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（　）内は前月比。2019年1月末日現在
（転入・転出は1月中）の住民基本台帳
による。
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主な内容

4面

再生紙を使用しています

久保田市長 今月のイチオシ

　2019度は、「第四次宇部市総合計画後期実行計画」の2年目、「宇
部市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の最終年度となります。
　総合計画の4つの重点プロジェクト、5つのまちづくりのテー
マを着実に推進し、持続可能なまちづくりに向けて、2019年度
「ウィーノベーション創出予算」（案）を編成しました。皆さんの
生活に関係してきますので、ぜひご覧ください。（1～2面）この予
算案は3月市議会で審査されます。

　「ウィーノベーション」とは「We’ll create innovation in UBE!!
（私たちが未来に向けてイノベーションを起こす）」という意味を
こめた造語。宇部市は、社会情勢の急速な変化に適応し、産業・
福祉など各分野でイノベーションを生み出し、市制施行100周年
へ、そしてその先の未来に向けて、県内で唯一の「SDGｓ未来都
市」として持続可能なまちづくりをリードしていきます。

「人財」と「デジタルテクノロジー」で
“希望あふれる未来へ”

「ウィーノベーション創出予算」～100周年のその先へ～
We’ll create innovation in UBE!!

2019年度予算案 ■問い合わせ　財政課　☎34－8173　>22－6083

一般会計の
予算規模

歳入
664億円 歳出

664億円

諸収入など 4.7% 31億円
市債 9.2% 61億円
繰入金 2.4％ 16億円
県支出金
7.1％ 47億円

国庫支出金
17.0％ 113億円

分担金及び負担金・
使用料及び手数料
3.4％ 22億円

地方交付税 12.5% 83億円

地方譲与税
地方特例交付金
県税交付金など　
7.1% 47億円

議会費・災害復旧費・諸支出金・予備費
0.7％ 5億円

公債費
9.3％ 62億円
教育費
11.1％ 74億円
消防費
3.2％ 21億円
土木費
10.6％ 70億円
商工費
3.9％ 26億円
農林水産業費
1.4％ 9億円 衛生費 6.3％ 42億円

民生費
41.1％ 273億円

総務費
12.3％ 82億円市税 36.7%

243億円

公共用地造成
食肉センター
介護保険
国民健康保険
後期高齢者医療
中央卸売市場
地方卸売市場
市営駐車場
農業集落排水
特別会計合計

会計名 予算額
4億4200万円
1400万円

175億8000万円
196億9700万円
26億6800万円
1億6800万円

500万円
1億1300万円
2億5500万円

409億4200万円

水道事業（☎21－2291）

下水道事業（☎21－2417）

交通事業（☎31－1133）

収益的及び資本的収支

51億2082万円

107億6162万円

10億7937万円

61億3876万円

123億8883万円

11億7326万円

企業会計名
（　）は問い合わせ 収入 支出

特
別
会
計
当
初
予
算（
案
）

企業会計当初予算（案）

一般会計当初予算（案）

※企業会計の収入と支出の差し引き不足額は、内部留保などで補てんします

664億1000万円 対前年比　4.5％
28億9000万円の増

※金額や割合は、端数調整しているため、合計が
　一致しない場合があります

予算案の概要は、2面に掲載しています。
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　がんの革新的治療法を切り開いた功績により、本市で幼少期か
ら高等学校まで過ごされた京都大学高等研究院 本庶 佑特別教授
が2018年のノーベル生理学・医学賞を受賞されました。
　本庶氏の受賞は、本市にとって誇りであり、その功績は社会に希
望をもたらすものでもあることから、平成30年10月に宇部市民栄誉
賞を創設し、11月に本市第1号として授与することを決定しました。

●日時　3月7日㈭15時～
●場所　京都大学高等研究院
　なお、賞状用紙は、本市小野地区の伝承文化である「紙すき」
により、厚東川中学校の生徒と地域住民が一緒に制作しました。
※表彰式終了後は、表彰式会場と、本庶氏が学ばれた神原小・
中学校をWEBで中継し、児童・生徒と交流。表彰式の様子
と併せて、後日、動画で配信予定です。
■問い合わせ　秘書課　☎34－8108　>22－0618

郵便などで不在者投票ができる
「郵便等投票証明書」交付の申請を
　4月7日㈰には山口県議会議員一般選挙が、4月21日㈰には宇部市議会議員一般
選挙の執行が予定されています。
　以下のいずれかに該当する人は、郵便などによる不在者投票ができます。事前
に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、申請してください。

