
（　）内は前月比。2019年5月末日現在
（転入・転出は5月中）の住民基本台帳
による。
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～スマートウエルネスシティ（SWC）の実現を推進～
楽しく、お得な健康づくり「はつらつ健幸ポイント」参加者募集

　2012年から実施してきた「はつらつポイント制度」を
リニューアル。新たに、スマートフォンアプリや活動量計と
いったICT機器を使った「はつらつ健幸ポイント」として
今月から参加者を募集します。
　「歩くこと」「測ること」を中心にさまざまな健康づくり
にチャレンジ。歩数などのポイントはICT機器により自動
的に付与。活動に応じてポイントが貯まり、貯まったポイ
ントは最大5,000円相当のQUOカードに交換できます。
　また、「はつらつ健幸ポイント」と合わせて、「あなたに

ぴったりの個別運動プログラム」2コースをご用意しまし
た。指導者のもと、個人に合わせた有酸素運動や筋力ト
レーニングを実践します。
　申込用紙は、市役所やふれあいセンターに設置のほ
か市ホームページに掲載。WEB申し込みも可能です。
　子どもから高齢者まで安心して心豊かに暮らせる健
幸長寿のまち、スマートウエルネスシティ（SWC）の実現
を目指している本市。実現のためには皆さんのご参加が
不可欠です。一緒に健康づくりに取り組みましょう！

打ち上げ総数約11,000発！花火と音楽のシンクロ「音楽花火」も見どころです。

20時～21時 ところ　宇部港
7月27日●土

荒天の場合は、28日㈰に延期

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）開催・延期は27日㈯15時に決定し、宇部商工会議所
ホームページに掲載

■問い合わせ　花火大会実行委員会
　　　　　　　☎31－0251　>22－3470
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▷会場周辺の営業店舗に、観覧目的の駐車はしない
　でください
▷車両通行止め区域から車両通行止め区域外への
　車での移動は、17時～21時30分の間できません
▷ゴムボートなどでの海上からの花火の観覧は大変
　危険ですのでやめてください
▷花火の演出や上空の安全確保のため、無人航空
　機、ドローンなどの飛行はご遠慮ください
▷会場内でのバーベキュー、玩具花火などの火気使
　用は危険ですので絶対にやめてください
▷ゴミは持ち帰るか指定のゴミ箱に捨てましょう

アクセス 会場付近の駐車場は限りがあります。渋滞の緩和、地球温暖化防止のためにも、公共交通機関をご利用ください
○電車　臨時列車　}宇部新川駅　☎35－0272
○バス　▷市営バス　}交通局　☎31－1134　
　　　　▷船鉄バス　}船木鉄道（株）　☎67－0074
　　　　▷パークアンドライドをご利用ください
　　　　　交通局バス停と船木バスターミナルにパークアンドライド用の駐車場を設置
○臨時駐車場
　琴芝街区公園（15時～22時）、
　神原小学校、見初小学校、琴芝小学校、東部体育広場駐車場（各17時～22時）、
　図書館（18時～22時）※宇部魚市場駐車場は使用できません
○はなびーる電車
　新山口駅から琴芝駅まで貸切電車を運行。専用スペースで花火を観覧できます。
　▷日時　7月27日㈯新山口駅発17時31分頃、阿知須駅発17時48分頃
　▷参加費　3,000円（缶ビール2本と清酒「貴」1カップ付き）、19歳以下2,000円
　　（ジュース・お茶各1本付き）どちらも宇部のおつまみ、オリジナルグッズ付き　
　▷定員　100人（先着順）
　▷申し込み　7月17日までに交通局（☎31－2442）へ

山口宇部空港
送迎デッキからも
花火が見えます

海上を舞台に熱いレースが繰り広げられます
■問い合わせ
　事務局　☎33－3242

カッターレース競技会（13時～17時）
▷場所　新町ふ頭　▷入場料　中学生以上1,000円（500円飲食チケット付き）

クラフトビアガーデン（17時～21時）

■問い合わせ　健康増進課
☎31－1777　>35－6533

「はつらつ健幸ポイント」の
申し込みはこちらから

初開催　
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申込方法　①～⑥、⑨⑩…電話かFAXで住所、氏名、電話番号を連絡
　　　　　⑦⑧…うべ電子申請サービス
申込先
①～⑥…ときわ公園課（ときわミュージアム）☎37－2888　>37－2889
⑨⑩…常盤動物園協会
　　　☎21－3541　>21－5099
⑦…UBEビエンナーレ推進課　☎51－7282
⑧…ときわ公園課　☎54－0551

■問い合わせ　ときわ公園課　☎54－0551　>51－7205

の
園内施設休業日…8月13日を除く毎週火曜
　　　　　　　 （ときわミュージアムは8月20日、27日開館）
※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

日時　7月13日㈯～8月31日㈯10時～16時　
料金　小学生以下100円（8月31日は無料、保護者無料）
※荒天時などは休場

じゃぶじゃぶ池

日時　7月21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）

ときわ公園フリーマーケット

ときわ公園、海響館、秋吉台サファリランド、徳山動物園、やまぐち
フラワーランドを巡るクイズラリー。抽選で賞品が当たる！
日時　7月13日㈯～10月14日（月・祝）
応募期限　10月28日㈪

みんなでめぐろう！県内5施設連携クイズラリー2019

TOKIWAファンタジア2019
「イルミネーションコンテスト」の出展者を募集

点灯期間：11月30日㈯～来年1月13日（月・祝）
申込方法：申込書を提出。申込書は市ホームページに掲載
申込期限：11月1日㈮
申込先：ときわ公園課　☎54－0551　>51－7205

ときわ公園内にイルミネーションを展示する出展者を募集。
コンテスト上位者には賞金があります（大賞10万円など）

宿題大さくせん 園内施設休業日…8月13日を除く毎週火曜
　　　　　　　　（ときわミュージアムは8月20日、27日開館）

!…日時　#…場所　%…対象　&…費用　{…定員
<…持参品　~…申込期間

記号の
見方

●夏の美術室2019「つくる」「みる」「かんじる」を楽しもう！
!7月13日㈯～9月1日㈰10時～16時（入館は15時45分まで）
#アートギャラリー
毎日プログラム
▷紙皿でかんむりをつくろう
▷紙コップでうで時計をつくろう
▷リサイクル缶バッジでワッペンをつくろう
▷第28回UBEビエンナーレの大賞はどれだ！投票
週替わりプログラム
▷ひっかけ名人のフォトフレーム

