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（　）内は前月比。2019年2月末日現在
（転入・転出は2月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
78,905
86,398
165,303
79,141

（－33）
（－36）
（－69）
（－34）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入305人　転出292人

再生紙を使用しています

久保田市長 今月のイチオシ

　平成31年3月7日㈭、ノーベル生理学・医学
賞を受賞された京都大学高等研究院 本庶佑 
特別教授に、本市初となる宇部市民栄誉賞を
杉山市議会議長とともに授与しました。
　京都大学高等研究院での宇部市民栄誉賞表
彰式では、「紙すき」により厚東川中学校の生
徒と地域住民が一緒に製作した賞状などを贈
呈。表彰式後は神原小・中学校の児童生徒と
のWeb交流会を開催しました。（5面参照）

　本庶氏からは、扇子とノーベル賞のメダル
を模したチョコレート（本庶氏のサイン入り）
をいただきました。扇子には、本庶氏直筆の
「有志竟成」の文字。これは、「強い意思を持つ
者は、目的を必ず成し遂げられる」という意
味で、ノーベル博物館に寄贈した色紙にも書
かれた本庶氏の座右の銘です。
　この言葉は、私たちのみならず、宇部の未
来を担う子どもたちにとって励みになると確
信しています。

次世代を担う子どもたちへ伝えたい言葉

わくわくゴールデンウィークイベント
■問い合わせ　ときわ公園課
　☎54－0551　>51－7205ときわミュージアム

遊園地

ときわ湖水ホール
●世界を旅する植物館夜間開館
　日時　4月27日㈯～5月6日（月・休）20時まで
　　　　（入館は19時30分まで）
●岡本信人講演会＆公園散歩
　「植物の可能性! in ときわ公園」　
　日時　4月30日（火・休）13時30分～15時45分
　定員　先着100人
　費用　500円
　申込期間　4月3日㈬～22日㈪
●植物館で音楽を！第一弾
　クイーンブイ　ミュージックライブ
　日時　5月2日（木・休）　①18時～18時30分
　　　　　　　　　　②19時～19時30分
●植物館で音楽を！第二弾
　ソレイユトリオ　ミュージックライブ
　日時　5月4日（土・祝）　①18時～18時30分
　　　　　　　　　　 ②19時～19時30分
●ステージイベント
　日時　5月6日（月・休）
　▽ファッションショー（宇部フロンティア大学附属香川高等学校）
　13時～13時15分

　▽ミュージカル（山陽ありすの家）14時～14時40分
　▽岩戸神楽舞　15時30分～16時
●各種ワークショップ　要事前申込
　申込期間　4月3日㈬～22日㈪
　※費用・定員は各ワークショップにより異なります
　▽母の日フラワーアレンジメント
　　日時　4月27日㈯14時～15時30分
　▽テラリウムを作ろう！
　　日時　4月29日（月・祝）　①10時～12時
　　　　　　　　　　　　②13時30分～15時30分
　▽植物館でヨガ体験！
　　日時　4月29日（月・祝）18時～19時
　▽多肉サボテン寄せ植え
　　日時　5月1日（水・祝）　①10時～12時　②13時30分～15時30分
　▽ハーバリウムを作ろう！
　　日時　5月3日（金・祝）　①11時～11時45分　②13時30分～14時15分
　▽叩き染めでオリジナルトートバッグを作ろう！
　　日時　5月5日（日・祝）13時30分～15時30分
　　※小学生以下は保護者同伴
　　申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　　　　　（☎37－2888、>37－2889）

●KENTO MORI　WS（ワークショップ）
　in ときわ公園
　世界的ダンスアーティスト・振
付師のケント・モリによるダン
スレッスン。ダンス経験・年齢
問わず参加できます。

　※参加者はKENTOグッズ
の販売あり。グッズ購入者はサイン・2ショット
写真撮影可。

　日時　5月3日（金・祝）①13時～　②16時～　
　　　※各90分

　費用　1レッスン3,000円※特別料金
　定員　各100人
　申込方法　氏名、電話番号、メールアドレス、
　　受講希望クラスをメールで連絡
　申込先　j.jackdp@gmail.com
　問い合わせ
　　事務局（®090－5693－1156［坪井］）
●ペッタンコ版画でエコバッグ
　日時　4月28日㈰、29日（月・祝）
　　　　各10時30分～14時30分
　料金　300円
　定員　各先着50人
●くるくるうちわであそぼう
　日時　5月2日（木・休）、3日（金・祝）
　　　　各10時30分～14時30分

●凧をつくってあそぼう
　日時　5月5日（日・祝）10時30分～14時30分
　料金　300円
　定員　先着100人

園内施設休業日…毎週火曜（4月2日、30日除く）　※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

●GW特別イベント
　コツメカワウソのえさやり体験、アルパカお
散歩、トカラヤギえさやり体験、特別ガイ
ド、イントゥーザワオ、リスザルアドベンチャ
ーラフティングなど
　日時　4月27日㈯～5月6日（月・休）
　　　　※時間・費用はイベントにより異なる
　場所　各展示場前集合
　　　　（動物園入園料が必要）
●動物園こども無料デー（新元号記念）
　期間　5月1日（水・祝）～3日（金・祝）
　対象　中学生以下

●冒険ラリー
　クイズに答えて景品をゲットしよう！
　日時　4月27日㈯～5月6日（月・休）9時30分～17時
●石炭記念館ガイドツアー
　日時　5月3日（金・祝）～5日（日・祝）14時～15時

●宇部麦酒祭 in ときわ公園
　レアな地ビールやクラフトビールと宇部自
慢のおつまみが楽しめます

　日時　4月28日㈰、29日（月・休）
　　　　11時～15時
●キッズフリマ
　小学生以下の子どもだけで実施するフリ
ーマーケット
　日時　4月28日㈰13時～14時30分

11時～
14時～

ときわ遊園地
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要事前申込

要事前申込

ゆう　　　し　　　きょう　　せい

“有志竟成”

NO.1518

2019年（平成31年）

4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



広報うべ 2019年4月号 広報うべ 2019年4月号❷ ❸

認知症にやさしいまちを目指して
　高齢化に伴い認知症高齢者は、2025年には高齢
者の約5人に1人と推計されています。認知症は誰
もが関わる可能性のある身近な病気です。自分の
ためにできること、地域のためにできることを一
緒に考えてみませんか？