固定資産税の縦覧・閲覧

　市内に土地または家屋を所有し固定資産税
が課税されている人は、他の土地や家屋の価
格との比較を通じて自分の土地や家屋の評価
が適正かどうかを判断できるよう、他者が所
有する資産の価格も確認することができま
す。確認したい土地や家屋の「所在」などを調
べてお越しください。
▽期間　4月1日㈪～5月7日㈫
▽場所　資産税課

　市内に土地や家屋、償却資産を所有する人
は、本人の課税台帳を閲覧することができます。
▽期間　4月1日㈪～
▽場所　資産税課、北部総合支所、各市民セ
ンター
▽手数料　縦覧期間中（5月7日㈫まで）は無料
●持参品（縦覧、閲覧共通）
▽本人確認ができる書類
　例：マイナンバーカードや運転免許証など、 
　官公署が発行した顔写真付きの書類
▽代理の場合は本人の委任状など
▽納税通知書と課税明細書（届いた人）
■問い合わせ
　資産税課　☎34－8191　>22－6053

※ただし、次の代理記載が利用できる人以外は、自分で字を書くことができる人
　に限ります。
●代理記載が利用できる人
　郵便等投票が利用できる要件に該当する人で、次の障害のある人は、代理記載
人に投票用紙の記載をしてもらうことができます。
　▽身体障害者手帳　上肢、視覚の障害が1級
　▽戦傷病者手帳　上肢、視覚の障害が特別項症から第2項症
　　なお、代理記載人になるには、選挙権があり、あらかじめ宇部市選挙管理委
員会に届け出る必要があります。
■問い合わせ　選挙管理委員会事務局　☎34－8451　>22－6069

身体障害者手帳
　▽両下肢・体幹・移動機能の障害が1級か2級
　▽心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級か3級
　▽免疫・肝臓の障害が1級から3級
戦傷病者手帳
　▽両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症
　▽心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害が特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証　
　▽要介護5

縦覧帳簿の縦覧
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問い合わせ

市県民税
（普通徴収）

軽自動車
税

国民健康
保険料

後期高齢者
医療保険料 介護保険料 市営住宅

使用料
保育園
保育料

固定資産税
都市計画税種目

2019年度

収納課
☎34－8202
>22－6014

保険年金課
☎34－8287
>22－6019

保険年金課
☎34－8343
>22－6019

高齢者総合支援課
☎34－8297
>22－6026

アジア JV
☎37－0211
>22－6065

保育幼稚園学童課
☎34－8327
>22－6051

納
期
限
日
（
口
座
振
替
日
）

市税などの納期

申し込みは、納税（納付）通知書・通帳・届出印を持って、預貯金のある金融機関で、振
替希望月の前月末日（納期限日が月初めの場合は前々月末日）までに手続きしてください。

5月 7日㈫
5月31日㈮
7月 1日㈪
7月31日㈬
9月 2日㈪
9月30日㈪
10月31日㈭
12月 2日㈪
12月25日㈬
1月31日㈮
3月 2日㈪
3月31日㈫

安全で便利な口座振替をご利用ください

市役所臨時窓口開設

市民栄誉賞を授与
本庶 佑特別教授に京都大学高等研究院

●内容　図書館を中心に、学校、地域、各種団体、企業など
多様な主体が連携し、全市的に「読書のまちづくり」を進め
る指針となる「UBE読書のまちづくりビジョン」の具体的な
取り組みを検討・推進する委員を募集します。
●任期　4月1日～ 2020年3月31日
●応募資格　月1回程度開催する会議に出席でき、市内に居
住か通勤・通学する人
●応募方法　応募用紙を持参、郵送、FAX、メールで提出。
応募用紙は図書館、学びの森くすのき、市役所、北部総合
支所、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。
※メールでの応募は、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。
●応募期限　4月5日㈮［必着］
■申込先　図書館　☎21－1966　>21－3801
　　　　　library@city.ube.yamaguchi.jp

UBE読書のまちづくりネット
ワーク会議　委員募集

異動の多いこの時期、休日に臨時窓口が利用
できます
●日時　3月31日㈰、4月6日㈯
　　　　各9時～13時
　　　　（住民異動の受け付けは12時まで）
●場所　市役所