!7月14日㈰～22日㈪、8月14日㈬～19日㈪　&300円
▷なんじゃこりゃ！オブジェ

!7月24日㈬～29日㈪　&300円
▷なんでもくっつけちゃうペインティング

!7月31日㈬～8月5日㈪　&300円

申し込みが必要なワークショップ
▷小野の和紙 紙すき体験とランプシェードづくり

!7月13日㈯①10時～12時　②14時～16時
%小学生　&1,000円　{各20人　~7月4日㈭～11日㈭

!8月3日㈯9時30分～16時
%小学4～6年生の親子　&2,000円　
{先着30組60人　~7月5日㈮～19日㈮

要事前申込⑦

●夏休みLED工作ワークショップ 要事前申込⑧

ときわ湖水ホール

ときわミュージアム

●ちょこっと彫刻調査団　夏休み探検ノートをつくろう！

!7月20日㈯～9月1日㈰9時～17時

ワークシート形式のクイズを集めて、彫刻探検ノートをつくろう。
※答え合わせと、10枚以上集めた人へのグッズプレゼントは、
　ときわ湖水ホール（10時～16時）

UBEビエンナーレライブラリー

●夏休み企画展「どうぶつのおならとうんち展」
!7月20日㈯～9月1日㈰9時30分～17時
#体験学習館モンスタ　
&大人300円、中学生以下100円（3歳未満無料）
　※当日の動物園入園券持参で半額

●昆虫観察会～みつけよう！ときわ公園の昆虫～
!7月27日㈯9時30分～12時
#ときわ湖水ホール集合　%小・中学生　{先着20人
<帽子、長袖シャツ、長ズボン、長靴、虫捕り網、虫かご、タオル、
　飲み物など

ときわ動物園

要事前申込⑨

●なりきり飼育員～あなたも一日飼育員～
!8月3日㈯9時30分～15時
#ときわ動物園事務所集合　%小学4～6年生　{先着10人
<汚れてもよい服

要事前申込⑩

●動物ねんどコンクール
!8月4日㈰9時30分～13時
%県内の幼児と小学生
&粘土は当日購入1袋300円
　※参加者の動物園入園料は無料（同伴者は有料）

事前申込が必要なイベントの申込方法

!…日時　#…場所　%…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　∑…申込時の必要事項（7面参照）

キャラクターの描き方を学びま
す。講師：宮原ナオ（宇部市在住
のマンガ家）!7月24日㈬～26日㈮
10時～12時（全3回）%小学3～6年
生&1,000円{30人（先着順）
<鉛筆、消しゴム|*?∑（7面）
~7月21日まで#_学びの森くす
のき（☎67－1277、>67－0691）

本の読み聞かせ、折り紙、手遊び
など※引率者同伴!#●幼児対
象▷7月26日㈮10時～11時、ときわ
レストハウス▷8月1日㈭10時半～
11時半、子育てサークルくすのき
▷8月7日㈬10時半～11時半、福祉
会館●小学1～3年生対象▷7月26
日㈮14時～15時、ときわレストハウ
ス▷8月2日㈮10時～11時、西岐波
小学校▷8月6日㈫10時～11時、黒
石ふれあいセンター▷8月8日㈭10
時～11時、小羽山ふれあいセンタ
ー<飲み物など~団体で参加の

場合は7月19日まで_図書館（☎
21－1966、>21－3801）

温暖化と省エネの話、ソーラーカ
ー工作!7月28日㈰9時半～11時
半#多世代ふれあいセンター
%小学3～6年生（保護者同伴可）
{30人（先着順）|*+?=∑（7
面）と学校名、学年、保護者氏名
~7月26日まで_地球温暖化対策
ネットワーク（〒755－0032寿町二
丁目11－2 8、☎>3 8－8 1 8 3）
unccainfo@ybb.ne.jp

厚東川にすむ小さな生物を観察
し、川の水の汚れ具合を調べよう
!8月2日㈮9時～12時#二俣瀬桜
づつみ公園、二俣瀬ふれあいセン
ター%小学生と保護者{50人<
川に入ることのできる靴、タオル、
帽子、着替え、筆記用具、飲み物
など|*?†∑（7面）とフリガナ、
学校名、学年、メールアドレス、送

迎バス（市役所前発着）利用の有
無~7月12日まで_環境政策課
（☎34－8248、>22－6016）
https://s-kantan.jp/ube-u/

●親子で読書感想文に挑戦！!8
月3日㈯10時半～12時%小学校低
学年と保護者{5組（先着順）~7
月20日～8月2日●ペットボトルでロ
ケット発射台を作ろう！!8月11日
㈷10時～12時%小学生と保護者
{10組（先着順）&200円<はさ
み、カッター~7月20日～8月4日
……………………………………
|*?子どもの氏名・学年、電話
番号#_学びの森くすのき（☎67
－1277、>67－0691）

講師：水津しのぶ（日本書学館常
盤支部長）!8月4日㈰①10時半～
11時半②13時半～14時半%小学
生&1,000円（半紙代含む）{各6
人（先着順）<習字道具~7月26

日まで#_図書館（☎21－1966、
>21－3801）

捨ててしまう牛乳パックが帽子に
大変身！!8月10日㈯10時～12時
%小学生と保護者&200円{30
人（先着順）~7月26日まで#_図
書館（☎21－1966、>21－3801）

●ポスター▷題材：自由▷画材：自
由▷大きさ：四ツ切か八ツ切の画
用紙●習字▷題材：小学1～3年
「みらい」「せんきょ」、4～6年「明
るい選挙」「政治」、中学生「きれ
いな選挙」「民主主義」、高校生
は自由▷大きさ：小学生は半紙、中
高生は自由●標語：「明るい選
挙」をテーマとし、字数は自由
%小・中学生、高校生、1人各1点
まで_在籍する学校~各学校が
定める期限}選挙管理委員会事
務局（☎34－8451、>22－6069）

