
（　）内は前月比。2019年4月末日現在
（転入・転出は4月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
78,678
86,218
164,896
79,409

（－16）
（＋13）
（－3）
（＋181）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入764人　転出686人

花物語 第三章
しょうぶ～ ～

キャンペーン期間　6月23日まで
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
■問い合わせ　ときわ公園課　☎54－0551　s51－7205

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　s22－6063　

しょうぶまつり
●お茶席　10時～15時、先着500人、１席300円　●屋台　10時～15時
●ハナショウブの苗販売　10時～、約300株、１株500円（1人1株）
●ハナショウブの栽培相談所　10時～14時　●しょうぶ苑ガイドツアー　①10時30分～　②13時～
●五十鈴古流晴美会いけばな展 ～お花でつなぐ親子のふれあい～　10時～17時

しょうぶ苑周辺路／

ときわミュージアム／
噴 水 池 周 辺／●chercher ～シェルシェ～　県内外からハンドメイド作品や雑貨が大集合！！（約60店舗）　10時～15時

日時　6月9日㈰10時～15時
会場　しょうぶ苑ほか　

●苔テラリウムを作ろう！

　日時　6月15日㈯10時～11時30分
　費用　1,500円　定員　先着15人
　申込期間　6月3日㈪～13日㈭
●ハーブ公開講座
　▷全国一斉ラベンダーフェス　ラベンダーでクラフト
　づくりと交流を楽しんでみませんか！　
　日時　6月16日㈰10時～15時30分
　費用　500円
　定員　材料がなくなり次第終了
　▷虫刺され用クリームと虫除けスプレーをつくって
　夏を乗り切ろう！
　日時　6月26日㈬ ①10時～12時
　　　　　　　　  ②13時30分～15時30分
　費用　1,200円　定員　各先着10人
　持参品　筆記用具、汚れてもよい服装やエプロン
　申込期間　6月6日㈭～24日㈪
●フラワーアレンジメント第一弾
　　～花の買い方、飾り方、使い方～
　日時　6月22日㈯10時～11時30分
　対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
　費用　2,000円　定員　先着10人
　申込期間　6月6日㈭～19日㈬
●熱帯植物観察会と熱帯果実抽選会
　日時　7月6日㈯14時～16時
　費用　700円（観察会は別途植物館入館料が必要）
　定員　先着70人
　申込期間　6月6日㈭～7月3日㈬

要事前申込①

要事前申込②

要事前申込③

要事前申込④

ときわミュージアム ときわ動物園

●てくてくときわ公園「動物園と植物館の
　花あわせ」
　日時　6月22日㈯9時50分～12時　
　　　　※少雨決行
　場所　ときわ公園正面入口集合
　費用　動物園・植物館入場料
　定員　40人　申込期限　6月21日㈮

要事前申込⑦

要事前申込⑧要事前申込⑥

●ときわ動物園の動物のエサを育てよう！
　植え付け
　サツマイモや落花生など動物のエサとなる植物の
　植え付け
　日時　6月8日㈯9時30分～　
　場所　ときわ湖水ホール前集合　定員　先着10人
●海ごみ展
　～みんなで減らそう！ごみ、ゴミ、GOMI～
　日時　6月8日㈯～30日㈰9時30分～17時30分
　場所　体験学習館モンスタ
●ちょこっと水生生物観察会
　常盤湖の水生生物の観察、外来種やごみのお話
　日時　6月9日㈰10時～11時　場所　常盤湖
　定員　先着20人　持参品　長靴
●オウム・インコデー特別イベント
　オウム・インコの日（6月15日）にちなんだコンゴウ
　インコの特別ガイドなど
　日時　6月15日㈯～16日㈰13時15分～
　場所　コンゴウインコ展示場前（動物園入園料が必要）

●アルパカの毛刈り
　飼育員によるアルパカの毛刈りの様子を公開しま
　す。先着50人にアルパカの毛をプレゼント！
　日時　6月22日㈯12時30分～
　場所　アルパカ展示場前（動物園入園料が必要）
●親子で挑戦！望遠付き一眼レフカメラで
　動物写真を撮ろう！
　日時　6月23日㈰13時～16時30分
　場所　体験学習館モンスタ、ときわ動物園
　　　　 （動物園入園料が必要）
　定員　先着親子20組
●ドリームデイ・アット・ザ・ズー　　　　　　
　障害のある子どもたちと家族をときわ動物園に
　招待します
　日時　7月13日㈯17時～19時30分 
　対象　市内在住か市内に通園・通学する障害の
　　　　ある子ども（高校生以下）とその家族
　　　　50組200人
　申込期限　6月25日㈫
　※申込者多数の場合は抽選

要事前申込⑤

要事前申込⑨
申込先
　①～④…ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　　　　☎37－2888　s37－2889
　⑤～⑧…常盤動物園協会
　　　　　☎21－3541 s21－5099
　⑨…ときわ公園課　☎54－0551　s51－7205

申込方法　電話、FAXで住所、氏名、電話番号を連絡
事前申込が必要なイベントの申込方法

い　す　ず　こ りゅうせい び かい

再生紙を使用しています

久保田市長 今月のイチオシ

NO.1520

2019年（令和元年）

6月号
「宇部市ホームページ」
QRコード

「広報うべ」
デジタルブック版
ＱＲコード

～補助犬は障害のある方のパートナー～
“身体障害者補助犬法”をご存知ですか？

　「身体障害者補助犬法」は、補助犬を同伴し
て、公共施設や公共交通機関、スーパーマーケッ
ト、レストラン、ホテルなどに気持ち良く入るこ
とができるようにするための法律。
　補助犬とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬のこと
で、目や耳、手足が不自由な人の自立や社会参加
をサポートする大切なパートナー。法に基づいた
特別な訓練を受けて認定されており、補助犬ユー
ザーと一緒に行動します。

　また、施設やお店の方々は、「身体障害者補助
犬法」の啓発のためマークである“ほじょ犬マー
ク”を入り口などの目立つ場所に掲げて「補助犬
を同伴した人を快く受け入れます」という気持ち
を表すことができます。
 本市でも、5頭の補助犬が活躍中。彼らに対する
理解を促進するために、特別住民票を交付し、活
動を応援しています。 ■問い合わせ　障害福祉課

☎34－8457　s22－6052

ほじょ犬マーク
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（50音順）

梅雨の大雨に備えて新しい市議会議員を紹介します
■問い合わせ　防災危機管理課　☎34－8139　s29－4266

　平成30年は「災」一文字に集約されるほど、日本各地で甚大な災害が起こりました。
　中でも、平成30年7月豪雨は西日本各地の広い範囲で記録的な大雨をもたらし、多く
の人が犠牲になりました。
　宇部市では大きな被害はありませんでしたが、引き続き十分な警戒が必要です。災害
時における「逃げ遅れゼロ」を目指して、梅雨時期の大雨に備えましょう。