　認知症を正しく理解し、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。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。

●認知症初期集中支援チーム
　保健師・主任介護支援専門員・嘱託医などで構
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。

●飼育の日特別イベント
▽あなたの疑問に飼育員がこたえます
①飼育に関する疑問を動物園内の募集
　ブースで受け付けます　動
　日時　4月1日㈪～14日㈰9時30分～17時
　※動物園入園料が必要
②募集した疑問の答えを展示します　モ
　日時　4月17日㈬～5月6日（月・休）
　　　　9時30分～17時
▽動物のお宅拝見！パタスモンキー　動
　パタスモンキーの展示場に入って飼育員の
お仕事を体験
　日時　4月20日㈯、21日㈰
　　　　各13時～13時30分
　場所　パタスモンキー展示場
　　　　（動物園入園料が必要）
　定員　各先着20人
▽ふれあい動物ちょこっと飼育体験！　動
　ふれあいどうぶつの飼育体験
　日時　4月21日㈰15時30分～16時
　　　　（受け付けは15時15分～）
　場所　ふれあい動物広場
　　　　（動物園入園料が必要）
　費用　200円
　定員　先着10人
▽私は何の飼育員でしょう？クイズラリー　動
　動物園内を歩きながらクイズに挑戦
　日時　4月20日㈯、21日㈰各9時30分～17時
　受付場所　ときわ動物園入口
　　　　　　（動物園入園料が必要）
　定員　各先着200人
●野菜ソムリエ×飼育員のおはなし「野菜を
おいしくたべよう！」　モ　要事前申込
　日時　4月6日㈯13時～14時
　定員　先着15組
　申込先　常盤動物園協会（☎21－3541）
●石炭まつり　石
　楽しいイベントやワークショップなどを開催
　日時　4月6日㈯、7日㈰各10時～15時

●さくらまつり　遊
　音楽やダンスのステージイベント、屋台村、
さくらスイーツフェアを開催
　日時　4月7日㈰10時～15時
●てくてくときわ公園「ときわ湖畔の早春の
花をさがそう！」　他　要事前申込
　黒岩観音、ときわスポーツ広場などを巡りま
す（約3.5km）
　日時　4月13日㈯9時50分～12時30分
　　　　※少雨決行
　場所　ときわ湖畔北バス停集合
　定員　先着40人
　申込期限　4月12日㈮
　申込先　ときわ公園課
　　　　　（☎54－0551、>51－7205）
●園芸相談　ミ
　日時　4月14日㈰、5月4日（土・祝）
　　　　各①10時～12時　②13時～16時
●ぼたん・しゃくやくまつり　他
　場所　ぼたん苑
　▽ぼたん苑ライトアップ
　　（4月8日㈪～5月12日㈰18時30分～22時）
　▽ぼたん苑お茶の接待（有料）
　　（4月21日㈰10時～、先着200人）
●宇部陶芸連盟　新作陶芸展　湖
　日時　4月26日㈮～28日㈰9時～17時
　　　　（最終日は16時まで）
●エビネ花展　ミ
　日時　4月27日㈯9時15分～20時、
　　　　28日㈰9時15分～15時
●企画展「季節を感じて～絵手紙でみる
　日本の四季～」　石
　ボランティアによる絵手紙を展示
　日時　5月6日（月・休）まで　9時30分～17時
●ハーブ講座　ミ　要事前申込
　▽ハーブやスパイスなどでデコレーション
　クラフトを楽しみましょう！

　日時　4月30日㈫、5月3日（金・祝）
　　　　各17時～19時

　費用　900円
　定員　各先着10人
　申込期間　4月3日㈬～25日㈭
▽ハーブや野草などで苔玉をつくり
　育てましょう！
　日時　5月2日（木・休）①10時～12時
　　　　　　　　　 ②13時30分～15時30分
　費用　800円
　定員　各先着10人
　申込期間　4月3日㈬～27日㈯
　申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　　　（☎37－2888、>37－2889）
●植物館ガイド　ミ
　▽一足早いバラ、多年草ガイド
　　日時　5月5日（日・祝）13時30分～14時
　▽花盛り！サボテンみどころガイド
　　日時　5月6日（月・休）11時～11時30分
●春のコレクション展　宇部派　湖
　10時～16時（入場は15時45分まで）
　▽UBEビエンナーレ鑑賞術
　　～作品プランから見る第28回展～
　　今年の秋、野外彫刻になる彫刻の模型
　やドローイングの展示

　　期間　5月6日（月・休）まで
　▽彫刻群島～中心市街地の彫刻を考える～
　　半世紀以上の歴史をもつ本市の彫刻の
　あるまちづくり事業を振り返ります
　　期間　5月18日㈯～6月9日㈰
　▽チョーコクンキャンディプレゼント
　　（来場者先着200人）
　　日時　4月7日㈰10時～
　問い合わせ　UBEビエンナーレ推進課
　　　　　　　（☎51－7282、>51－7205）

※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　>51－7205

のイベント ミ…ときわミュージアム　湖…ときわ湖水ホール
動…ときわ動物園　モ…体験学習館モンスタ
遊…ときわ遊園地　石…石炭記念館　他…その他
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園内施設休業日…毎週火曜(4月2日、30日除く)

要事前申込

要事前申込

要事前申込

うべ狐の嫁入り行列

中津瀬神社春季例大祭

星★町マルシェ in新川市まつり

馬替え大抽選会

よさこいフェスタ

子どもまつり

5月3日（金・祝）～5日（日・祝）

※　　　部は交通規制箇所（5日のみ）
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■問い合わせ　新川市まつり実行委員会　☎31－0251　>22－3470