記号の見方

夏の子ども向けイベント情報
夏休みミニソーラーカー
工作教室

あなたの学びたい！を
応援します

夏休みエコ教室
「牛乳パックで帽子を作ろう！」

夏休み特別マンガ講座

夏休みキラメキ読書会

親と子の水辺の教室

夏休み お習字体験

明るい選挙啓発作品募集

人権の大切さを考える ■問い合わせ　人権教育課　☎34－8620　>22－6072

「子どもたちの
　日常生活に見える人権と
　私たちにできること」
●日時　7月31日㈬
　18時30分～20時30分
●場所　文化会館

人権学習セミナー 人権を考えるつどい▷申し込み不要。手話通訳・要約筆記の希望者は、事前に連絡してください。
▷持参品　筆記用具

※手話通訳と要約筆記あり、
　優先席を設定

●文化会館
日時 学習内容 日時 学習内容

●学びの森くすのき

7月11日㈭
7月11日㈭
7月20日㈯
7月22日㈪
7月22日㈪
8月 7日㈬

8月 7日㈬
8月26日㈪

10時～12時
18時半～20時半
10時～12時
14時～16時
18時半～20時半
10時～12時

14時～16時
14時～16時

人権について～概論
性の多様性について
ビデオフォーラム「めぐみ」
同和問題について
高齢者の人権について
人権学習会を開いてみよう
～SDGsの視点から～
外国人の人権について
発達障がい児の理解と支援

8月28日㈬
8月28日㈬
9月 4日㈬
9月 4日㈬
9月24日㈫

14時～16時
18時半～20時半
14時～16時
18時半～20時半
14時～16時

児童虐待について
ハンセン病について
男女共同参画について
ハラスメントについて
犯罪・非行からの更生に
向けて

7月16日㈫ 14時～16時 ビデオフォーラム「めぐみ」

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。

　観て、触って、採って、思う存分昆
虫と触れ合うことができる施設で、
「かぶと虫ドーム」、「クワガタの
館」、「昆虫の森」があります。
●日時　7月13日㈯～8月23日㈮9
時～17時
●場所　むつみ昆虫王国
●料金　かぶと虫ドームのみ300
円
■問い合わせ　むつみ総合事務
所産業振興部門（☎08388－6－
0211）

　港安全祈願祭やカッターレース
大会をはじめとした各種催しでにぎ
わいます。
●日時　7月14日㈰8時～15時
●場所　三田尻港潮彩市場周辺
■問い合わせ　実行委員会事務
局（☎0835－22－4352）

●日時　7月14日㈰9時～16時※
少雨決行
●内容　ビーチ・ドッジボール大会
（9時～※要事前申込）、宝さがし

（11時～、先着200人、料金200
円）、長靴飛ばし（11時30分～、料
金200円）、ステージイベント、抽選
会（15時～）、バザー
●場所　きららビーチ焼野
■問い合わせ　実行委員会事務
局（☎82－1134）

　初日は八坂神社で鷺の舞が奉納
され、その後御旅所まで裸坊に担
がれた3基の神輿が町を練り歩き、
最終日は御旅所から八坂神社へ神
様をお返しする御還幸が行われま
す。
●期間　7月20日㈯～27日㈯
●場所　八坂神社、大殿竪小路、
山口市中心商店街
■問い合わせ　八坂神社社務所
（☎083－922－0083）

　2羽の白鷺が寄りそったり、向か

い合って羽根を開いたりする優雅な
舞で、国の重要無形民俗文化財に
指定されています。
●日時　7月20日㈯、27日㈯各15
時～
●場所　津和野町後田地区内
■問い合わせ　津和野町観光協
会（☎0856－72－1771）

　人気のレーザーショーや、西日本
ではレアな2尺玉など約1,600発の
花火がカルスト台地の広い夜空を
彩ります。美祢市内各地の無料駐
車場から会場付近までシャトルバス
あり。（小学生以上100円）
●日時　7月27日㈯20時～21時
※少雨決行
●場所　秋吉台カルスト展望台付
近
■問い合わせ　実行委員会（☎
0837－62－0115）

むつみ昆虫王国 山口祇園祭
夏の幸せますフェスタ
2019 港まつり

秋吉台観光まつり
花火大会

やけの美夕
フェスタ2019

鷺舞神事

●フラワーアレンジメント第二弾～苔玉づくり～
!7月13日㈯10時～11時30分
%小学生以上（小学生は保護者同伴）
&2,000円　{先着10人　~7月3日㈬～11日㈭

要事前申込①

●多肉植物の寄せ植えをしよう！
!7月24日㈬①10時～11時　②13時～14時
%小学生以上（小学生は保護者同伴）
&500円　{各先着10人　~7月3日㈬～22日㈪

要事前申込②

●食虫植物ウツボカズラで実験してみよう！
!7月27日㈯①10時～11時　②13時～14時
%小学校高学年程度（小学生は保護者同伴）　
&500円　{各先着10人　~7月3日㈬～24日㈬

要事前申込③

●たたき染めでトートバッグを作ろう！
!7月28日㈰①10時～11時30分　②13時～14時30分
%小学生以上（小学生は保護者同伴）
&500円　{各先着5人　~7月3日㈬～24日㈬

要事前申込④

●サボテンの謎を解き明かそう！
!8月2日㈮①10時～11時　②13時～14時
%小学校高学年程度（小学生は保護者同伴）　
&500円　{各先着10人　~7月3日㈬～31日㈬

要事前申込⑤

●草木染めをしてみよう！
!8月3日㈯①10時～11時　②13時～14時
%小学生以上（小学生は保護者同伴）
&500円　{各先着10人　~7月3日㈬～31日㈬

要事前申込⑥

⑦ ⑧
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　旧山口井筒屋宇部店跡地に「常盤町1丁目スマイルマーケット  
（愛称：TOKiSMA）」を開設します。子どもからお年寄りまで楽し 
める空間です。ぜひ、ご利用ください。
　▷マルシェコーナー（新鮮野菜、パン、お弁当などを販売）
　▷レストスペース　▷ブックコーナー　▷若者交流スペース
　▷キッズスペース　▷イベント開催　▷情報発信コーナー

　経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な人は、申請により保険
料の免除や、50歳未満の人は納付の猶予を受けられることがあります。申請を
することなく納付をしない場合は、65歳になった時に受け取る年金の額が少なく
なったり、受給できなくなったりすることがあります。

 同一月に同一医療機関に支払う医療費の窓口負担が、自己負
担限度額までとなります。
 申請は随時受け付けています。認定証は申請月の初日から有
効となります。

■問い合わせ
　新庁舎建設課　☎34－8200　>22－6064

【駐車料金】

　10月から予定されている消費税・地方消費税率引き上げに伴う影響
緩和の対策として、対象者にプレミアム付商品券を販売します。
　対象者には、9月下旬から「商品券購入引換券」を郵送します。対象
者1人につき、市内の登録店舗で使える最大2万5千円分の商品券を2
万円で購入できます。

プレミアム付商品券を
販売します

市営住宅（空き住宅）入居者募集

常盤町1丁目スマイルマーケット　
オープン!!

