を目指し、
ビジネスプランを募集します
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情報カレンダー情報カレンダー 9月1日～10月5日9月1日～10月5日
すべて予約不要で参加できます（㊒は有料、または一部有料）

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）
消費税軽減税率制度説明会（宇部税務署　10時半～11時半、13時半～14時半）
「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（中央町三丁目3－18　11時～15時）
元気アップ教室（中央町三丁目3－18　13時半～14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）
「まちなか保健室」介護・健康相談（中央町三丁目3－18　11時～15時）
献血・400mL限定（富士レビオ㈱　13時半～16時半）
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）
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・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）
消費税軽減税率制度説明会（宇部税務署　10時半～11時半、13時半～14時半）
「まちなか保健室」介護・健康相談（中央町三丁目3－18　11時～15時）
元気アップ教室（中央町三丁目3－18　13時半～14時半）
献血・400mL限定（中国電力㈱宇部営業所　15時15分～16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）
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）
こころとからだのリフレッシュウオーキング（保健センター　10時～11時）
献血・400mL限定（宇部興産海運㈱　14時～16時半）
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（中央町三丁目3－18　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）
イングリッシュ・スタート（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）
献血・400mL限定（山口宇部医療センター　9時～12時半）
行政書士電話相談（^0120－326－121　10時～16時）※2日まで
「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（中央町三丁目3－18　11時～15時）
元気アップ教室（中央町三丁目3－18　13時半～14時半）

プラネタリウム投影会　!9月1日㈰、8日㈰、15日㈰、22日㈰、29日㈰各
14時～15時15分#青少年会館&19歳以上54円
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■弁護士相談
　!9月18日㈬13時半～15時半　予約受付開始9月5日㈭8時半～
　!10月2日㈬13時半～15時半　予約受付開始9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　!9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　!9月14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　!9月17日㈫　#市役所

{4組　~9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　!9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　~9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。

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9月30日㈪　※祝日を除く

19時～22時

9時～17時

9時～21時

小
児
科

内
科・外
科

日時間診療科

※当番医の最新情報や救急病院については、市ホームページをご覧いただくか、
　救急医療電話相談または消防指令センター（☎21－2866）にお問い合わせください。今月の日曜・祝日当番医

宇部市休日・夜間救急診療所 　※12時～13時は待合時間　☎31－1099

宇部市休日・夜間救急診療所　※12時～13時は待合時間、17時～18時は休診　☎31－1099
※0時～ 9時、21時～ 24時は、救急病院で対応します。

9月1日㈰ 8日㈰ 22日㈰15日㈰ 23日（月・祝） 29日㈰16日（月・祝）

金子小児科
上町
☎22－0006

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

よしもと小児科医院
中尾
☎22－0555

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

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　15日㈰、22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）

●市民音楽祭（オーケストラ部門）「クラシックの午後」
　9月1日㈰14時～16時（渡辺翁記念会館）※有料
●写真展　9月5日㈭～8日㈰10時～18時※最終日は16時まで
●絵画・彫刻展　9月12日㈭～16日㈷10時～18時※最終日は16時まで
●俳画展　9月12日㈭～16日㈷10時～18時※最終日は16時まで
●PICASSO LIVE～百年の記憶～　9月13日㈮19時～※有料
●子ども伝統文化わくわく体験学校発表会　9月29日㈰12時半～17時
●彫刻×踊る・舞う2019　9月29日㈰13時～14時半（ときわ公園）
●世界の帆船模型展
　10月3日㈭13時～17時、4日㈮～5日㈯9時～17時、6日㈰9時～16時
●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）

芸術祭 ※会場の表示のないものは文化会館で開催