矢印は
狐の嫁入り
行列順路
　　花嫁行進ルート
　　花婿行進ルート
　　花嫁・花婿
　　ご神幸行進ルート

事業者やNPOなどから企画提案を募集 募集要領や仕様書などは、
市ホームページに掲載します

4月から募集するもの（【事業名】と概要）

今後募集予定のもの（【事業名】と概要） 募集予定時期

事業費上限額 企画書提出
期限（期間） 問い合わせ

問い合わせ

【子育てグッズ・子ども用スポーツグッズリユース事業】子育て用品や子ども用スポーツ用品、
学生服、学用品の回収と譲渡

危険性のあるブロック塀などを撤去し、市が推
奨する生け垣を設置する工事

▽ブロック塀撤去費の3分の2（上限10万円）
▽生け垣設置費の3分の2（上限5万円）

倒壊の危険性の高いブロック塀などを撤去する
工事

ブロック塀撤去費の3分の2（上限10万円）

【がんばるふるさと企業応援事業】市内企業に対する補助金（※）申請の受け付けと相談※販路
拡大に取り組む市内企業による商談会・展示会出展などへの補助金
【中小企業イノベーション推進事業/中小企業等ICT導入促進事業】市内の中小企業者などを対象
に、ICTの導入・運用を支援するための導入サポートや具体的なアドバイスなど個別指導の実施
【多様な働き方確保支援センター運営業務】「多様な働き方確保支援センター（JOB STA）」の運
営とセミナーなどの企画・実施
【食の魅力づくり推進事業】宇部産の一次産品を使った飲食店イベントの運営など、「食の魅力づく
り」の推進
【シティプロモーション推進事業】都市イメージや認知度を高め、交流人口の増加につながる事
業への補助金
【中小企業イノベーション推進事業/メイド・イン・ウベものづくり支援事業（一般枠）】市内の
中小企業者などの優れた技術や地域特性などを活用した新製品の開発・製造への補助金
【中小企業イノベーション推進事業/中小企業生産性向上支援補助金（ICT導入支援事業）】市内の中小企
業者などの事務効率や労働生産性の向上を目的とした、ICT・IoTなどのシステムの技術導入への補助金
【ときわミュージアム「ワークショップ・講習会・イベントなど」実施者募集】イベントホールや展
示スペースを使用した、市民参加型のワークショップ・講習会・イベントなどの実施

ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎37－2888

ICT・地域イノベーション推進グループ
☎34－8531

ICT・地域イノベーション推進グループ
☎34－8531

観光・グローバル推進課
☎34－8155

6次産業推進課
☎34－8372

ICT・地域イノベーション推進グループ
☎34－8531

ICT・地域イノベーション推進グループ
☎34－8531

商工振興課
☎34－8355

廃棄物対策課
☎34－8247125万円

113万円

問い合わせ

410万円

100万円

300万円

20万円

なし 申請前に
要連絡

6月28日㈮

5月31日㈮

5月24日㈮

5月17日㈮

4月24日㈬

4月24日㈬

4月15日㈪

4月15日㈪

　低金利の融資（リフォームローン）が市内の取扱金融機関で利用できます。融資
に係る保証料相当額を工事完了後に市が助成します。
●対象工事
　①住宅の健康・省エネ改修工事　断熱ユニットバス、屋根・外壁の断熱化、太
　　陽光発電設備などの工事。併せて行うリフォーム工事（健康・省エネ改修工事
　　費を超えない範囲）を含む。
　②住宅の耐震改修工事　宇部市木造住宅耐震改修補助事業（昭和56年5月31日以
　　前に着工された建物の耐震改修）に該当する改修工事
●融資内容　10～500万円（10万円単位）、借入期間10年以内、固定金利年1.0％、
　　　　　　保証料率年1.0％
　※取扱金融機関と保証会社で所定の審査があります
●受付期間　2020年3月10日㈫まで（完了報告書を提出）

　ブロック塀などの倒壊による被害の未然防止、生け垣による緑化と良好な住環
境づくりのため、ブロック塀などの撤去工事費用の一部を補助します。
※宇部市立地適正化計画の居住誘導区域内にある道路に面する高さが1.2mを超え
　るブロック塀などが対象

住宅の安全・安心を支援します
健康・省エネリフォームと耐震改修に使える融資制度

ブロック塀などの撤去工事費の一部補助を始めます

■問い合わせ先　建築指導課　☎34－8434　>22－6013
※いずれも、予算の上限に達した場合は、受け付けを終了します

【芸術祭活性化事業】宇部市芸術祭の参加者・来場者の増加など、新たなにぎわい創出につながる事業への
補助金
【自殺対策業務】宇部市自殺対策計画に基づく、自殺対策に関する人材育成・普及啓発、メンタルヘルス相
談などの実施
【TOKIWAファンタジア　イルミネーションショー実施事業】イルミネーションイベント「TOKIWAファンタジ
ア」における、光と音楽で演出されたイルミネーションショーの実施

【2020年成人式事業】AI、ICTなどを活用した成人式事業の企画・実施

【商品開発・販路開拓サポート事業】宇部産の一次産品と加工品の県外（主に首都圏）向け商品の開発、販
路開拓・拡大の支援
【共創まちづくり推進事業】市民活動団体や事業者など多様な主体と地域が連携して、課題解決を図る事業
への補助金

【女性活躍推進啓発事業】女性の活躍推進をテーマとした啓発事業の企画・実施

【人間が尊重される都市づくり講座（人権交流ひろば）】市民参加型の人権啓発行事の企画・実施（10～12月
に実施）
【中小企業イノベーション推進事業/中小企業生産性向上支援補助金（企業連携促進事業）】市内の中小企業
者などが、それぞれの強みを生かし連携することで創出される新たな事業への補助金
【中小企業イノベーション推進事業/中小企業生産性向上支援補助金（人材活用事業）】市内の中小企業者などが、
「人材確保」に関する人事課題を解決するため、首都圏などの専門スキルを持つ人材を活用する経費への補助金
【こども・若者応援イベント事業】こども・若者を含む多世代が楽しめるイベントの開催を、若者と協同して企
画・運営
【宇部志立市民大学特別コース（ICTベンチャー育成アドバンスコース）開催事業】ICTを活用した起業の促
進につながる講座の企画・実施