水道の異動届はお早めに
市民税課　☎34－8197
保育幼稚園学童課　☎34－8327

子育て支援課
☎34－8330

保険年金課　☎34－8287

市民課　☎34－8243

市民課　☎34－8239
手続き内容や発行できる証明書など 問い合わせ

水道の使用開始や中止を予定している人は、早めに届け出てください。
■問い合わせ　上下水道局営業課（☎21－2304、>21－2172） 所得証明書、課税証明書など各種証明書の発行

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、
養育医療に関する手続き

国民健康保険の手続き

住民票、戸籍謄・抄本、印鑑証明書
など各種証明書の発行

転入、転出などの住民異動の手続き

表彰式

納期限日までの納付をお願いします

たすくほん　　じょ

2019年度当初予算（案）の概要

❻ デジタル市役所の構築

❼ 宇部まるごと体験プロジェクト

❽ 市制施行100周年記念プロジェクト

❾ SDGs未来都市の推進
＜主な取り組み＞
▽宇部SDGs推進センター（仮称）の設置
　（SDGsの周知・啓発・取り組み支援）
▽こどもSDGs推進事業（せかい！動物かんきょう会議）

❸ 共生社会づくり
＜主な取り組み＞
▽（仮称）宇部市認定ジョブアシスタントの養成
▽外国人観光客受入環境の整備

　「みんなで築く 活力と交流による元気都市」を目指す「第四次宇部市総合計画」の後期実行計画
2年目である2019年度は、後期実行計画をベースに、社会情勢の変化などに的確に対応するため、
強化・パッケージ化した「2019トピックス」に取り組みます。
■問い合わせ　政策企画グループ　☎34－8113　>22－6008

SDGs未来都市・宇部2019トピックス
❶ 防災・減災　災害死亡者ゼロのまちづくり
＜主な取り組み＞
▽防災行政MCA無線（屋外スピーカー）の実施設計
▽避難所の生活環境良好化（備蓄品拡充、おいしい食事
　提供体制の構築、Wi－Fi整備）

❹ スマートウエルネスシティ（SWC）の推進
＜主な取り組み＞
▽ICTを活用した健幸ポイントプログラム、生活習慣改善
プログラムの実施、生活習慣病などのリスク者への運
動プログラムの実施

＜主な取り組み＞
▽観光プロモーション、ガーデンシティ構想推進、UBE
ビエンナーレ推進、まちなかでのイベント・マルシェの
創出

❷ 商業の振興と中心市街地のにぎわい創出
＜主な取り組み＞
▽まちなか商業緊急応援
　（新天町・常盤通り商店街周辺）
▽中心市街地活性化基本計画の策定

❺ 次世代交通システムの推進
＜主な取り組み＞
▽次世代交通システム（BRTなど）
　導入の検討・調査
▽自動運転車やニューモビリティ
　の実証

＜主な取り組み＞
▽AI・ICTを活用した行政事務の効率化、住民サービス
の向上

＜主な取り組み＞
▽新しい「ものづくり」、美味しい「食プロジェクト」、元気・
楽しい「賑わい創出」



広報うべ 2019年3月号 広報うべ 2019年3月号❹ ❺

　4月2日の「世界自閉症啓発デー」から4月8日までは「発達障害啓
発週間」です。誰もが幸せに暮らすことができる社会の実現を目
指して、自閉症をはじめとする発達障害について理解を深めま
しょう。

　日常生活のさまざまなストレスが原因となって、こころや
体に不調を感じる人がいます。こころの疲れは誰にでもあり
ますが、こころのケアをすることで元気を取り戻すことがで
きます。
　こころを元気にするパネル展や講座を開催しますので、気
軽にお立ち寄りください。

●こころの健康パネル展
　　ストレスとの付き合い方、質の良い睡眠、相談機関など
　を紹介するパネル展
　▽期間　3月１日㈮～15日㈮※月曜休館
　▽場所　図書館

●こころとからだの健康づくり講座
　～コミュニケーションで元気スイッチON～
　　こころとからだを元気にするコミュニケーションの方法
　を学ぶ体験型講座
　▽日時　3月16日㈯13時30分～15時30分
　▽場所　多世代ふれあいセンター