　避難勧告や緊急地震速報、弾道ミサイル情報などは、携帯事業者を通じて、緊急速報メールにより携帯電話・スマー
トフォンに配信されますが、緊急速報メールを受信できない機種もあります。お持ちの携帯電話・スマートフォンが受信
できるかどうか確認しておきましょう。
　確認方法については、販売店や回線契約をしている事業
者にお問い合わせください。
　なお、受信できない場合は、宇部市の「うべメールサービ
ス」への登録や、民間事業者のスマートフォンアプリ
（Yahoo!防災速報）を活用しましょう。

　宇部市から防災情報が配信されると、固定電話の呼び出
し音が鳴り、受話器を取ると防災情報の音声メッセージを聞
くことができます。なお、登録できる固定電話番号の数に限
りがあるため、まずは次の世帯を対象とします。

　平成31年3月に、国の「避難勧告等に関するガイドライン」が改定されました。防災情報を5段階の警戒レベルに
分け、住民が取るべき避難行動などを分かりやすくお知らせします。

●大雨注意報
　▷非常持ち出し品の点検、緊急避難場所や避難経路の再確認などをする
　▷危険な場所には近づかない（がけ、川、ため池、水路など）
●大雨警報
　▷危険を感じたら安全な場所へ避難するなど、身の安全を守る
　▷市が発令する避難勧告などに注意する
●土砂災害警戒情報（土砂災害発生の危険が高まった際に発表されます）
　▷市が発表する避難勧告などに注意し、いつでも避難行動をとれるようにする
　▷土砂災害の前ぶれを感じた際にはすぐに避難する（緊急避難場所への移動が
　　難しい場合は2階など建物内のより安全な場所への移動）
●大雨特別警報（警報の基準をはるかに超える場合に発表されます）
　▷発表されたときは、直ちに命を守る行動をとる

昨年の大雨による市道（吉部校区）の土砂崩れ

大雨などの
気象警報・注意報が発表されたら

緊急速報メール（エリアメールを含む）は受信できますか

防災情報をより分かりやすくお知らせします

6月から、固定電話への防災
情報配信サービスを開始します

大雨特別警報や土砂災害警戒情報が発表され
ないからといって安心することは禁物です。
周囲の状況を確認するとともに、気象情報を
活用し、早め早めの避難行動をとることが大
切です

宇部市From:
○○○○To:
避難勧告件名 :

00時00分、土砂災害の
危険性が高まっているた
め○○地区に対して避
難勧告を発令しました。
土砂災害警戒区域及び
その周辺にお住まいの方
は速やかに避難してくだ
さい
避難場所　○○、○○○●うべメールサービス…

「自治体からの緊急情報」を「オン」に設定

登録・変更用アドレスにメールを送信し、折り返し
送信される登録用メールに従って登録してください。

登録
方法

下記専用サイトにアクセスし、画面の指示に従ってダウンロードしてください。

ダウンロード後、下記の設定をしてください。
1. 地域の設定 ➡「宇部市」を選択
2. [iPhoneの場合]プッシュ通知する情報の選択
　 [Androidの場合]通知のオンオフ・時間・音の選択

登録
方法

設定
方法

登録・変更用アドレス　ube@xpressmail.jp

専用サイトURL　https://emg.yahoo.co.jp/　

※登録用メールが届かない場合は、迷惑メール対策の設定などを
　ご確認ください。設定方法の詳細は、販売店などに問い合わせてください。
▶URL付きメールを許可する
▶「@xpressmail.jp」及び「@city.ube.yamaguchi.jp」のドメインを許可する

毎週土曜日の13時から、FMきらら（80.4MHz）で、災害に役立つ情報や心構え
などを放送しています。ぜひ聴いてみてください。

▷対象　厚東、二俣瀬、小野、船木、万倉、吉部校区内で、
　携帯電話・スマートフォンをお持ちでない世帯
▷申込先　防災危機管理課（☎34－8139）

宇部市に発令された警報や避難
勧告などの防災情報をメールで
お知らせします。

●Yahoo!防災速報…ヤフー株式会社が提供するスマートフォンアプリを活用して、
宇部市の防災情報を配信します。

防災意識啓発ラジオ番組「ようこそBOUSAIカフェ」

警戒レベル 避難情報など住民が取るべき行動
警戒レベル5 既に災害が発生している状況であり、命を守るための最善の行動をとる

高齢者等は立退き避難する。その他の者は立退き避難の準備をし、自発的に避難する
避難に備え自らの避難行動を確認する
災害への心構えを高める

災害発生情報（可能な範囲で発令）

避難準備・高齢者等避難開始
▷洪水注意報　▷大雨注意報
警報級の可能性

▷指定緊急避難場所などへの立退き避難を基本とする避難行動をとる
▷災害が発生するおそれが極めて高い状況などとなっており、緊急に避難する

▷避難勧告
▷避難指示（緊急）

警戒レベル4

警戒レベル3
警戒レベル2
警戒レベル1

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　s22－6008

飢餓をゼロに　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成
　　　　　　　するとともに、持続可能な農業を推進する
世界中で8億人以上の人が、現在も栄養不良に陥っています。＜目標2＞では、子どもや社会
的弱者をはじめ、すべての人が安全で栄養のある食料を十分得られることを目指します。