ICT・地域イノベーション推進グループ
☎34－8531

こども・若者応援課
☎34－8447

ICT・地域イノベーション推進グループ
☎34－8531

ICT・地域イノベーション推進グループ
☎34－8531

人権・男女共同参画推進課
☎34－8308

人権・男女共同参画推進課
☎34－8308

市民活動課
☎34－8233

6次産業推進課
☎34－8372

こども・若者応援課
☎34－8447

ときわ公園課
☎54－0551

健康増進課
☎31－1777

文化・スポーツ振興課
☎34－8616

未定

未定

未定

未定

7月中旬～8月下旬

6月中旬～7月下旬

5月上旬～6月下旬

5月上旬～6月上旬

5月～6月（予定）

5月（予定）

4月下旬～5月下旬
（未定）

4月中旬～5月中旬

常盤通り
（国道190号）

●狐の嫁入り行列
　12時40分～13時30分
　出会いの儀

●狐の嫁入り行列
　12時30分　花婿出発

●狐の嫁入り行列
　12時30分　花嫁出発
　14時30分～16時　挙式・披露宴

5月5日（日・祝）12時～16時
きつねの化粧をした花嫁花婿の門出
をまちじゅうでお祝いします

5月3日（金・祝）～5月5日（日・祝）

5月5日（日・祝）10時30分～16時
常盤通り
マルシェ（市場）、ステージイベント、
はたらく車の展示

5月5日（日・祝）10時～16時　常盤通り

5月5日（日・祝）10時～16時　新天町アーケード

5月5日（日・祝）10時～16時　新天町ファームプラザ
実施中の「ワンコインパスポートdeスタンプラリー」で4つの異なるシールを貼った
専用はがきを新天町ファームプラザに持参すると、1万円（30本）、5千円（60本）な
どが当たります

実施経費の3分の2以内
（上限25万円）

■問い合わせ　高齢者総合支援課　☎34－8304　>22－6026

●日時・内容　4月14日㈰
　▽体験・展示・相談コーナー　11時～15時30分
　　「認知症のこと　みんなで知ろう！」
　▽講演会　13時30分～15時
　　演題「認知症予防の考え方とまちづくり」
●場所　文化会館

エーザイ㈱との「認知症と共生するまちづくり」
連携協定記念イベント
認知症予防でイキイキ100歳！
～認知症を正しく知って、地域で広げよう笑顔の輪～

認知症サポーターになりませんか

一人で悩まず相談してみよう（相談窓口）対象工事

●受付期間　2019年12月13日㈮まで（工事着手前に申請が必要）

補助金額

ジョブ　　スタ

宇部の春の風物詩
今年は常盤通りがメイン会場に

SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

4月から、団体利用の申込方法が変わります
団体（学校・旅行会社など）でときわ公園を
利用する場合は、オンラインでの申し込みと
なります。
https://www.tokiwapark.jp/dantai.html

遊



広報うべ 2019年4月号 広報うべ 2019年4月号❹ ❺SDGs未来都市・宇部SDGs未来都市・宇部

9時～17時

9時～17時

9時～21時

19時～22時
9時～17時
18時～23時

9時～17時

9時～17時

9時～21時

19時～22時
9時～17時
18時～23時

小
児
科

内
科・外
科

眼
科

歯
科

耳
鼻
咽
喉
科

日時間診療科

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。

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。

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　☎31－1099

9時～12時
宇部市休日・夜間救急診療所
☎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。

宇部市休日・夜間救急診療所
※12時～13時は待合時間　☎31－1099

9時～17時　宇部市休日・夜間救急診療所
※12時～13時は待合時間　☎31－1099

9時～12時　宇部市
休日・夜間救急診療所
☎31－1099

日時間

●募集予定住宅
　東本町第三借上、石原、東山、則貞、京納、岬、西岐波、亀浦、
鍋倉　※借上住宅は居住期限があります
●申込案内
　4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　4月19日㈮～5月7日㈫［消印有効］
●入居予定日　　6月3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

　使わなくなった「小型充電式電池」は、市では処理できないため、
家電量販店などのリサイクル協力店で回収していますが、4月から次
の場所でも回収を始めますので、併せてご利用ください。

　世界のさまざまな問題は、私たちの生活と無関係ではありません。
SDGsの達成には、私たち一人ひとりの意識が大切です。県内唯一の
「SDGs未来都市」である宇部市は、皆さんとともにSDGsの達成を目
指します。
■問い合わせ　政策企画グループ　☎34－8113　>22－6008

　温泉への感謝の気持ちと、お湯がいつまで
も湧き続くよう祈りを込め、夜の湯田温泉が白
狐姿のたいまつ行列で賑わいます。さまざまな
イベントもお楽しみください。
●日時　4月6日㈯10時～20時、
　　　　　 7日㈰10時～15時45分
●場所　井上公園、県道204号線周辺
■問い合わせ
　実行委員会（☎083－941－5379）

　お祭りと花見を一緒に楽しむことができ、夜
には桜のライトアップと竹灯篭の光が会場を
彩ります。有料で着物の着付けもできます。
●日時　4月6日㈯11時～19時30分
●場所　美祢市役所駐車場、美祢さくら公園
　　　　ほか
■問い合わせ
　実行委員会（☎0837－52－0434）

　人馬一体となる勇壮な流鏑馬の迫力は必
見です。
●日時　4月14日㈰11時10分～、14時10分～

●場所　鷲原八幡宮
■問い合わせ
　津和野町観光協会（☎0856－72－1771）

　ステージイベント、もちまき、バザー、フリー
マーケット、スタンプラリー、山野草展、人力車
乗車体験　ほか
●日時　4月21日㈰10時～15時
●場所　江汐公園
■問い合わせ
　山陽小野田市市民生活課（☎82－1134）

　地元の農業大学校や中学校で育てた600
鉢以上のプランターを使って、防府天満宮の
大石段に表現した花文字は、撮影スポットとし
ても賑わいます。
●日時　4月20日㈯～5月6日（月・休）
●場所　防府天満宮
■問い合わせ
　実行委員会（☎0835－22－4352）

　萩出身の地質学者で画家でもある高島北
海や南画家松林桂月らによって描かれた萩の
大地を読み解きます。
●日時　5月12日㈰まで
　　　　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）

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を
紹介します。

日本ジオパーク認定記念特別展
「描かれた萩の大地～絵図にかくされた
大地と人の物語～」

防府天満宮 花回廊

江汐公園つつじまつり

鷲原八幡宮流鏑馬神事

みね桜まつり

維新の郷　湯田温泉白狐まつり

4月から小型充電式電池の
拠点回収を始めます

SDGsを知っていますか？

※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）にお問い合わせください。
※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。

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。

4月7日㈰ 14日㈰ 21日㈰ 28日㈰27日㈯ 29日（月・祝） 3日（金・祝） 4日（土・祝） 5日（日・祝）5月1日（水・祝）30日（火・休） 2日（木・休） 6日（月・休）

とみた小児科医院
妻崎開作
☎44－4150

いのくまこどもクリニック
西岐波
☎51－0880

むらかみこどもクリニック
東須恵
☎44－4976

むらかみこどもクリニック
東須恵
☎44－4976

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　☎31－1099
宇部市休日・夜間救急
診療所　☎31－1099