国民年金保険料の免除と猶予の申請

高額な医療費がかかるときの
窓口負担の軽減

●日時　8月8日㈭14時～16時
●内容　上映作品「ウミガメと少年」「凧になったお母さん」
●対象　小学生以上

●募集予定住宅　中央町第3借上、中央町第5借上、常盤町借上、
　石原、風呂ヶ迫、東小羽山、鍋倉、岬、亀浦、西岐波　
　※借上住宅は居住期限があります
●申込案内
　7月12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　7月19日㈮～31日㈬[消印有効]
●入居予定日　9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）

●申請場所　保険年金課、北部総合支所、各市民センター
●申請に必要なもの
　▷年金手帳など基礎年金番号がわかるもの、印鑑
　▷失業などで申請する場合は、雇用保険被保険者離職票など

●限度額適用認定証　
　対象
　①70歳未満の国民健康保険加入者
　②70歳以上で住民税課税所得が145万円以上690万円未満
　　の国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者
　　※国民健康保険料を滞納している世帯には、交付できない
　　　場合があります。

　「区分オ」、「区分Ⅱ」と認定されている期間の入院日数が、過
去1年間で91日以上となる場合、申請すると食事代がさらに減額
されます。
▷申請場所　保険年金課
▷申請に必要なもの
　被保険者証、認定証、入院日数が確認できる書類（領収書など）

●限度額適用・標準負担額減額認定証
　入院時の食事代も減額されます。
　対象
　①国民健康保険加入者…世帯内の国民健康保険加入者全員
　　と世帯主が住民税非課税の人
　②後期高齢者医療制度加入者…世帯全員が住民税非課税の人

●試験　一次：9月22日㈰9時～　宇部・山陽小野田消防局
　　　　二次：10月下旬予定
●受験資格　平成元年4月2日～平成14年4月1日に生まれ、採用
　後に、宇部市か山陽小野田市に居住できる人
●採用予定人数　11人程度
●申込期限　8月2日㈮[消印有効]
　※受験申込書などは宇部・山陽小野田消防局総務課、各消防署
　　・各消防出張所に設置のほか、消防局ホームページに掲載

●オープニングセレモニー　7月20日㈯10時～
●開館時間　10時～18時30分（水曜休館）
■問い合わせ　中心市街地にぎわい創出推進グループ
　　　　　　　☎34－8896　>22－6008

■問い合わせ　防災危機管理課　☎34－8139　>29－4266

■問い合わせ　プレミアム付商品券室　☎34－8455　>22－6041

■問い合わせ　アジアJV　☎37－0211　info@asia-jv.com

■問い合わせ　保険年金課　☎34－8292　>22－6019
　　　　　　　宇部年金事務所　☎33－7111

■申請窓口　保険年金課［国民健康保険は⑨番窓口（☎34－8285
　>22－6019）、後期高齢者医療制度は⑧番窓口（☎34－8343 
　>22－6019）］、北部総合支所、各市民センター

■申込先・問い合わせ
　宇部・山陽小野田消防局総務課　☎21－6112　>31－0119

■会場・問い合わせ　図書館　☎21－1966

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

すべての人に健康と福祉を　あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、
　　　　　　　　　　　　　福祉を推進する
健康な生活は、豊かな社会や健全な経済を支える基盤となるものです。＜目標3＞では、すべての人が質
の高い医療サービスを受けられ、健康で事故のない生活を送れるよう、福祉を推進することを目指します。

10
月
か
ら

①平成31年度の市民税（均等割）が非課税の人（ただし、市民税が
　課税されている人に扶養されている人や、生活保護の受給者など
　は対象外）
　※申請が必要ですので、対象となる可能性のある人には、7月20日
　　頃から申請書を順次郵送します
②平成28年4月2日～令和元年9月30日に生まれた子のいる世帯の
　世帯主（申請不要）

対象者

長期入院の申請

消防吏員採用試験
宇部・山陽小野田消防組合

平和を考える
夏休み平和映画会

●期間　8月1日㈭～15日㈭
■場所・問い合わせ　図書館　☎21－1966　
　　　　　　　　　 学びの森くすのき　☎67－1277

■問い合わせ 　総務管理課　☎34－8105　>22－0686

平和図書コーナー設置

　原爆死没者の冥福と恒久平和を祈念して、広島・長崎両市
の「平和の鐘」を合図に、1分間の黙とうにご協力ください。
●広島…8月6日㈫8時15分
●長崎…8月9日㈮11時02分

黙とうにご協力ください

宇部観光ふれあい大使を募集
●募集人数　2人
●任期　11月1日～令和3年10月31日（2年間）
●応募資格
　市内に在住、在勤、在学の18歳以上（11月1日現在）など
　※高校生不可
●活動内容　国内外での観光PRなど
●応募方法　応募用紙に写真を添付して提出。応募用紙は申込先、
　市役所、各市民・ふれあいセンターなどに設置のほか、協会ホーム
　ページに掲載
●応募期限　7月31日㈬[必着]
■申込先　宇部観光コンベンション協会
　　　　　☎34－2050　>29－3303