任期　令和元年5月1日～令和5年4月30日
■問い合わせ　議会事務局　☎34－8805　s31－4678

青谷　和彦
あお　たに かず　ひこ

松山町五丁目
無所属

芥川  貴久爾
あくたがわ　 き　　く　　じ

大字西岐波
令心会

浅田　　徹
あさ　 だ とおる

西宇部北三丁目
日本共産党宇部市議会議員団

岩村　　誠
いわ　むら まこと

大字妻崎開作
チーム創生

氏原　秀城
うじ　はら ひで　 き

笹山町一丁目
無所属

大石　文女
おお　いし あや　 め

琴芝町一丁目
無所属

荒川　憲幸
あら　かわ のり　ゆき

大字東岐波
日本共産党宇部市議会議員団

安藤　  巧
あん　どう たくみ

西宇部南二丁目
公明党宇部市議会議員団

河崎　　運
かわ　さき はこぶ

大字広瀬
清志会

黒川　康弘
くろ　かわ やす　ひろ

東藤曲二丁目
清志会

鴻池　博之
こうの いけ ひろ　ゆき

川添三丁目
公明党宇部市議会議員団

兼広　三朗
かね　ひろ さぶ　ろう

恩田町二丁目
令心会

唐津　正一
から　 つ しょう いち

居能町三丁目
無所属

新城　寛徳
しん じょう ひろ　のり

大字際波
公明党宇部市議会議員団

高井　智子
たか 　い とも 　こ

大字東岐波
チーム創生

田中　文代
た 　なか ふみ 　よ

大字西岐波
チーム創生

城美　　暁
じょう  み あきら

西宇部南二丁目
チーム創生

早野　　敦
はや 　の あつし

大字際波
令心会

藤井　岳志
ふじ 　い たけ 　し

鵜の島町
日本共産党宇部市議会議員団

長谷川  耕二
は　  せ　  がわ こう 　じ

草江一丁目
公明党宇部市議会議員団

射場　博義
い　　ば ひろ　よし

島二丁目
無所属

議

　長

副
議
長

山下　節子
やま　した せつ　 こ

大字東須恵
令心会

山下　則芳
やま　した のり　よし

黒石北二丁目
誠和会

笠井　泰孝
かさ　 い やす　たか

大字船木
清志会

志賀　光法
し　　が みつ　のり

大字小野
令心会

重枝　尚治
しげ　えだ なお　はる

大字東吉部
誠和会

時田　洋輔
とき 　た よう　すけ

山門三丁目
日本共産党宇部市議会議員団

猶　　克実
なお かつ　 み

松山町一丁目
清志会
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　熱中症は、夏本番だけでなく、湿気とともに気温もぐんぐん上
昇するこの時期から注意が必要です。屋外だけでなく、室内で何
もしていないときでも発症し、救急搬送されたり、場合によって
は命に関わることもあります。次のことに気を付けて、熱中症を
防ぎましょう。

　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。

　介護保険の施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療
養型医療施設、介護医療院）やショートステイを利用する時の食
費・部屋代は原則として自己負担ですが、所得が一定以下の人は、
課税状況や資産の状況に応じて自己負担が軽減されます。施設や
ショートステイを利用する人は手続きをしてください。
　現在、「負担限度額認定証」を持っている人には、6月中旬に申請
書類を送付します。

歯の健康フェア 高齢者総合相談センター
（地域包括支援センター） 「まちなかに住まい」

「まちなかで事業」を応援します

熱中症予防のために

宇部市職員採用上級試験

宇部・山陽小野田消防局 職員採用ガイダンス

　受動喫煙防止対策を強化する改正健康増進法が平成30年7月
25日に公布されました。

　市では、市民の皆さんに、市政に対する理解と信頼を深めて
もらい、市民参加によるまちづくりを進めるために、「宇部市情
報公開条例」に基づき、請求に応じて公文書を公開しています。

受動喫煙の防止が強化されます

食費・部屋代の軽減を受けるには
毎年申請が必要です

介護保険の施設やショートステイ利用時の

　市では、「宇部市個人情報保護条例」に基づき、保有する個人情
報について適切に取り扱うとともに、市民の基本的人権を擁護
しながら、制度の適正な運用を図っています。

個人情報保護制度の運用状況

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。

　一の坂川のほたるが一年でもっ
とも乱舞する6月上旬を「ほたる観
賞Week！」と題し、6月1日㈯の
ほたる祭りでは、さまざまなイベン
トが開催されます。
●期間　6月7日㈮まで
●場所　一の坂川周辺
■問い合わせ　平日：山口市観光
交流課（☎083－934－2810）、
土日：山口ふるさと伝承総合セン
ター（☎083－928－3333）

　約4,000本のあじさいが江汐公
園内を彩るおまつりです。
●日時　6月16日㈰10時～15時

※雨天決行
●内容　散策ツアー（管理棟前集
合10時30分）、あじさいの苗の抽
選会、あじさいの苗木販売、あじさ
いの鉢植えの展示（6月14日㈮～
19日㈬）、バザー　ほか
●場所　江汐公園管理棟・あじさ
い園
■問い合わせ　江汐公園管理棟
（☎83－5378）

　ハンガリー出身のクラリネット奏
者コハーン・イシュトヴァーンとハ
ンガリーにルーツを持ち、6歳から
ハンガリーで学んだピアニスト金子

三勇士によるデュオリサイタルで
す。
●日時　6月23日㈰14時～
●場所　秋吉台国際芸術村コン
サートホール
●料金　一般3 ,000円、学生
1,000円
■問い合わせ　秋吉台国際芸術村
事業企画課（☎0837－63－0020）

 　

　西のアジサイ寺として知られる
東大寺別院阿弥陀寺。緑豊かな
境内には、約80種4,000株のアジ
サイが植えられ、訪れた人を華や
かな浄土の世界へ誘います。
●日時　6月30日㈰まで　8時～
17時
●料金　入山料大人200円、中学
生以下無料
■場所・問い合わせ　東大寺別院
阿弥陀寺（☎0835－38－0839）

 
　ライオンやコブラなどの危険生
物、山口県初公開のハイブリッド生
物「レオポン」や猛獣「ウルバリン」
などの剥製・標本・写真150点以上
を大公開！
●日時　6月29日㈯～9月1日㈰9時
～17時（入館は16時30分まで）
●入館料　大人510円、高校・大
学生310円、小・中学生100円
■場所・問い合わせ　萩博物館
（☎0838－25－6447）

 　
　拝殿前には、青野山産のチガヤ
で作った直径1.5ｍの輪がつるさ
れ、神事とともに、夏場の無病息災
を願う人達が次 と々輪をくぐります。
●日時　6月30日㈰18時～
●場所　弥栄神社
■問い合わせ　津和野町観光協
会（☎0856－72－1771）

あじさいまつり

特別展
「危険生物大迷宮」

ほたる観賞Week！

日時　6月9日㈰　10時～15時
場所　多世代ふれあいセンター
●無料歯科健診（歯ブラシプレゼント）
　歯科なんでも相談、歯磨き指導、フッ化物洗口、くじ引き、
　唾液検査（先着200人）など
●市民歯科講座　11時～12時
　「食べる・動く・集う」～健康的な生活はまず口の中から～
▷参加特典：先着200人にデンタルミラーセットをプレゼント

●日時　6月29日㈯8時50分～12時
●場所　小野田消防署（山陽小野田市高栄一丁目6－1）
●内容　消防業務と山口県消防学校の紹介など
●対象　採用試験を受験予定の人と家族　●定員　70人　
●申込方法　電話　●申込期間　6月3日㈪～20日㈭