宇部市休日・夜間救急診療所 　※12時～13時は待合時間　☎31－1099
きばた小児科
東岐波
☎58－6333

上宇部こどもクリニック
常盤台
☎29－1155

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

上宇部こどもクリニック
常盤台
☎29－1155

かわかみ整形外科・小児科クリニック
野原
☎37－3700

かわかみ整形外科・小児科クリニック
野原
☎37－3700

八十八夜お茶まつり

本市初の宇部市民栄誉賞表彰式を開催

▽申込方法　電話かFAXで、氏名、住所、
連絡先、乗車便（①～③）と乗車場所を連
絡（4月1日から受け付け、各便先着45人）

▽費用　2,000円（茶摘み体験、新茶30g、お
土産付き）
①宇部新川駅（8時40分発）　→助田　→平原
→東割　→流川　→中野　→厚南鍋倉　
→宇部駅前　→学びの森くすのき
②市役所前（9時10分発）　→常盤町二丁目　
→梶返入口　→上宇部会館前　→八幡宮
→北迫　→木田
③松山町二丁目（8時50分発）　→恩田　→と
きわ公園入口　→床波　→西岐波学校前
→丸尾　→岐波
■問い合わせ・送迎バスの申し込み
　農林振興課　☎67－2816　>67－0153

市内から送迎バスを運行
※アクトビレッジおのに9時50分到着、
　帰りの便は13時30分発

●日時　5月3日（金・祝）10時～14時30分
　　　（雨天時は13時30分まで）
●会場　アクトビレッジおの、藤河内茶園
●イベント内容
　▽茶摘み体験（10時30分～14時、参加費

500円（新茶30g付き）、中学生以下無料）
　▽餅まき（12時30分～）
　▽健康ウオークラリー
　▽製茶体験
　▽お茶の飲み比べ茶

チャ

レンジ
　▽新茶・地元野菜・特産品の販売、バザー

など

市民教養講座市民教養講座市営住宅（空き住宅）入居者募集市営住宅（空き住宅）入居者募集

　山口県央連携都市圏域内の魅力を発見す
るモニターツアーに参加しませんか。詳細
は、観光情報サイト「西の京やまぐち」をご
覧ください。
http://yamaguchi-city.jp/
■問い合わせ
　山口観光コンベンション協会
　☎083－933－0088　>083－933－0089

●会場　渡辺翁記念会館
●費用　2,000円（3講座通し）※障害者に同伴の介助者1人無料
　※託児所（1歳児以上）を設置（予約不要）
●チケット販売場所
　幸太郎本舗宇部店、フジグラン宇部、ユーピーアールスタジアム（宇
部市野球場）、くすくすの湯（楠こもれびの郷）、文化会館、図書館、
学びの森くすのき、各ふれあいセンター、多世代ふれあいセンター、
厚南市民センター、男女共同参画センター、青少年会館、市民
活動センター「青空」、観光コンベンション協会、港町庁舎、サンパー
クあじす、おのだサンパーク
■問い合わせ
　コミュニティスクール推進課　　☎37－2780　>22－6071

4月12日㈮
チケット販売開始

（スポーツジャーナリスト・大阪芸術大学教授）
「自分という人生の長距離ランナー」増田　明美第1回

●日時　5月25日㈯14時～15時30分
（元宮崎県知事）　
「逆境を笑え」東国原　英夫第2回

●日時　6月1日㈯14時～15時30分
（フリーキャスター・事業創造大学院大学客員教授）
「女性の活躍が日本を救う！」伊藤　聡子第3回

●日時　6月22日㈯14時～15時30分

4月・5月連休の当番医

宇部市　救急医療情報 検索

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

回収拠点（市の施設）

回収対象（リサイクルマークが目印です）

■問い合わせ　廃棄物対策課　☎34－8247　>33－7291

　ニカド電池（Ni－Cd）、ニッケル水素電池（Ni－Mh）、リチ
ウムイオン電池（Li－ion）
※火災防止のため、端子部はテープなどで必ず絶縁してくだ
さい

　各ふれあいセンター、市役所本庁舎、
リサイクルプラザ、廃棄物対策課
※小型家電回収BOXに併設の黄色い
BOXに入れてください

国連で定められた、世界が共通して取り組むべき17の国際目標

エスディージーズ

■問い合わせ　秘書課　☎34－8108　>22－0618

本庶氏から子どもたちへのメッセージ
「何が正しいのか、自分の頭で考えて判断できる人になってほしい」

宇部市民栄誉賞表彰式の様子 Web交流会の様子（3会場を中継）

■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　>35－6533■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

「山口ゆめ回廊」モニターツアー

神原中学校1・2年生神原中学校1・2年生 神原小学校6年生神原小学校6年生

小野地区の伝承文化である「紙すき」による和紙
地元ガラス業者が製作した高透過ガラスに賞状を挟
み込んだもの。表面にはクラフト加工と本市で採石
された赤間石のパウダーで市章を施しています
「純米大吟醸 ドメーヌTAKA 宇部山田錦」、「赤間硯」、
「風呂敷」（本庶氏の研究から着想を得たデザイン）

賞　状
賞状額

記念品



広報うべ 2019年4月号 広報うべ 2019年4月号SDGs未来都市・宇部SDGs未来都市・宇部

バザー、福原家（宇部の旧領主）
に関する展示・演芸、もちまきな
ど!4月7日㈰10時～15時半#宇
部護国神社}観光・グローバル推
進課（☎34－8353、>22－6083）

!4月13日㈯9時～15時#うべ新
鮮市場 元気一番$焼き貝サービ
ス（9時～、数量限定）、魚のつかみ
取り（10時・14時、小学生以下15
人、500円）、貝汁サービス（9時～、
数量限定）、串焼き車エビの販売
（13時～、数量限定、100円）、餅ま
き（15時～）、地元水産物・加工品、
農産物の販売}県漁協宇部岬支
店（☎31－0233、>31－0232）

地元店の料理、ステージイベント、
ワークショップなどをお楽しみくだ
さい!4月28日㈰11時～15時#平
和通り（シンボルロード）}共生社
会ホストタウン推進グループ（☎
34－8468、>22－6008）