第２期宇部市立体駐車場が完成！
新庁舎1期棟の工事に着手します

水害・土砂災害について、市が出す
避難情報が5段階になりました

立体駐車場位置図

立体
駐車場

税務署
新庁舎1期棟
工事エリア

宇部市役所現庁舎

常盤通り（国道190号）

市役所への
動線

混雑解消のため、
左折での出入りに
ご協力ください。

税務署への
動線

出入口　市役所北側に建設を進めていた立体駐車
場の利用を、7月1日㈪8時から開始します。
　市役所、宇部税務署にご用の際は駐車料
金が無料となりますので、用件先か案内窓
口へ駐車券を提示してください。
　また、引き続いて新庁舎1期棟工事に着手
します（令和3年9月完成予定）。工事期間
中は、ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。

4月～9月　
8時～19時

上記以外の時間（夜間）
土・日・祝日

30分ごとに30円
2時間無料

30分ごとに60円
10月～3月
8時～18時

※「寿町第二有料駐車場」の、市役所臨時駐車場としての無料開放は終了しました

地域で声をかけあって、安全・確実に避難しましょう

ト　キ　ス　マ

7月から、令和元年度分（7月分～来年6月分）の申請を受け付けます

既に認定証の交付を受けている人は
国民健康保険加入者
　更新が可能な人には、7月中旬に申請書を送付します。
　認定証が必要な人は、8月末までに申請をしてください。
後期高齢者医療制度加入者
　申請の必要はありません。該当者には7月下旬に新しい
　認定証を郵送します。

幼児教育・保育の無償化が
始まります

　10月から、幼稚園などを利用する子どもの利用料が無償化され
ます（利用施設によって月額上限あり）。なお、通園送迎費、給食
費、行事費などは、保護者負担です（給食費一部免除の場合あ
り）。制度の詳細は、市ホームページをご覧ください。
●対象者
　▷幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳
　▷住民税非課税世帯の0歳から2歳
●対象となる施設・事業
　幼稚園、幼稚園の預かり保育、保育所、認定こども園、認可外
　保育施設、障害児通園施設、地域型保育事業、企業主導型保
　育事業など
　※市の「保育の必要性の認定」が必要な場合あり

宇部市　保育園・幼稚園 検索

■問い合わせ　保育幼稚園学童課　☎34－8327　>22－6051
　　　　　　　障害福祉課　☎34－8522　>22－6052

逃げ遅れゼロへ

警戒レベル1

警戒レベル2

警戒レベル3

警戒レベル4

警戒レベル5

全員避難

高齢者等は
避難

災害発生情報

▷洪水注意報
▷大雨注意報
　　　　  など

▷避難勧告
▷避難指示
　　　（緊急）

避難準備・
高齢者等避難
開始

早期注意情報
　　　　  など

(　　　　　 )可能な範囲
で発令

速やかに避難先へ避難しましょう。
避難先までの移動が危険と思われる
場合は、近くの安全な場所や、自宅内
のより安全な場所に避難しましょう。

既に災害が発生している状況です。
命を守るための最善の行動をとりま
しょう。

避難に時間を要する人（ご高齢の
方、障害のある方、乳幼児等）とその
支援者は避難をしましょう。その他の
人は、避難の準備を整えましょう。

避難に備え、避難場所や避難経路、
避難のタイミング等を確認しましょう。

災害への心構えを高めましょう。最新
の防災気象情報に注意しましょう。

警戒レベル 避難情報など避難行動など
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山口を代表するビール醸造所が大
集合。自慢のクラフトビール、地元
店の料理や中津瀬神社の御神水
を使用したイベント限定クラフト
ビールもあります。また、DJブース、
ライブペイントやダンスショーケー
スがイベントを盛り上げます!7月
14日㈰11時～20時※雨天決行
#新天町名店街}実行委員会
（®090－1362－7577）

普段は入ることのできない施設を
職員が案内します※雨天中止あり
●厚東川ダム（☎62－0666）!7月
22日㈪～28日㈰9時～16時※堤体
内部は見学できません●真締川ダ
ム（☎37－0177）!7月26日㈮～27
日㈯10時～16時●今富ダム（☎67
－1517）!7月28日㈰～29日㈪10時
～16時
}県宇部土木建築事務所（☎21－
7129）

恐竜の本を集めたら、本から恐竜
が飛び出した！本と一緒に、手作り
の恐竜の世界もお楽しみくださ
い!7月23日㈫～9月1日㈰#}学
びの森くすのき（☎67－1277、>67
－0691）

!7月24日㈬13時半～16時#国際
ホテル宇部%求職者、来年3月に
大学などを卒業予定の人}山口し
ごとセンター（☎083－976－1145）

精神障害当事者主演による映画
の上映。4人の主人公が「ありがと
う」をきっかけに、未来へと輝いて
いく映画です※配慮が必要な人は
要事前相談!7月27日㈯9時半～
11時半#多世代ふれあいセンター
{300人}生活支援センターふな
き（☎67－2464、>67－2467）

●ICTベンチャー育成アドバンス
コース$実践的なプログラミング、
AIやIoT製品などの開発、起業家
との意見交換などの講座を行いま
す!7月～10月（全6回）※第1回目
は7月20日㈯#YICリハビリテー
ション大学校%基本的なパソコン
操作ができる人&一般6,000円、中
学生～大学生3,000円{20人|電
子申請か申込書を提出。申込書は
市ホームページに掲載~7月10日
まで_ICT・地域イノベーション推
進グループ（☎34－8118、>22－
6008）https://s-kantan.jp/ube-u/
●おもてなしゼミ in English$宇部

の歴史や文化などを英語で紹介
する方法を学ぶ講座。ガイドツアー
体験も行います!8月～10月の原
則火曜18時半～20時半（全8回）
%英検2級以上程度&一般4,000
円、中学生～大学生2,000円{16
人|申込書を提出。申込書は市役
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
~7月23日まで_観光・グローバル
推進課（☎34－8136、>22－6083）

●うべスタセミナー!$7月5日㈮
18時半～20時「チームマネジメント
セミナー～リーダーシップとフォロ
ワーシップ～」、26日㈮18時半～20
時「ビジネス向上セミナー～パブ
リックマインド・公と私と共通価値
創造～」、7月下旬「地域資源活用
セミナー～次世代農業を推進する
ベンチャー企業～」「起業家交流コ
ミュニティうべスタ・コミュ」{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!$7月24日
㈬、28日㈰各14時～15時「動くなら
今！9月から働きたいあなたの就活
セミナー」※内容同じ{各5人
#_ジョブスタ（☎39－5013、>39
－5184）jobsta@aurora.ocn.ne.jp