●その他　中級（短大卒業程度）、初級（高校卒業程度）などの採用試験の
　実施については、広報うべ8月号と市ホームページでお知らせします。
■申込先・問い合わせ　人事課　☎34－8129　s22－0686

●試験　第1次…7月28日㈰9時30分～　男女共同参画センター
●申込期限　▷持参・郵送…6月20日㈭［消印有効］
　　　　　　▷うべ電子申請サービス…6月21日㈮
　　　　　　　https://s-kantan.jp/ube-u/

▷のどの渇きを感じなくても、こまめに水分を補給しましょう
▷室内では扇風機やエアコンで温度を調整しましょう
▷通気性がよく、吸湿性・速乾性のある服を着用し、からだに
　熱が溜まるのを避けましょう
▷外出時は日傘や帽子を利用しましょう
▷暑さの感じ方は人によって異なり、その日の体調や暑さに
　対する慣れが影響するので、体調の変化に気をつけましょう

■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　s35－6533

■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　s35－6533

■問い合わせ　高齢者総合支援課　☎34－8391　s22－6026

■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　s35－6533

■問い合わせ　高齢者総合支援課　☎34－8396　s22－6026

●受動喫煙とは
　「他人の喫煙によりたばこから発生した煙を吸うこと」です。
　がんやCOPD（慢性閉塞性肺疾患）、子どもの喘息や乳幼児
　突然死症候群などのリスクを高めることが分かっています。
●「健康増進法」改正のポイント
　▷「望まない受動喫煙」をなくすことを目指します
　▷子どもや病気の人など、受動喫煙による影響が大きい人
　　に特に配慮します
　▷施設の類型、場所ごとに対策が行われます
●今後のスケジュール
　①令和元年7月から　学校、病院、児童福祉施設、行政機関
　　などは敷地内禁煙　※屋外の喫煙場所は喫煙可
　②令和2年4月から　①以外の屋内施設（事業所、飲食店など）
　　は屋内禁煙

東岐波・川上

西岐波・常盤

西宇部・厚南

黒石・原

上宇部・小羽山

新川・鵜の島・藤山

厚東・二俣瀬・小野

船木・万倉・吉部

恩田・岬

見初・神原・琴芝

東部第1高齢者総合相談センター

東部第2高齢者総合相談センター

西部第1高齢者総合相談センター

西部第2高齢者総合相談センター

中部第1高齢者総合相談センター

中部第2高齢者総合相談センター

北部東高齢者総合相談センター

北部西高齢者総合相談センター

南部第1高齢者総合相談センター

南部第2高齢者総合相談センター

39－6971

39－6151

45－3969

43－9307

43－9551

39－6131

62－5858

67－0506

38－8551

38－3220

39－6972

39－6502

45－1224

43－9308

35－9206

39－8134

62－5959

67－1413

38－8552

38－3221

担当校区 センター名 電話 FAX

区分、職種 採用予定人数受験資格（条件をすべて満たす人）

行　政

行　政

土　木

保健師

管理栄養士

●個人情報取扱業務　900件
●個人情報の提供申請　128件

●個人情報の開示請求　22件

■問い合わせ　総務管理課　☎34－8105　s22－0686

▷開示（部分開示含む）…17件
▷不存在…2件
▷取下げ…3件

●承認し提供した主な個人情報

▷承　認…125件
▷不承認…3件

捜査関係事項の照会
生活保護に関する照会
国民年金被保険者資格取得届の
届出勧奨などに係る情報
成人式該当者の氏名

宇部警察署ほか
宇部県税事務所ほか

日本年金機構

自治会

提供内容 提供先

平成30年度

情報公開制度の運用状況平成30年度

ご利用
ください

●公開請求・公開申し出件数
　▷公開請求
　　（条例の施行日以後に作成した公文書についてのもの）…185件
　▷公開申し出
　　（条例の施行日前に作成した公文書についてのもの）…4件
●決定状況
　▷全部公開…160（うち公開申し出0）件
　▷部分公開…29（うち公開申し出4）件
●公開しなかった主な情報
　▷特定の個人が識別される個人情報
　▷法人等情報
●不服申し立て件数と処理状況…申し立てなし
●主な請求内容…公共工事に関する資料
■問い合わせ　市民活動課　☎34－8126　s22－6004

コハーン・イシュトヴァーン＆
金子三勇士デュオリサイタル

東大寺別院阿弥陀寺 
アジサイ祭

輪くぐり神事

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

募集区画
面積
使用料

白石公園
第1墓園D
15区画
4.00㎡
198,000円

4区
8区画
4.00㎡
198,000円

2区
15区画
6.25㎡
309,375円

楠岡ノ坂

●申し込みに必要な書類など
　埋葬・火葬許可証か焼骨の所在を証明できる書類、印鑑、市内に住所がある人は本籍
　続柄記載の住民票（世帯全員）、市内に本籍だけある人は戸籍謄本
　※返還された空き区画については、随時申し込みを受け付けています。
●申込期間　6月3日㈪～7日㈮　■申込先　生活衛生課　☎34－8251　s22－6016

市営墓地の予約受け付け

　まちなかで、住宅の新築・増築や起業・創業などを
するときに、さまざまな優遇措置・支援制度があります。
ぜひご活用ください。
※詳しい要件などがありますので、お問い合わせください。

社会人経験者・大学卒業程度
●試験区分・試験職種・受験資格

■申込先　宇部・山陽小野田消防局総務課　☎21－6112　s31－0119

①建築物を新築・増築する
　▷助成の内容　
　　家屋、土地の固定資産税相当額を課税初年度から
　　3年間
②所有する空き家を解体し、住宅を新築する
　▷補助の内容　解体費の3分の1（上限50万円）
③空き家を取得し、住居としてリフォームする
　▷補助の内容　改修費の3分の1（上限100万円）
④空き物件を再生（リノベーション）し、事業を行う
　▷補助の内容　改修費の2分の1
⑤共同住宅を建設する
　▷補助の内容　整備費などの3分の1
⑥まちなかで創業する
　▷補助の内容　
　　家賃の2分の1以内（上限は1カ月10万円）を3年間
⑦市外から転入する
　▷助成の内容　引っ越しや住宅に係る費用の一部
⑧市外から転入する医療・福祉・保育・建設・ICTの仕事に
　従事する人が住宅を借りる
　▷助成の内容　
　　家賃の2分の1（上限は1カ月2万円）を最大12カ月
⑨店舗をリニューアルする（外装改修必須）
　▷補助の内容　改装費の4分の3以内（上限80万円）

①～⑤は共生社会ホストタウン推進グループ
　　☎34－8468　s22－6008
⑥はICT・地域イノベーション推進グループ
　　☎34－8531　s22－6008
⑦⑧はおいでませ！うべ移住・定住サポートセンター
　　☎34－8480　s22－6008
⑨は商工振興課　☎34－8355　s22－6041