対象者には4月上旬に受診券を送
付します▽検診の種類：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、歯周病
検診!12月20日まで%健診の種
類ごとの開始年齢に達し▽国民
健康保険に加入▽会社などで受
診する機会がない、のいずれかに
当てはまる人&年齢により異なる
（受診券に印字）_保健センター
（☎31－1777、>35－6533）

●特定健康診査：受診券（びわ
色）は4月上旬に発送!12月20日
まで%40歳以上の国民健康保険
被保険者
●後期高齢者健康診査：受診券
（水色）は4月下旬に発送!来年3
月31日まで%施設入所などのため
受診券交付停止になっていない
後期高齢者医療被保険者&500
円
……………………………………
#保健センター、実施医療機関な
ど<被保険者証、健康診査受診
券、質問票}保険年金課（☎34－
8338、>22－6019）、県後期高齢者
医療広域連合（☎083－92 1－
7112、>083－932－5321）

市が指定する区間の市道の草刈
り作業をする団体・グループを募
集。作業面積1㎡当たり年間54円

を支払います%5人以上で組織
し、500m以上の区間で作業できる
団体|申込書は申込先に設置の
ほか、市ホームページに掲載~5
月31日まで_道路整備課道路現
場事務所（☎21－2348、>34－
3050）

!4月17日㈬10時～11時半#保健
センター%4～8カ月児と保護者
{35人（先着順）~4月5日から
_こども・若者応援課（☎31－
1732、>21－6020）

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5
月～9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{20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~4月19日まで_宇
部市消費生活センター（☎34－
8159、>22－6004）

▽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、く
ろかわクリニック、南園クリニック、
よしかわ脳神経外科クリニック、お
ばやま脳血管心臓病クリニック、
セントヒル病院%2019年度中に40
～74歳になる国民健康保険の被
保険者で、2017・2018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&9,800円{500人（抽選）
|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~4月22日～5月10日（定
員に満たない場合は来年1月17日
まで随時受付）_保険年金課（☎
34－8294、>22－6019）、北部総合
支所、各市民センター

妊婦の交流、歯科医師・保健師・
栄養士の話、赤ちゃんの世話など
の体験学習!4月26日㈮、5月22日
㈬各13時～15時、6月28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子妊婦とその家族{36組（先着
順）~4月8日～19日_こども・若者
応援課（☎31－1732、>21－6020）

渡辺翁記念会館とその周辺地区
を巡ります!4月29日㈷13時～
&1,600円{15人（先着順）_宇部
観光コンベンション協会（☎34－
2050、>29－3303）

応募資格などは募集要項を確認

してください。申込先に設置のほ
か財団ホームページに掲載~4月
8日～5月8日_文化創造財団（☎
35－3355、>31－7306）

採択された事業には、助成金の交
付、チケット販売の協力・行事の周
知などを行います。応募予定者は
募集説明会への参加が必要です
▽募集説明会!4月14日㈰14時
～、19日㈮18時半～、28日㈰14時～
#文化会館%市民文化団体など
が、4月1日～来年3月22日に実施す
る文化事業~4月15日～5月5日
_文化創造財団（☎35－3355、
>31－7306）

渡辺翁記念会館のロビーを利用
して「ロビーコンサート」などのイ
ベントを開催しませんか。採用され
た企画は、財団が実施の協力をし
ます!6月～来年3月|企画書を
提出~随時_文化創造財団
（☎35－3355、>31－7306）

小・中学生を対象に伝統文化体
験講座を開催しませんか。参加者
の募集案内と取りまとめは財団が
行い、市の施設を利用する場合は
会場使用料が免除されます!7月
～来年2月に8回以上%非営利者
で、市内を中心に活動する伝統文
化分野の文化団体&会場の付属
設備・冷暖房使用の実費~4月23
日まで_文化創造財団（☎35－
3355、>31－7306）

研修を受けて林業の仕事をしてみ
ませんか？研修期間中の5カ月間
は、月額125,000円の給付金を支
給します（要件あり）!5月9日㈭～
10月8日㈫のうち60日間#県林業
指導センター（山口市）ほか%山
林での作業が可能な18～44歳
{10人（書類審査、面接あり）~4
月12日まで_県森林企画課（☎
083－933－3460、>083－933－
3479）

講義とゴーヤの種の芽切り実演、
ゴーヤの苗の無料配布!5月11日
㈯13時半～15時#図書館{45人
<ビニール袋|*?Ⓦ∑（7面）
~5月8日まで_環境政策課（☎34
－8245、>22－6016）
https://s-kantan.jp/ube-u/

工作教室、体験学習、作品展示会
など!5月11日～来年3月14日ま
で、第2・4土曜の9時半～12時#青
少年会館ほか%小学4～6年生（保
護者の送迎が必要）&年5,000円
{30人（先着順）|+?=∑（7
面）と性別、学校名、学年~4月26
日まで_少年少女発明クラブ事
務局（〒755－0029新天町一丁目2
－36市民活動センター内、☎36－
9555、>39－2272）

mail@ubenet.com

●新元号！はじまりのお伊勢の
旅!5月19日㈰～21日㈫&40,000
円～（朝食2回、昼食1回、夕食2回
付き）~5月10日まで（先着順）
●福岡市美術館「リニューアル
オープン展」と福岡市アジア美術
館「いわさきちひろ生誕100年
展」!5月19日㈰&11,500円（昼食
付き）~5月10日まで（先着順）
●吉部ほたるまつり!6月1日㈯
&3,300円（夕食（ゆうれい寿司）付
き）~5月24日まで（先着順）
●須佐湾遊覧船と須佐男命いか
＆活あわび!6月8日㈯、7月6日㈯
&9,500円（昼食付き）~5月31日ま
で、6月28日まで（先着順）
……………………………………
_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

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!5月27日㈪9時～
12時#ときわ湖水ホール%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~4月25日から_保健センター
（☎31－1777、>35－6533）
https://s-kantan.jp/ube-u/

演奏者のジャンル、プロ・アマを問
わず誰もが無料で音楽を楽しむイ
ベント「音楽の祭日」の出演者を
募集します!6月23日㈰#多世代
ふれあいセンター~4月20日まで
_文化創造財団（☎35－3355、
>31－7306）

ニューカッスル市で、ハイスクール
通学、英語プレゼンテーション、
ホームステイ、政府系機関訪問な
どの研修!派遣期間8月中旬～下
旬の約10日間、選考試験4月下旬
～5月%市内に居住し通学する中
学生&50,000円～60,000円※免除
制度あり{10人|申込書などを
提出_観光・グローバル推進課
（☎34－8137、>22－6083）