「いのちをまもる宇部市自殺対策計画」を策定しました
　死にたいという気持ちは、さまざまな悩みや出来事が重なるこ
とで誰にでも起こります。この計画では、自殺が他人事ではない
ことを皆さんに知ってもらい、悩みを抱えた人が一人で抱え込む
ことなく早期解決につながる地域づくりを目指して、関係機関と
連携した相談しやすい環境づくりに取り組みます。一人ひとりが
いのちを守る主役となり、社会全体で大切ないのちを守りましょ
う。
※この計画は、市ホームページや保健センターで閲覧できます

　　　環境・アート学部、共生社会学部　
●開講期間　5月～12月（各10～14回程度）
●受講資格　中学生以上
●年間受講料　一般：6,000円、学生：3,000円
　※別途教材費などが必要な場合あり
●定員　各学部30人程度
●申込方法　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
●申込期限　4月12日㈮
■申し込み・問い合わせ
　政策調整課　☎34－8168　>22－6063
　　　　　　ガーデンマイスター養成講座
●開講期間　5月～12月（10回程度）
●受講資格　ガーデンマイスターとして活動意欲のある18歳
以上
●年間受講料　一般：6,000円、学生：3,000円
●定員　20人程度
●申込方法　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
●申込期限　4月19日㈮
■申し込み・問い合わせ
　ガーデンシティ推進グループ　☎34－8485　>22－6008
※「ICTベンチャー育成アドバンスコース」「絵本の読み聞かせ
講座」「おもてなしゼミ in English」「発達障害児等支援
　ボランティア養成講座」も開講予定です

　期間中、ときわ遊園地大観覧車を発達障害啓発のシンボル
カラーであるブルー（青色）にライトアップします。
※ブルー（青色）は発達障害啓発のシンボルカラーで、「癒し」や
「希望」を意味します。

　ブルー（青色）のものを身につけて、ときわ公園内を2km程度
ウオーキングします。
▽日時　4月3日㈬10時30分～11時30分
▽場所　ときわ湖水ホール集合

▽日時　映画の上映会　4月2日㈫～7日㈰14時～
　　　　図書などの展示　4月2日㈫～28日㈰
▽場所　図書館

知ってください　発達障害 こころのケアしていますか？
3月は自殺対策強化月間です

　発達障害のある子どもと家族、支援者などが、日常生活や社
会生活の中で活用できる情報を集めた冊子を市役所などで配布
しています。

　LINEアプリを利用して、ごみの分別方法や収集日を会話形
式でお知らせします

利用方法
1.LINEアプリを起動します
2.［友達追加］画面のQRコードを選択し、
　右のQRコードを読み取ります
3.「宇部市ごみ分別案内ボット」のアカウントが表示された
ら、［友達追加］ボタンを押します

画面説明
①分別方法を検索
　ごみの名称を入力して分別方
法を検索できます
②明日は何ごみ？
　設定された校区の収集日程を
表示します
③校区を設定・更新
　お住まいの小学校区を設定し
てください
④ご利用ガイド
　よくある質問を表示します

4月2日～8日は発達障害啓発週間

LINEアプリで手軽にごみ分別
宇部志立市民大学
受講生募集

　のんびりと歩きながら、おひなさ
まめぐりを楽しみませんか。最終日
には、趣向を凝らしたイベントを行
います。
●日時
　3月2日㈯～9日㈯10時～17時
●場所　厚狭駅前商店街各所
■問い合わせ
　厚狭駅前商店会事務局
　（☎73－2525）

　これまでに受賞した気鋭のアー
ティストの活動・活躍の状況を、そ

の作品とともに紹介。
●日時
　3月10日㈰～24日㈰9時～17時
　（初日10時～、最終日15時まで）
　※月曜、祝日の翌日休館　
●場所　クリエイティブ・スペース
　赤れんが
■問い合わせ
　山口市文化交流課
　（☎083－934－2717）

　秋吉台の絶景スポットで、地震の
揺れを体験できる「起震車」やジオ
ツアー、化石採集などの体験ブー
ス、バザーなどをお楽しみください。

●日時　3月21日（木・祝）
　　　　10時～16時
●場所　カルスター
■問い合わせ　Mine秋吉台ジオ
　パーク推進協議会事務局
　（☎0837－63－0055）

　SL運行初日に合わせ、新酒が試
飲できる「酒蔵開き」も同時開催。
SL到着時と出発時には、ゆるキャ
ラのつわみんとしまねっこがお出迎
えとお見送りをします。
●日時　3月23日㈯10時～16時
●場所　本町通り他
■問い合わせ
　津和野町観光協会
　（☎0856－72－1771）