まちなかに　にぎわいを

問
い
合
わ
せ

※受験申込書などは、人事課、北部総合支所、各市民・
　ふれあいセンターに設置のほか、市ホームページに掲載

▷昭和49年4月2日～平成4年4月1日生まれ
▷大学(短期大学を除く)を卒業したか、令和2年3月末まで
　に卒業見込み
▷現在県外に居住し、採用後、宇部市に定住する意向のあ
　る人か、平成30年6月1日以降に県外から宇部市に転入
　し採用後も宇部市に定住する意向のある人
▷公務では得られない多様な経験や専門性を活かし、宇部
　市の行政課題に積極的に取り組む熱意がある人

上
級（
大
学
卒
業
程
度
）

上
級（
　
　
　
　
　
　）

▷平成4年4月2日～
　平成10年4月1日生まれ
▷昭和62年4月2日～
　平成10年4月1日生まれ
▷専門科目を履修済みか履修中
▷平成5年4月2日～
　平成10年4月1日生まれ
▷保健師免許を有するか、
　令和2年3月末までに取得見込み
▷平成5年4月2日～
　平成10年4月1日生まれ
▷管理栄養士免許を有するか、
　令和2年3月末までに取得見込み

10人

1人

1人

1人

5人
社
会
人
経
験
者

（
Ｕ
Ｉ
Ｊ
）対
象

▷大学(短期大学を
　除く)を卒業したか、
　令和２年３月末まで
　に卒業見込み
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ラベンダーの摘み取り、ハーブ製品
の販売、ハーブでクラフト作り、宇部
西高等学校の苗販売、スケッチ大会
（小学生以下）a6月8日㈯～9日㈰10
時～15時bjアクトビレッジおの（☎
64－5111、s64－2800）

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a6月22日㈯10時～15時b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j銀天エコプラザ（☎39－
8110）

夏至の日付近に世界各国で行われ
る、ジャンルやプロ・アマを問わない
ライブコンサート●わいわいぱぁ～く
（中央街区公園）a6月22日㈯10時～
●多世代ふれあいセンターa6月23
日㈰12時40分～●渡辺翁記念会館
a6月23日㈰13時～j文化創造財団
（☎35－3355、s31－7306）

3㎞か6㎞のコースを当日選んで歩き
ますa6月26日㈬9時半～12時※小
雨決行bときわ湖水ホール集合
f帽子、飲み物、タオルなどj保健
センター（☎31－1777、s35－6533）

u県内に1年以上居住し、犬種ごと
に定める障害の程度に該当する18
歳以上の人▷盲導犬：視覚障害の程
度が1級かこれに準ずる程度▷介助
犬：肢体不自由1～2級かこれに準ず
る程度▷聴導犬：聴覚障害の程度が
2級かこれに準ずる程度※その他の
条件あり。詳細は問い合わせてくだ
さいd▷第二次審査にかかる審査
料、旅費など▷共同訓練か合同訓練
の経費▷補助犬給付後の飼育など
の経費e県内で1～2人f身体障害
者手帳（「準ずる人」は障害程度申
告書）、印鑑、申請書、誓約書、世帯
全員の平成31年度の所得課税証明
書、借家などに居住する人は家屋の
所有者か管理者の同意書h6月28
日までi障害福祉課（☎34－8342、
s22－6052）

ごみの減量化に向けたアイデアを募
集します▷賞金：最優秀賞（1点）5万
円、優秀賞（2点）1万円u市内在住
か在勤、在学の人、市内の法人や団
体g申込書を提出。申込書は申込
先、市役所、各市民・ふれあいセン
ターなどに設置のほか、市ホーム
ページに掲載h6月3日～7月1日i廃
棄物対策課（☎34－7247、s33－
7294）

AI、ICTなどを活用した成人式の企
画・実施をする団体を募集します※
要件や申込書は申込先に設置のほ
か、市ホームページに掲載u企業、
NPO法人などの団体h6月11日～28
日iこども・若者応援課（☎34－
8447、s21－6020）

仕事内容は、軽作業、施設管理、清
掃などです。まずは説明会にご参加
くださいa6月6日㈭13時半～、20日㈭
10時～、7月4日㈭13時半～、18日㈭13
時半～b多世代ふれあいセンター
u原則60歳以上jシルバー人材セ
ンター（☎31－3251、s31－4334）

初心者向けの花の育て方講習a6
月8日㈯10時～12時bときわ湖水
ホールf筆記用具glp（7面）
iガーデンシティ推進グループ（☎
34－8485、s22－6008）

筋肉量、体脂肪率、推定骨量などの
測定ができます。からだの状態を知る
ことから健康づくりを始めてみません
か？
●出張測定体験会ab6月8日㈯、9
日㈰各10時～15時（フジグラン宇
部）、15日㈯10時～12時（図書館）、22
日㈯10時～12時（アルク厚南店）、27
日㈭10時～12時（ゆめタウン宇部）
●保健センター測定体験会※要予
約a6月10日㈪～26日㈬の平日10時
～17時glmp（7面）と年齢、参加
希望日時h6月26日までi保健セン
ター（☎31－1777、s35－6533）

●稲作体験（田植え）a6月9日㈰9時
半～11時半h6月8日まで
●夏野菜の管理・収穫a7月6日㈯9
時半～11時半h6月29日まで
……………………………………
b森部農園（船木）d各1,000円
e各10～15人（先着順）f手袋、タオ
ル、長靴、水筒、農具（可能な人）
i有機ネット山口西部（v090－5690
－5758[天野]）

●うべスタセミナーac6月14日㈮
「ビジネス交渉力向上セミナー～聴く
力・引出す力を身に付ける」、28日㈮
「イノベーション戦略セミナー～AI時
代の生き残り戦略」、各18時半～20
時e各20人biうべスタートアップ
（☎39－5010、s39－5184）
https://ube-startup.com/

市内のパン屋さんおすすめのオリジ
ナルパンで舌鼓を打ちませんか。ま
た、参加者同士でグルメ情報の交換
をしましょうa6月15日㈯12時半～14
時bうべスタートアップu市外から
の転入者d大人5 0 0円e 1 5人
glkmp（7面）h6月10日まで
iうべ移住・定住サポートセンター
（☎34－8480、s22－6008）