科目：福祉住環境コーディネー
ター2級講座!4月10日～7月3日
（休日を除く毎週水曜）18時半～20
時40分（全12回）&16,000円とテキ
スト代4 ,860円{15人（先着順）
|*=~4月8日まで#_宇部フ
ロンティア大学（☎38－0500）
manabi@frontier-u.jp

●宇宙データやオープンデータの
活用法～グーグル・アースを使っ
て～!5月21日㈫、22日㈬各9時～
12時#山口大学工学部%パソコ
ンが使える人&4,800円{20人（先
着順）
●最新医療への誘い～感染症と

整形外科～!6月15日㈯13時半～
14時半、22日㈯10時半～11時半、
29日㈯10時半～11時半、7月6日㈯
10時半～11時半、27日㈯13時半～
14時半#山口大学医学部&4,000
円{50人（先着順）
……………………………………
|*?∑（7面）とフリガナ、年代、
性別、希望講座名_山口大学地
域未来創生センター（☎083－933
－5059、>083－933－5029）

絵本の読み聞かせなどを学生と
一緒に学びませんか。子育て支援
者としてのスキルを修得できま
す!6月～12月（全75時間）~4月
22日～5月17日▽受講説明会!4
月19日㈮13時～、20日㈯10時～※
内容は同じ
#_山口県立大学（☎083－928－
3562、>083－928－3021）

●学生納付特例制度$在学中の
保険料の納付が猶予される「学
生納付特例」の2019年度の申請
を受け付けます※昨年度納付を
猶予され、4月以降も在学期間が
ある学生には日本年金機構から
通知が送付されます%20歳以上
の第1号被保険者で、所得が一定
以下の学生<年金手帳、学生証
（写し可）か在学証明書、印鑑（本
人自署の場合不要）
●産前産後期間の免除制度$届
出により、出産前後の一定期間の
国民年金保険料が免除される制
度が始まります。免除される期間
は、出産予定日か出産日が属する
月の前月から4カ月間、多胎妊娠
の場合は出産予定日か出産日が
属する月の3カ月前から6カ月間で
す%出産日が平成31年2月1日以
降の第1号被保険者<年金手帳、
親子健康手帳（母子健康手帳）、
印鑑（本人自署の場合不要）
……………………………………
~4月1日～_保険年金課、北部総
合支所、各市民センター}保険年
金課（☎34－8292、>22－6019）、
宇部年金事務所（☎48－0021）

指定医療機関で接種スケジュー
ルを相談し、予約して接種してくだ
さい!4月1日～来年3月31日%ロ
タウィルスは生後6週～32週（ワク
チンの種類により異なる）、おたふ
くかぜは1歳以上2歳未満&接種
費用（医療機関により異なる）から
助成金額を差し引いた額<印鑑、
健康保険証、親子健康手帳な
ど}保健センター（☎31－1777、
>35－6533）

ストマ用装具、紙おむつの購入費
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（申請場所の変更は事前に連
絡してください）%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）

新たに人工鼻が対象品目になりま
した。原則として購入費用の9割を
助成します。（所得などにより負担
の割合が変わります）%喉頭摘出
により音声・言語機能障害がある
人<身体障害者手帳、印鑑_障
害福祉課（☎34－8314、>22－
6052）

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）!4月～9月の
第2日曜と平日1回#_県動物愛
護センター（☎083－973－8315）

総務財務部を対象にした監査の
結果を掲示しています!4月15日
㈪まで#市役所、北部総合支所、
各市民センター、万倉・吉部出張
所}監査委員事務局（☎34－
8726、>22－6013）

12件の市有地を売却します。※物
件により入札中止の場合あり
●現地説明（要予約）!4月15日～
5月15日※詳細は市ホームページ
「市有地売却情報」にも掲載
●入札と開札（要事前申込）!5
月30日㈭、31日㈮#市役所~5月
15日まで
_財政課（☎34－8177、>22－
6083）

対象区域での一定の開発・建築
行為について、届出が必要となり
ます。詳細はホームページをご覧
ください!7月1日から%主に事業
者}共生社会ホストタウン推進グ
ループ（☎34－8896、>22－6008）

大切な人を自殺で亡くした遺族
が、自身の体験や想いを語り合い
分かち合う場。初めて参加する人
は要事前連絡!8、12月を除く毎
月第3土曜、13時半～15時半#県
福祉総合相談支援センター（山口
市）&200円}県精神保健福祉セ
ンター（☎083－902－2672）

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!5月
11日㈯13時～15時#福祉会館
%本人、家族_むつみ会（☎35－
3365）

❻ ❼

お知らせ

お知らせ

募　　集

催し 事前申込なしで
参加できます

うべ新鮮市場
元気一番「周年祭」

まちなかWAKUWAKU
フェスタ

福原まつり

がん検診で健康チェック

離乳食教室（前期）

高齢者に通話録音装置を
貸し出します

市民文化団体が実施する
文化事業に助成します

交通局の旅プラン

総合集団健診

山口県立大学　桜の森アカデミー
子育て支援リーダーコース

「音楽の祭日」出演者

姉妹都市ニューカッスル市へ
研修派遣する中学生

フロンティア大学
公開講座

山口大学　春・夏公開講座

「記念会館ロビー活用
イベント」企画

子ども伝統文化わくわく
体験学校の実施団体

林業短期育成塾

緑のカーテン講習会

少年少女発明クラブ員

国民健康保険　脳ドック

マタニティ♥サロン

桃色レンガの小径と
藤が咲き誇る松巌園

宇部市文化創造財団
理事候補者

特定健康診査・後期高齢
者健康診査の受診を！

市道の草刈り作業を行う団体
（うべみちサポート）

国民年金保険料の
納付特例・免除

ストマ用装具の申請
受け付け（4月～9月分）

日常生活用具の
助成対象品目を拡大

犬・猫の譲渡会と
子犬のしつけ方教室

監査結果の公表

市有地を一般競争入札で
売却します

宇部市立地適正化計画の
策定に伴う届出

山口自死遺族の集い
クローバー

統合失調症
うつ病相談会

ロタウイルス・おたふくかぜ
ワクチン接種に助成

∑…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　　　　　　（広報広聴課）へ

寄付金報告
山崎　貴史（大阪府大阪市）……………………………… 70,000円
公益財団法人　渡辺翁記念文化協会（大字小串）……… 800,000円
西中国信用金庫（下関市）………………………………… 100,000円
山口宇部空港ビル株式会社（大字沖宇部）……………… 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
（2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