　萩で受け継がれてきた歴史ある
お雛様など約1,200体を展示。一部

の会場では「お雛様フォトスポット」
も設置します。
●日時
　4月3日㈬まで　9時～17時
●場所
　萩市内文化財施設など16カ所
●入館料　施設によって異なる
■問い合わせ
　萩市観光課（☎0838－25－3139）

　豪華な「次郎左衛門雛」の段飾
りをはじめ、毛利家伝来の雛道具
や姫君ゆかりの華麗な衣裳・装身
具・調度品など、女性にまつわる
品 を々展示します。
●日時　4月14日㈰まで
　9時～17時（入館は16:30まで）
●入館料
　大人700円、小中学生350円
■場所・問い合わせ　毛利博物館
　（☎0835－22－0001）

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。

毛利博物館企画展
「お雛さま」

萩城下の
古き雛たち

津和野
春の観光開き

ジオフェス

やまぐち
新進アーティスト大賞
10年展

厚狭寝太郎の里
おひなさまめぐり

●屋外インスタレーション「color field」
　ミ　周辺
　彫刻家の森川穣と市内の中学生が共同
制作した、落ち葉のアート作品を屋外展示

　期間　3月12日㈫～24日㈰
　問い合わせ　UBEビエンナーレ推進課
　　　　　　  （☎51－7282、>51－7205）　
●ハーブ公開講座「ハーブソルトとハーブ
ミックスをつくりハーブ料理に活かしま
しょう！」　ミ　要事前申込
　日時　3月13日㈬　①10時～12時
　　　　②13時30分～15時30分
　費用　1,000円
　定員　各先着10人
　持参品　筆記用具
　申込期間　3月4日㈪～11日㈪
　申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　　　（☎37－2888、>37－2889）
●夜桜のライトアップ　他
　日時　3月16日㈯～4月7日㈰
　　　　18時30分～22時
　場所　桜山、東駐車場、じゃぶじゃぶ池周辺
●ときわ公園フリーマーケット　他
　日時　3月17日㈰8時～14時※雨天中止
　場所　東駐車場
●連続講座　炭

や

鉱
ま

の語り部講座　第4弾
　「宇部興産㈱コールセンター事業の概要
と石炭のこれからについて」　石
　国内最大規模の石炭中継基地である沖
の山コールセンターと、これからの石炭に
ついてのお話
　講師：松本清（宇部興産㈱エネルギー・環  
　　 境事業部 石炭ビジネスユニット業
　　　務部 特命担当部長）

　日時　3月17日㈰13時～15時
　定員　20人程度
●アーティスト・イン・レジデンス
　シンポジウム　湖
　「住む・作る・学ぶ　アートが育む宇部の
未来」
　日時　3月17日㈰14時30分～17時
　問い合わせ　UBEビエンナーレ推進課
　　　　　　  （☎51－7282、>51－7205）　
●東洋蘭春季展　湖
　日時　3月23日㈯9時～17時、
　　　　3月24日㈰9時～16時
●突撃！ときわのサルごはん！
　リスザル～小さなサルの昆虫ごはん～
　モ　要事前申込
　リスザルの生態や行動などのお話と、展示
場でのエサの準備のお手伝い

　日時　3月23日㈯13時～14時
　場所　体験学習館モンスタほか
　　　　（動物園入園料が必要）
　定員　先着10人
　申込先　常盤動物園協会（☎21－3541）
●和酒フェス　湖
　県内の酒蔵・焼酎を中心としたさまざまな
お酒の試飲会（有料）と即売会
　日時　3月31日㈰11時～16時
●動物おたんじょう会　動
　4月生まれのシロテテナガザルのテツロウ
をお祝いしましょう。※同じ誕生月の参加
　者にはオリジナル缶バッジをプレゼント！ 
日時　4月6日㈯14時～
　場所　シロテテナガザル展示場前
　　　　（動物園入園料が必要）

要事前申込

要事前申込

※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
石…石炭記念館　他…その他

開催場所の表示
湖

湖

湖

湖

ミ

ミ

ミ

動

動

モ
石

石

他

他

他

園内施設休業日…毎週火曜（3月26日、4月2日、30日除く）

山口大学・動物園・植物館連携2019春企画

●動物とお野菜～おいしくたのしく～　モ
　テーマ：「ヒト・動物と野菜の関わり」「食育」
　▽パネル展示
　　動物園の動物が食べる野菜や、ときわ動
　物園でのエサ変更の取り組みなどを楽し
　く紹介
　　日時　3月21日（木・祝）～5月6日（月・休）
　　　　　9時30分～17時
　▽ワークショップ　要事前申込
　　飼育員の話を聞いて、一緒にコマツナの
　種をまこう！