中心市街地の商業振興やにぎわい
創出を積極的に進めるための「宇部
市中心市街地活性化基本計画」策

定に向け、市民タウンミーティング
（グループディスカッション方式）を開
催しますab▷行きたくなる「まちな
か商店街」6月15日㈯図書館▷住み
たくなる「まちなか」7月20日㈯文化
会館、各14時～16時u市内在住か
在勤、在学の15歳（高校生）以上
e各30人（先着順）f筆記用具、飲
み物などg申込書を提出。申込書は
市役所、各市民センターに設置のほ
か、市ホームページに掲載i中心市
街地にぎわい創出推進グループ（☎
34－8896、s22－6008）

a6月19日㈬10時～11時半b保健セ
ンターu4～8カ月児と保護者e35人
（先着順）h6月5日からiこども・若
者応援課（☎31－1732、s21－6020）

自宅で育てる大豆栽培教室（全2
回）。今回は土作りと大豆の植え付
け（お茶会あり）。別途、育てた大豆
で冬に味噌作り教室も開催a6月22
日㈯10時～13時bアクトビレッジおの
d1,500円e20人（先着順）f園芸用
手袋、筆記用具h6月15日までi有
機ネット山口西部（v090－9862－
9725[佐々木]）

初心者向けの料理教室a6月23日㈰
10時～13時b男女共同参画セン
ターu市内に在住か在勤で18歳以
上の男性。小学生以上の子ども同
伴可d600円（小学生300円）e20人
（先着順）fエプロン、三角巾かバン
ダナ、タオル、飲み物glmp（7面）
とフリガナ、年齢、子どもは学年h6
月14日までi人権・男女共同参画推
進課（☎34－8308、s22－6016）

バリアフリー化マスタープランを作
成するため、現場での点検を行う
「まち歩き」とワークショップを開催し
ます。市内のバリアフリー化の状況
と問題点を一緒に考えましょうab6
月23日㈰宇部駅周辺、30日㈰市役所
周辺、各9時～12時半（全2回）e15
人glkmh6月12日までi障害福
祉課（☎34－8457、s22－6052）

演題「初心者のためのキャッシュレ
ス講座」、講師：伊藤志保（キャッシュ
レスアドバイザー）a6月25日㈫13時
～15時b福祉会館glmp（7面）
h6月18日までi市民活動課（☎34
－8159、s22－6004）

自分でペイントした世界に一つだけ
のオカリナを演奏しようa6月29日㈯
10時～11時半u小学生以上（低学
年は保護者同伴）d3,000円e20人
glmn氏名、住所h6月25日まで
biアクトビレッジおの（☎64－
5111、s64－2800）
actvillageono@gmail.com

「健幸アンバサダー」とは、健康に関
する正しい知識や上手な情報の伝
え方を学んで、周囲に情報を伝える
人です。健康や運動に無関心な人
が健康づくりを始めるきっかけとし
て、身近な人からの口コミが有効とさ
れています。▷講師：久野譜也（筑波

大学大学院人間総合科学研究科教
授）a7月5日㈮①9時半～12時半②
13時半～16時半b文化会館u市内
在住、在勤の人e各150人glmp
（7面）と年齢、参加希望回h6月28日
までi保健センター（☎31－1777、
s35－6533）

●産業観光バスツアー第1章「石灰
石鉱山と宇部興産専用道路」a7月
5日㈮、26日㈮d7,500円（昼食付き）
h6月28日まで（先着順）
●産業観光バスツアー第22章「酒
造りと水造り」a7月9日㈫d7,500円
（昼食付き）h6月28日まで（先着順）
●産業観光バスツアー第9章「船か
らの工場群見学と石灰石鉱山」a7
月18日㈭d9,900円（昼食付き）h7月
5日まで（先着順）
●第32回関門海峡花火大会
a8月13日㈫d7,000円（ブロック席）
h8月2日まで（先着順）
……………………………………
i交通局（☎31－2442、s22－1772）

初夏から秋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a7月6日㈯9時半～11時※
小雨決行bときわ公園花いっぱい
運動記念ガーデンe30人（先着順）
glkmp（7面）と参加人数h6月
28日までiときわ公園課（〒755－
0001大字沖宇部254、☎51－7252、
s51－7205）

外国人に日本語を教えるボランティ
アに必要な基礎的知識や心得を学
びますa7月10日、17日、24日、31日、9
月25日、各18時半～20時半b常盤工
業会会館u市内に在住、在勤の人
d1,000円e20人glkmp（7面）
h6月21日までi観光・グローバル推
進課（☎34－8136、s22－6083）

a7月13日㈯▷第一部（指導者向け
研修会）10時半～12時▷第二部（保
護者向け書き方講座）13時半～15時
半、講師：村中李衣（絵本作家）e各
50人（先着順）h7月5日までbi図
書館（☎21－1966、s21－3801）

テーマ「本とは何か？」、講師：小川仁
志（山口大学国際総合科学部教授・
哲学者）a7月14日㈰15時～16時半
e30人（先着順）h7月5日まで
bi図書館（☎21－1966、s21－
3801）

アロマのスプレーとせっけんを作りま
すa7月18日㈭13時～15時
d1,700円e20人（先着順）fエプロ
ン、筆記用具glmnp（7面）
h7月10日までbiアクトビレッジお
の（☎64－5111、s64－2800）
actvillageono@gmail.com

●油谷青年の家プライベートビーチ
で海水浴a7月21日㈰9時～17時半
※荒天の場合は8月3日㈯b県母子・
父子福祉センター集合・解散uひと
り親家庭（母子・父子）の親と3歳以
上・高校生以下の子d大人500円、

子ども1人300円（昼食は各自）e20
家族gkmn全員の氏名（ふりが
な）・年齢（7月21日現在）、住所、電話
番号、子どもの学年、「海水浴」と明
記h7月10日[必着]
●ボーイスカウトと旅行村で楽しもう
c野外炊飯ほかa7月27日㈯10時～
15時※荒天中止b笠戸島家族旅行
村集合・解散uひとり親家庭（母子・
父子）の親と子d大人500円、子ども
1人300円e15家族gkmn全員の
氏名（ふりがな）・年齢（7月27日現
在）、住所、電話番号、子どもの学
年、「笠戸島家族旅行村」と明記
h7月17日[必着]
……………………………………
i県母子・父子福祉センター（〒753
－0054山口市富田原町4－58、☎083
－923－2490、s083－923－2499）
y-bosi-senter@tiara.ocn.ne.jp