いろいろな国のトールペイント作品を展示します。しおりに好きな絵を
描くワークショップも開催!5月1日㈷～5日㈷9時～17時（1日は13時～）
#図書館}トールペイント教室カントリーローズ（☎35－4885［添田］）

トールペイントでお国めぐり
市民の掲示板 詳細は_}に問い合わ

せてください

>22－6063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）□必

4月1日から市の組織が変わります4月1日から市の組織が変わります
≪総合戦略局≫
　「コンパクトシティ・共生型包括ケア推進グループ」を「共生社
　会ホストタウン推進グループ」に変更
≪商工水産部≫
　プレミアム付商品券に関する業務を行う「プレミアム付商品　
券室」（☎34－8455）を設置
■問い合わせ　総務管理課　☎34－8105　>22－0686

第10回うべ元気ブランド
認証製品が決定

うべつづり
蜜ゼリ

小野茶
サブレ

認証製品名

有限会社
小川蜜カス本舗

株式会社山口茶業

事業者名

☎64－2116

☎21－0857

電話番号

■問い合わせ　6次産業推進課　☎34－8372　>22－6041

　このたび新しく2製品が加
わりました。ぜひお買い求め
ください。

うべ元気ブランド 検索

チャレンジデー20195月29日㈬ 0時～21時

■問い合わせ　文化・スポーツ振興課
　　　　　　　☎34－8628　>050－3488－4747

●チャレンジデーとは？
　　毎年5月の最終水曜日
に、運動やスポーツに
　取り組んだ住民の割合
を対戦相手と競います。
●今年の対戦相手は？
　

●参加方法は？
　　当日に市内で15分
以上継続してからだ
を動かし、21時30分
までに、電話、FAX、メールなど
で事務局に報告するだけです。開
催当日には、運動イベントなどのプ
ログラムも予定しています。
　※詳細は、「広報うべ5月号」に掲載

山形県　米沢市

目指せ参加者10万人！

　（人口　80,927人
　　　　4回目の参加）



情報カレンダー情報カレンダー 4月1日～5月5日4月1日～5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）

4月2日㈫
3日㈬
4日㈭
5日㈮
6日㈯

7日㈰
9日㈫

10日㈬
11日㈭
13日㈯

14日㈰
15日㈪

15日㈪
16日㈫

17日㈬
19日㈮
20日㈯

21日㈰
23日㈫
24日㈬
25日㈭
27日㈯
29日㈷

5月4日㈷

子どものためのおはなし会（図書館　14時～14時半）
行政相談（市役所　9時～12時）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
子どものためのおはなし会（図書館　14時～14時半）
献血・400mL限定（フジグラン宇部　9時半～12時、13時15分～16時半）
司法書士電話相談会（ 0120－003－821　10時～16時）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時半～15時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）
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）
献血・400mL限定（大栄建設株式会社　13時半～16時）
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（学びの森くすのき　14時半～15時）
おはなしのじかん（幼児向け）（図書館　14時半～15時）
おはなしのじかん（小学生向け）（図書館　15時～15時半）
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
「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（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）
行政相談・消費生活啓発活動（フジグラン宇部　10時～13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（学びの森くすのき　14時半～15時）
おはなしのじかん(幼児向け)（図書館　14時半～15時）
おはなしのじかん(小学生向け)（図書館　15時～15時半）
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）
かみしばい（図書館　14時半～15時）
献血・400mL限定（宇部護国神社　9時半～12時半）
献血・400mL限定（ミスターマックスメルクス宇部　14時半～16時半）
かみしばい（図書館　14時半～15時）

プラネタリウム投影会　!4月1日㈪、2日㈫、4日㈭、5日㈮、7日㈰、14日
㈰、21日㈰、28日㈰各14時～15時15分#青少年会館&19歳以上54円

広報うべ 2019年4月号❽

窓
口
の
時
間
延
長

!
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時
ま
で
　#
市
役
所

定
例
無
料
相
談

■弁護士相談
　!4月17日㈬13時半～15時半　予約受付開始4月4日㈭8時半～
　!5月10日㈮13時半～15時半　予約受付開始4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　!4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　!4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　!4月16日㈫　#市役所
{6組　~4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

■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　!4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　~4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。

　産業施設や遺構を巡り、産業の発展と深く結びついた地
域の歴史や地域社会に貢献する企業の取り組みなどを楽し
みながら学べるツアーです。各コースの内容は、宇部観光
コンベンション協会や各市民・ふれあいセンターなどに設
置のパンフレットやホームページでご確認ください。
●日程・旅行代金など　コースにより異なる
●対象　大人（子どもの参加については問い合わせ）
●申込方法　電話か専用ホームページ

●申込期間　4月23日㈫10時～
　　　　　　（出発日により異なる）
■申込先　交通局（☎31－2442）
　　　　　㈱船鉄観光旅行社（☎83－3275）
■問い合わせ　宇部観光コンベンション協会
　　　　　　　☎34－2050　>29－3303

産業観光バスツアー

産業観光バスツアー 検索

SDGs未来都市・宇部

災害に備えて、避難先や避難経路、非常用持ち出し品や食料・飲料など
の備蓄を確認しておきましょう。

宇部市緊急避難場所の追加指定・指定の取り消し宇部市緊急避難場所の追加指定・指定の取り消し

■問い合わせ　防災危機管理課　☎34－8139　>29－4266

500年
に1度

100年
に1度

洪水
高潮 (※)

土砂
災害津波地震

災害種別

施設名

緊急
避難
場所

避難所所在

所在
【指定の取り消し】

西岐波

原
西岐波 柳ヶ瀬自治会館

岡田屋公会堂
○ ○ ○ ○○ ○ ○
○ ○ ○ ○○ ○ ○

（4月1日付け）

取り消しの理由施設名
柳ヶ瀬自治会館に変更したため柳ヶ瀬公会堂

【追加指定】

※100年に1度…平成11年台風18号規模の浸水が予想される場合
　500年に1度…宇部市高潮ハザードマップで想定する規模の浸水が予想される場合

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4月26日㈮、5月7日㈫ ※祝日を除く