挿し木による植物の増やし方を学
びます!7月6日㈯10時～12時#と
きわ湖水ホール<筆記用具
|*∑（7面）_ガーデンシティ推
進グループ（☎34－8485、>22－
6008）

講師：小山内健（ばらソムリエ）!7
月20日㈯11時～12時半#常盤町1
丁目スマイルマーケット（旧山口井
筒屋宇部店）<筆記用具
|*∑（7面）_ガーデンシティ推
進グループ（☎34－8485、>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!7月20日㈯9時～
12時※女性限定、託児あり（要予
約）%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#_保健センター
（☎31－1777、>35－6533）
https://s-kantan.jp/ube-u/

吉部の豊かな自然の中で育てられ
たおいしいお米を味わうイベント。
土鍋で炊いたごはんで、おむすび
とご縁を“結び”ませんか!7月20
日㈯12時半～14時#うべスタート
アップ%市外からの転入者&大人
500円{15人|*+?∑（7面）
~7月12日まで_うべ移住・定住サ
ポートセンター（☎34－8480、>22
－6008）

!7月25日㈭13時半～15時#福祉

会館|*?∑（7面）~7月18日ま
で_市民活動課（☎34－8159、
>22－6004）

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!7月26日㈮、8月28
日㈬各13時～15時、9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）
~7月8日～19日_こども・若者応
援課（☎31－1732、>21－6020）

有機トマトや有機バジルなどの夏
野菜でピザ作り（サラダ付き）!7
月27日㈯10時～13時#アクトビレッ
ジおの&1,500円{20人（先着順）
<エプロン、三角巾、タオル、筆記
用具、タッパー~7月20日まで_有
機ネット山口西部（®090－9862－
9725［佐々木］）

講師：清水靖己（着付け教室「紅
鶴」主宰）!7月27日㈯①10時半～
12時②13時半～15時&1,500円
{各10人（先着順）<浴衣、帯、帯
板、紐2本、タオル2枚、げた~7月
1 9日まで# _図書館（☎21－
1966、>21－3801）

「親子でポーセラーツに挑戦！＆カ
フェ会」白い器を自由に彩り、オリ
ジナルのテーブルウェアを作ります
※お弁当を用意していますが、食
物アレルギ－のある人は各自で準
備してください!7月28日㈰10時～
13時#福祉会館%市内在住のひ
とり親・これからひとり親になる人
（子どもの参加可）{20人
|*?参加者全員の氏名、年齢、
電話番号、子どもは学年~7月11
日まで_子育て支援課（☎34－
8330、>22－6051）、宇部市母子
寡婦福祉連合会（®090－8063－
2718）

1日乗車券を利用して、路線バスで
指定されたポイントに行きクイズに
挑戦。全てのポイントを回ると賞品
を、さらにクイズの正解者から抽選
で景品プレゼント!7月29日㈪、31
日㈬、8月1日㈭、2日㈮、5日㈪、7日
㈬、8日㈭、9日㈮、各8時半～16時
#交通局集合{各30人&小中学
生1,500円、大人2,500円（昼食付
き）_交通局（☎31－1133、>22－
1772）

福祉・防災・優生保護についての
手話講演!8月4日㈰10時～15時
#福祉会館%市内の聴覚障害者
&1,000円（昼食付き）|?∑（7
面）とFAX番号~7月12日まで_市
聴覚障害者福祉協会事務局
（>083－963－4297）

ナン、キーマカレー、ラッシーを作り

ます!8月7日㈬9時半～13時&1
人500円{20人<エプロン、三角
巾、タオル、はし、スプーン、上ぐつ
|*+?∑（7面）~7月12日まで
#_学校給食センター（〒755－
0151大字西岐波1173－242、☎54
－4646、>54－4650）

●呉・大和ミュージアムと海軍グル
メ!8月17日㈯&大人9,600円、中
高生9,400円、小学生9,300円（昼
食付き）~8月9日まで（先着順）
●新元号『令和』はじめての梨狩り
（油谷湾温泉ホテル楊貴館と梨狩
り）!9月14日㈯&10,000円（昼食・
入浴付き）~9月6日まで（先着順）
……………………………………
_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

植物が持つ癒し効果を学んでみま
せんか!8月17日から毎月1回（土
曜か日曜）各10時～12時（全6回）
#にぎわい宇部ほか&3 ,000円
{20人<筆記用具|*∑（7面）
~7月31日まで_ガーデンシティ推
進グループ（☎34－8485、>22－
6008）

製作した硯は、漆による仕上げ作
業後、参加者に郵送します!8月
18日㈰10時～16時#万倉ふれあ
いセンター集合・解散&5,000円
（昼食・入浴付き）{15人~7月3日
10時から_宇部観光コンベンショ
ン協会（☎34－2050、>29－3303）

▷企画のテーマ：女性や男性の
チャレンジ支援、DVの防止など▷
実施期間：来年2月28日まで▷実施
場所：市内%市内を拠点として活
動する非営利の団体･グループ
{1団体程度|申込書を提出。申
込書は市役所、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~7月31日まで_人
権･男女共同参画推進課（☎34－
8308、>22－6016）

まだ食べられるのに処分されてし
まう食品を集め、福祉施設や子ど
も食堂などで活用してもらうフード
バンク活動が、本市でも7月から始
まります。ボランティアの仕事内容
は、集まった食品の運搬・記録・整
理などです|*+?†∑（7面）
_廃棄物対策課（〒755－0001大
字沖宇部5272－6、☎34－8247、
>33－7294）
https://s-kantan.jp/ube-u/

!9月22日～来年1月5日の日曜（全
12回）%県内在住で、手話を駆使
して地域の聴覚障害者と日常会話
が可能な手話奉仕員証所持者
&4,860円（テキスト代）※市の「コ
ミュニケーション支援人材育成助
成金」利用可{15人|申込書、手
話活動経歴書、手話奉仕員養成
講座修了書か手話奉仕員（有効期