ワークショップと減塩をテーマにした
調理実習a7月26日㈮9時～14時
u市内の小学生と保護者d1人300
円（保険代含む）e親子20組fエプ
ロン、三角巾、タオル、はし、上ぐつ
glkmp（7面）と学校名、学年組
※氏名は参加者全員分h6月3日～
10日bi学校給食センター（〒755－
0151大字西岐波1173－242、☎54－
4646、s54－4650）

a7月27日㈯13時～17時b宇部港港
町埠頭u市内に在住か勤務する10
人のチームe36チーム（先着順）※
女性の部ありh6月20日までi事務
局（☎33－3242）

a8月4日㈰9時半～16時b文化会館
u小・中学生e40人g申込書を提
出h6月21日までi文化創造財団
（☎35－3355、s31－7306）
●参加者の演奏終了後、日吉章吾
による特別演奏会を行います

●水道施設の一般公開a6月7日㈮
まで9時～16時b広瀬浄水場、桃山3
号配水池展望塔h前日までi広瀬
浄水場（☎41－6004、s41－8548）
●公道の漏水を発見し、通報した人
に粗品を進呈a6月7日㈮までi上
水道整備課（☎21－2406、s21－
2172）
j上下水道局総務企画課（☎21－
2171、s21－2172）

マイナンバーカードの交付通知書が
届いた人で、平日に受け取りが困難
な人のため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、6月5日
までに予約をお願いしますa6月8日
㈯8時40分～11時40分bi市民課

（☎34－8264、s22－6017）

各市民センターなどで、臨時にマイ
ナンバーカードの申請手続きを支援
します。出来上がったマイナンバー
カードは、本人限定受取で自宅に郵
送します。開催日時などの詳細は、
市ホームページか各市民センターな
どでご確認くださいb各市民セン
ター、北部総合支所e各15人程度
f通知カード、個人番号カード交付
申請書、運転免許証などの本人確
認書類、住民基本台帳カード（お持
ちの人）h開催日の3日前までi市
民課（☎34－8264、s22－6017）

●寄贈本を配付しますc昨年5月に
亡くなった古川薫（幼少期から20数
年間を本市で過ごした作家）の偉業
をたたえ、大永商事㈱（居能町）自費
出版の「周防長門はわがふるさと」
（古川薫・森重香代子共著、昭和61
年11月刊）の寄贈を受けましたa6月
8日㈯からb図書館、学びの森くすの
きe300人（先着順）※1人１冊、転売
不可
●講演会c演題「宇部時代の古川
薫」、講師：堀雅昭（作家）a6月23日
㈰14時～15時半e50人（先着順）
h6月22日までbi図書館（☎21－
1966、s21－3801）

上下水道局、交通局を対象にした定
期監査の結果を掲示していますa6
月14日㈮までb市役所、北部総合支
所、各市民センター、万倉・吉部出張
所j監査委員事務局（☎34－8726、
s22－6013）

児童手当を受給している人は、届い
た現況届を6月中に提出してくださ
い。簡単便利な電子申請でも手続き
できます。提出されない場合は、6月
分以降の手当が受けられなくなりま
すj子育て支援課（☎34－8330、
s22－6051）

歯や歯肉の状態、口腔清掃状態な
どをチェックする歯科健診。対象者
には受診券が届きます▽健診項目：
虫歯や歯周病の有無、噛む力の確
認、舌の動きの確認、のみこむ力の
確認などa来年1月31日までb対象
の歯科医療機関u▷平成30年度に
75歳到達か障害認定により後期高
齢者医療制度の被保険者資格を取
得した人▷当該健康診断未受診者
で受診を希望する人は問い合わせ
てください（県内先着1,000人）f受
診券、質問票、後期高齢者医療被
保険者証j県後期高齢者医療広域
連合（☎083－921－7112、s083－932
－5321）

4月からの有料化に伴い、企業や民
間団体もふれあいセンターを利用で

きるようになりましたので、ぜひ活用
してください。料金や申込方法など
の詳細は市ホームページに掲載
j市民活動課（☎34－8260、s22－
6016）

農地の実態把握と無断転用の防
止、耕作放棄地の発生防止と解消
を重点に、農業委員・農地利用最適
化推進委員が現地確認を行います
a6月～8月j農業委員会事務局（☎
34－8731、s22－6079）

活動中のスズメバチの巣を登録駆
除業者に依頼して駆除した人に、駆
除費用の2分の1（上限1万円）を補
助します※詳しい要件や登録業者
は問い合わせてくださいj生活衛生
課（☎34－8252、s22－6016）

4月からFMきらら（80.4MHz）で、文
化創造財団の情報番組を放送して
います。ぜひお聴きくださいa毎月
第一火曜18時～j文化創造財団
（☎35－3355、s31－7306）

来年度から使用する小学校教科書
見本、中学校教科書見本（「特別の
教科　道徳」を除く）、教科書目録、
一般図書一覧などの展示a6月4日
㈫～7月26日㈮、図書館の開館時間
中b図書館j学校教育課（☎34－
8611、s22－6071）

ごみ焼却場、リサイクルプラザ、東見
初埋立地にごみを持ち込む時の「廃

棄物処理申出書」の様式が、7月か
ら変わります。新しい様式では、ごみ
の排出者と搬入者が異なる場合、委
任状（排出者が記入・押印）が必要
になります。また、本市で発生した一
般廃棄物の収集・運搬または処分を
業として行うには、市長の許可が必
要です。詳細は各施設に問い合わ
せてくださいj環境保全センター施
設課ごみ焼却場、東見初埋立地（☎
31－3664、s31－3734）、リサイクルプ
ラザ係（☎31－5584、s31－5844）

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a7月6日
㈯13時～15時b福祉会館u本人、
家族iむつみ会（☎35－3365）

補装具の要否判定、適合判定など
a7月10日㈬15時～16時b福祉会館
h6月26日までi障害福祉課（☎34
－8314、s22－6052）

a7月14日㈰美祢市民会館。7～9月
に岩国市、防府市、下松市、下関市
でも実施。各前日に同会場で講習会
を開催d新規受験者5,200円など。
講習受講費用は別途必要h7日前ま
でi美祢農林水産事務所（☎0837
－52－1071、s0837－52－1689）

公平な採用選考、労働・社会保険へ
の加入、ハローワークへの雇用状況
の届出など、外国人雇用のルールを
チェックしてみましょうj山口労働局
職業対策課（☎083－995－0383）、ハ
ローワーク宇部（☎31－0164）

マイナンバーカードの
受け取りは済みましたか

❻ ❼

お知らせ

募　　集

催し 事前申込なしで
参加できます

ラベンダー祭＆マルシェ

まちなかエコ市場

2019 音楽の祭日 in うべ

ときわ湖畔ウオーク

補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）
受給希望者

ごみ減量アイデア

市民タウンミーティング

海の日
カッターレース競技会

離乳食教室（前期）

プランターで
有機大豆栽培

ギョウザにチャレンジ！
エプロン男子の気軽な中華教室

バリアフリー化を
一緒に考えませんか

シルバー人材センター会員
になって働きませんか

花づくり講習会

からだの測定体験会

有機栽培技術講習会

うべスタセミナー

うべ暮らし交流カフェ
「うべで見つけるパンLIFE」

全国小・中学生
箏曲コンクールin宇部

ごみ持ち込みの
申出書様式が変わります

統合失調症・
うつ病相談会

身体障害者の巡回相談

狩猟免許試験

外国人雇用は
ルールを守って適正に

スズメバチの巣の
駆除費用の一部を補助

ラジオ番組「Culture 
Creation～かるくり～」

教科書展示会

児童手当現況届の提出

後期高齢者医療制度
無料お口の健康診断

ふれあいセンターの民間
利用が可能になりました

2020年成人式の
企画・実施団体 マイナンバーカードの

申請をお手伝い

農地パトロールに
ご協力を

賢い消費者講座

オカリナペイント＋
ワンポイントレッスン

健幸アンバサダー
養成講座

日本語ボランティア
養成講座

読書感想文の書き方講座

哲学カフェ

アロマの匂いに誘われて

親子ふれあいのつどい

交通局の旅プラン

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～

お知らせ
水道週間の行事

寄贈本の配付と講演会

監査結果の公表

親子でレッツ
「へら塩」料理教室

しお

p…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、pを記載しs22－6063（広報広聴課）へ

寄付金報告
福重　正（大阪府吹田市）
藤井　智紀（滋賀県大津市）
田邉　克己（大阪府吹田市）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70,000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
（4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

a7月2日㈫10時～11時半b福祉会館u障害児・者の家族
d500円（会員は無料）h6月30日までi在宅障害児・者と家族を支
援する会（v080－1900－6682[佐々木]）

障害のある子どもと作る片づけやすい部屋づくり
市民の掲示板 詳細はij に

問い合わせてください

記号の見方 a…日時　b…場所　c…内容　u…対象　d…費用　e…定員　f…持参品　g…申込方法　h…申込期間　i…申込先　j…問い合わせ
l…電話　k…はがき　m…ファクス　n…電子メール　q…電子申請　o…点字　p…申込時の必要事項（7面参照）

●協賛金額　1口5,000円以上（グループなどでの連名も可能）
●特典▷抜群のロケーション「スポンサー席」に招待（1口で2人分、
　飲み物とお菓子付き）▷名前をチラシに掲載（希望者）
●申込方法　申込書と協賛金を、観光・グローバル推進課、宇
　部観光コンベンション協会、宇部商工会議所のいずれかに持参
　してください。※申込書は、各申込先、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　
●申込期限　6月14日㈮
■問い合わせ
　観光・グローバル推進課　☎34－8353　s22－6083
　宇部観光コンベンション協会　☎34－2050
　宇部商工会議所　☎31－0251

　夏の魅力的なイベントとして宇部港の夜空を飾る花火大会。光
と音の芸術「音楽花火」、空に広がる大迫力「連続打上花火」など、
楽しい演出で来場者を魅了します。
　花火大会を盛大に開催するため、協賛金を募集します。皆さま
のご協力をお願いします。

花火大会　協賛募集 開催日時　7月27日㈯　20時～21時

整理収納アドバイザー「片づけパンダ」の中村代表による学習会



情報カレンダー情報カレンダー 6月1日～7月5日6月1日～7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）

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（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）
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）
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（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）
おはなし会（幼児～小学生向け）（図書館　11時～11時半）
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（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
「介護相談ふれんど」（多世代ふれあいセンター　10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）
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）
「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）
行政相談（福祉会館　9時～12時）
女性やLGBTの権利110番・弁護士電話相談（☎083－920－8730　10時～16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）
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～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）
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　a6月2日㈰、16日㈰、23日㈰、30日㈰各14時～
15時15分b青少年会館d19歳以上54円

6月1日㈯

2日㈰
5日㈬

6日㈭
7日㈮
8日㈯

11日㈫
14日㈮
15日㈯

16日㈰

16日㈰
17日㈪

18日㈫

19日㈬

21日㈮
22日㈯
26日㈬

27日㈭
28日㈮
30日㈰

7月3日㈬
4日㈭

広報うべ 2019年6月号❽
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時
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定
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■弁護士相談
　a6月19日㈬13時半～15時半　予約受付開始6月6日㈭8時半～
　a7月3日㈬13時半～15時半　予約受付開始6月20日㈭8時半～
　b市役所　e各12人　※受付要件あり　i市民活動課（☎34－8126）
■司法書士相談　a6月12日㈬、26日㈬各9時～11時
　b市役所　e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　j市民活動課（☎34－8126）
■行政書士会の遺言・相続相談　a6月8日㈯9時半～11時半
　b福祉会館　e8組　当日受付　j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　a月～金曜日　8時
半～17時15分　bj宇部市消費生活センター（☎34－8157）

■税務相談　a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　bi宇部税務署（☎21－3131）
■中小企業・小規模事業者向けの経営相談　a6月18日㈫　b市役所

e4組　h6月11日まで　i県よろず支援拠点（☎083－922－3700）
■人権相談　a月～金曜日　8時半～17時15分　b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

■男女間の暴力（DVなど）に関する相談　a月～金曜日　9時～16時
　b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　a6月18日㈫19時～21時　u不登校な
どの悩みをもつ小中学生の保護者　e2人　h6月14日まで　bi教
育支援課（☎34－8630、s22－6071、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　a平日　8時半～17時15分
u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　a第2火曜、第4木曜　各10
時～16時　bi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　a火～金曜日　10時～19時、土曜日　
9時半～17時半　j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」
　a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　s22－6019

子育て支援課　☎34－8330　s22－6051
保育幼稚園学童課　☎34－8327　s22－6051

市 民 税 課 　☎34－8197　s22－6084

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　s22－6014
保険年金課　☎34－8289　s22－6019

市 民 課　☎34－8243　s22－6017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6月28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、
　消防指令センター（☎21－2866）にお問い合せください。今月の日曜・祝日当番医

または☎083－921－2755　小児救急医療電話相談（毎日19時～翌朝8時）☎＃8000 
子どもの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。

6月2日㈰ 9日㈰ 23日㈰16日㈰ 30日㈰

よしもと小児科医院
中尾
☎22－0555

いのくまこどもクリニック
西岐波
☎51－0880

とみた小児科医院
妻崎開作
☎44－4150

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

●救急病院は救急車の受け入れをしていることがあるため、受診の際は必ず、事前に病院に電話して診療の確認をしてください
宇部市　救急医療情報 検索