限内）の写し、82円切手を貼った長
形3号の返信用封筒（宛名に住所・
氏名を記入）を郵送~8月31日まで
#_県聴覚障害者情報センター
（〒747－1221山口市鋳銭司南原
2364－1、☎083－985－0611、
>083－985－0613）
lookym33@c-able.ne.jp

展示、発表会場は文化会館です。
募集要項は、文化会館、市役所、
図書館、各ふれあいセンターなど
に設置●写真!9月5日㈭～8日㈰
~8月25日まで●俳画!9月12日㈭
～16日㈷~9月6日まで●絵画・彫
刻!9月12日㈭～16日㈷~9月6日
まで●手芸・工芸・染色!10月10
日㈭～13日㈰~8月16日まで●詩
~9月13日まで●短歌!11月17日
㈰12時～15時半~9月13日まで●
俳句!11月24日㈰12時～15時40
分~10月31日まで●書道!11月
21日㈭～24日㈰~11月18日まで
_文化創造財団（☎35－3355、
>31－7306）

記念会館の舞台で歌ってみません
か（1団体10分以内）!10月20日㈰
13時～#渡辺翁記念会館&団体
参加料3,000円と出演者1人1,000
円~7月31日まで_宇部市合唱協
会事務局（☎34－2384）

!#12月15日㈰14時～、渡辺翁記
念会館▽練習は9月～12月の間の
約10回{160人&一般3,000円~7
月31日まで_文化創造財団（☎35
－3355、>31－7306）

●自衛官候補生、一般曹候補生
%採用予定月の1日現在、18歳以
上33歳未満▷自衛官候補生!試
験日：7月下旬と8月下旬~随時▷
一般曹候補生!試験日：1次9月20
日㈮～22日㈰、2次10月11日㈮～16
日㈬の間の指定日~9月6日まで
●航空学生%海上：来年4月1日現
在、高卒（見込含む）で23歳未満、
航空：来年4月1日現在、高卒（見込
含む）で21歳未満!試験日：9月16
日㈷~9月6日まで}自衛隊宇部地
域事務所（☎31－4355）

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%次のす
べてに該当する人▷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・認定こども園（保育部）や小
規模保育事業実施施設に就職が
内定し、同一の園で常勤保育士と

して2年以上継続して勤務する
{17人|申請書と必要書類を提
出。申請書は市役所に設置のほ
か、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）

ギリシャ・オリンピアの太陽光で採
火された聖火を、ギリシャ国内と開
催国内をリレーでつなぎ、開催地
へ届けます。詳細は専用サイト
（https://relay-ymg.net/）か市役所
などで配布のチラシをご覧ください
!来年5月14日㈭～15日㈮~8月
31日まで}文化・スポーツ振興課
（☎34－8628、>22－6083）

8月からの新しい被保険者証（オレ
ンジ色）を7月中旬に発送する予定
です。8月1日以後に現行の被保険
者証は処分してください。保険料を
滞納している場合は送付しないこ
とがあります。送付の封書と被保
険者証に点字が必要な人はご連
絡ください●国民健康保険$70歳
以上75歳未満の人は高齢受給者
証が一体となっています。市外に
学生がいる場合は、学生用被保険
者証の手続きが必要です}保険
年金課（☎34－8287、>22－6019）
●後期高齢者医療制度}保険年
金課（☎34－8343、>22－6019）

これまでの人生・もしもの時のこと・
死後の希望・財産などを記録し大
切な人に伝えるために、また、今後
の人生のあり方を考えるきっかけ
作りに活用できます#市役所、各
地域包括支援センター%65歳以
上で、終活支援の出前講座を受講
したか、各地域包括支援センター
窓口で終活相談をした人{2,000
人（1人1冊、先着順）}地域福祉・
指導監査課（☎34－8393、>22－
6028）

宇部市地域の安全づくり連絡協議
会と協働で市内各公園の遊具な
どの一斉点検を行います。遊具の
不具合など、お気づきの点がありま
したら、お知らせください!7月19日
㈮まで}公園緑地課（☎54－
2181、>51－2185）

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）!7月5日㈮16時～18時#_県
宇部健康福祉センター（☎31－
3200、>34－4121）

●変更等の内容▷「特別用途地区
（大規模集客施設制限地区）の変
更」準工業地域内の大規模集客
施設の立地を規制します▷「特定
用途誘導地区の決定」区域内の
誘導施設に限定して容積率を緩
和します●説明会▷7月24日㈬①
14時～15時②19時～20時▷7月28
日㈰14時～15時●公聴会▷8月8日
㈭14時～15時※8月1日㈭までに公
述申出書の提出が必要。申し出が
ない場合は開催しません#文化会
館}都市計画・住宅課（☎34－
8465、>22－6049）

空き家を増やさないためには、空き
家や今後空き家となる可能性のあ
る住宅の所有者が、早くから相続・
権利関係を整理し、日頃から適切
に管理しておくことなどが大切です
!$7月27日㈯▷空き家対策セミ
ナー、10時～▷住宅耐震化説明
会、11時～▷空き家＆住宅耐震相
談会（司法書士、宅地建物取引
士、建築士が相談に応じます）、11
時半～※受け付けは12時まで（先
着順）#文化会館}生活衛生課
（☎34－8251、>22－6016）

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、7月24日までに予約をお願
いします!7月28日㈰8時40分～11

時40分#_市民課（☎34－8264、
>22－6017）

子育てや就業、養育費確保などの
相談に、母子・父子自立支援員が
応じる「ひとり親家庭の総合相談
窓口」を開設しています※電話予
約可#}子育て支援課（☎34－
8331、>22－6051）

保育園に関する相談、市の子育て
サービスの案内など、保育コンシェ
ルジュがきめ細かくお応えします
#}保育幼稚園学童課（☎34－
8244、>22－6051）

次の日程で開催を予定していた満
2歳児対象の幼児食教室は中止し
ます!7月17日、11月20日、来年3月
18日}こども・若者応援課（☎31－
1732、>21－6020）

小野湖に放置している船舶は、ダ
ム施設の管理に支障を来す恐れ
があるため、早急に撤去してくださ
い。なお、連絡がない場合は、当事
務所において撤去します!撤去作
業開始：9月（予定）%所有者不明
の沈船、漂流船、係留状態が万全
でない船舶など}県厚東川ダム管
理事務所（☎62－0666）

7月31日現在の賃金・労働時間・雇
用の状況を統計調査員が訪問調
査します。調査へのご協力をお願
いします!7月下旬～8月%常用労
働者数4人以下の事業所}県統
計分析課（☎083－933－2654）

❻ ❼

お知らせ

募　　集

催し 事前申込なしで
参加できます

クラフトホリデー2019

夏休み図書展示「恐竜展」

ふるさと山口
企業合同就職フェア

森と湖に親しむ旬間
ダム施設の見学

ありがとう～心の病と
向き合う人々の映画～

宇部志立市民大学
特別コース

賢い消費者講座
「肌美人はおなかから」

「芸術祭」コーラスの集い
出演団体

第九「歓喜の歌」で
HAPPY END合唱団員

オーガニックな料理教室

浴衣の着付け教室

陸海空自衛官

ひとり親の
パパとママを応援

ミステリーバス
オリエンテーリング

聴覚に障害がある人の
ための日曜教室

親子で料理　インド料理で
夏を乗り切ろう！

挿し木教室

バラの育て方講習会

総合集団健診

うべ暮らし交流カフェ
「吉部米deむすぶ うべLIFE」

市内に就職する新卒
保育士に助成金を交付

毎月勤労統計調査
特別調査にご協力を

空き家対策セミナーと
住宅耐震化説明会

小野湖の放置船舶を
撤去します

保育や育児の悩みに
お応えします

ひとり親家庭の悩みに
寄り添います

うべスタ＆
ジョブスタセミナー

エンディングノートを
配布します

公園遊具などを
一斉点検します

マイナンバーカードの
受け取りは済みましたか

フードバンクの
ボランティア

手話通訳者養成講座
「手話通訳I」

うべ・まちなかセラピーガーデン
インストラクター養成講座

国指定の伝統的工芸品 
赤間硯の製作とお茶試飲体験

｢女性活躍推進サポート事業」
の企画・実施団体

不妊専門相談

幼児食教室の中止

国民健康保険と後期高齢者
医療制度の被保険者証更新

お知らせ

マタニティ♥サロン

交通局の旅プラン
「芸術祭」に出品する作品

東京2020オリンピックの
聖火ランナー

「都市計画の変更等に係る
素案」の説明会と公聴会

∑…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
▷栁原操祭祀主宰者　橘川　雄一
▷株式会社ウベモク　▷株式会社ノア　▷ノア交易株式会社
▷山口興産株式会社　▷株式会社リーテック　▷株式会社東商店　
▷税理士法人いそべ　▷株式会社櫻井葬儀店　
▷大永商事株式会社　▷株式会社ダイサンプロパン　
▷富士管工株式会社　▷ユーディーエンジニアリング株式会社

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
（5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

手作り品や遊休品、軽食、ゲームコーナー、お楽しみ抽選会など!7
月6日㈯17時～19時#}慈光幼稚園（☎33－1005）

慈光幼稚園夏祭りバザー
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）

バッハのブランデンブルグ協奏曲第4番第一楽章ほか!7月7日㈰14時
～#ヒストリア宇部}市民オーケストラ事務局（®090－6832－8675）

気軽にアンサンブル

つげくわえ（人形劇役者）の公演。演目：「やもじろうとはりきち」「ゆらゆ
ら」!7月20日㈯13時半～14時15分#図書館&▷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）

くわえ・ぱぺっとステージ人形劇

!種まき7月27日㈯、そば打ち11月17日㈰各9時～%小学生以上（小学生
は保護者同伴）&1,500円{30人（先着順）#_船木ふれあいセンター
（☎67－1183、>67－1404）

ふなきそばづくり

フラダンスステージ、バザー、フォトコンテスト!8月3日㈯18時～21時#白
土海水浴場（西岐波）}西岐波ふれあいセンター（☎>51－9249）

白土サンセットフラフェスタ



情報カレンダー情報カレンダー 7月1日～8月5日7月1日～8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）

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（にぎわい宇部　11時～15時）
司法書士電話相談会（^0120－003－821　10時～16時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時半～15時）
ボイスオブアニマルズ「わんにゃん譲渡会」（ジュンテンドー厚南店　10時～12時）
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）
行政相談・消費生活相談（フジグラン　10時～13時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（にぎわい宇部　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）
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）
「まちなか保健室」介護・健康相談（にぎわい宇部　11時～15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）
高齢者障害者のための弁護士電話法律相談（☎083－920－8730　10時～12時）
行政相談（福祉会館　9時～12時）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（にぎわい宇部　11時～15時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）
ちびっ子あつまれ！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「愛の血液助け合い運動」（ゆめタウン宇部　10時
～12時、13時15分～16時）
献血・400mL限定（市役所　10時～12時45分、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」巡回介護・健康相談（にぎわい宇部　11時～15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）

プラネタリウム投影会　!7月7日㈰、14日㈰、21日㈰、22日㈪、23日㈫、
25日㈭、26日㈮、28日㈰、29日㈪、30日㈫各14時～15時15分#青少年会
館&19歳以上54円

7月3日㈬

4日㈭
5日㈮
6日㈯

7日㈰
9日㈫

12日㈮

13日㈯

16日㈫

17日㈬

19日㈮

20日㈯

21日㈰
23日㈫
24日㈬
25日㈭
26日㈮
27日㈯

28日㈰

31日㈬
8月1日㈭
2日㈮
3日㈯
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■弁護士相談
　!7月17日㈬13時半～15時半　予約受付開始7月4日㈭8時半～
　!8月7日㈬13時半～15時半　予約受付開始7月18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　!7月10日㈬、24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　!7月13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　!7月16日㈫　#市役所

{4組　~7月9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　!7月16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　~7月12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。

SDGs未来都市・宇部

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7月31日㈬　※祝日を除く
毎週木曜日と7月23日㈫、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。

7月7日㈰ 14日㈰ 21日㈰15日（月・祝） 28日㈰

よしもと小児科医院
中尾
☎22－0555

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

とみた小児科医院
妻崎開作
☎44－4150

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

●歯科　日時　14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

8月4日㈰

▷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） 7月から始まります