　　日時　3月24日（日）13時～
　　費用　100円
　　定員　先着10組（4月27日㈯のエサやり体
　　　　験にも参加できる人）
　　申込先　常盤動物園協会（☎21－3541）
●植物の不思議～植物も動いています～　ミ
　テーマ：「植物の不思議」
　▽パネル展示・映像コーナー・観察コーナー・
　実物展示など

　　通常、動かないと思われている植物のいろ
　いろな「動き」を紹介

　　日時　3月21日（木・祝）～5月6日（月・休）
　　　　　9時～17時
　　※夜間開館（20時まで）
　　　4月27日㈯～30日㈫、5月1日㈬～6日㈪
　▽ワークショップ
　　光合成の様子を観察しよう！
　　日時　3月23日㈯、4月6日㈯、5月5日（日・祝）
　　　　　各10時～11時30分
　　費用　300円
　　申込期間　3月4日㈪～
　　申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　　　（☎37－2888、>37－2889）

　「動物と植物とヒト」の関わりをテーマに、パ
ネル展示やワークショップを開催します

モ

モ

ミ

■問い合わせ　障害福祉課　☎34－8522　>22－6052

■問い合わせ　保健センター　☎31－1777　>35－6533

■問い合わせ　廃棄物対策課　☎34－8247　>33－7294

学部

特別コース

「ごみ分別案内ボット」

発達障害とともに生きていくための
サポートブックの配布

発達障害に関連した図書などの展示・
映画の上映会

発達障害啓発ときわウオーク

要事前申込

要事前申込
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スタンプラリー（10時～、先着200人）、
遊休品バザー、飲食コーナー、演芸、
もちまき（14時～）など!3月10日㈰9時
半～14時#福祉会館、多世代ふれあ
いセンター}宇部市社会福祉協議会
（☎33－3134、>22－4391）

パン、野菜、菓子、加工品、雑貨など
の店が多数出店!3月10日㈰10時～
14時#新天町名店街}コンパクトシ
ティ・共生型包括ケア推進グループ
（☎34－8468、>22－6008）

!3月24日㈰13時～17時$▽講演（13
時～15時）：「不妊症・不育症について
～正しい理解のために」「不妊症に対
する行政からのサポートとその実績」
「男性不妊診療体験談～当事者から
のメッセージ～」▽不妊専門相談会
（15時20分～17時、3月15日までに要予
約、先着順）#県健康づくりセンター
（山口市）}県こども政策課（☎083－
933－2947、>083－933－2759）
a13300@pref.yamaguchi.lg.jp

●半﨑美子・小原孝デュオコンサート
$NHKみんなのうた「お弁当ばこの
うた～あなたへのお手紙～」でおなじ
みの半﨑美子とピアニスト小原孝の
デュオコンサート!5月23日㈭18時半
～&全席指定一般4,500円、財団友の
会会員4,000円、高校生以下2,000円
●古澤巌バイオリンコンサート$「神
のバイオリン」と呼ばれる古澤巌の美
しいバイオリンの音が渡辺翁記念会
館に響きます。楽しい会話もお楽しみ
ください!6月30日㈰16時～（予定）
………………………………………
}文化創造財団（☎35－3355、>31－
7306）

●見学ツアー＆笑いヨガで元気にワ
ハハ$国指定重要文化財である渡
辺翁記念会館の見学ツアーでふるさ
との魅力を再発見。さらに笑いヨガで
健康増進を目指しましょう!3月7日㈭
14時～15時半{50人
●心と体のワクワク体験～体を動か
そう！～$体を使って親子で楽しむ
ワークショップ!3月23日㈯10時～
%小学校低学年以下の親子{30組
~3月17日まで
●スタインウェイを弾こう！$ピアノの
最高峰であるスタインウェイをステー
ジで自由に演奏できます▽どなたでも
おいでませ編!3月25日㈪12時～17
時、26日㈫～27日㈬10時～17時&30分
1,000円（1人1時間まで）▽春休み！大
学生以下限定編!3月28日㈭～29日
㈮10時～17時%大学生以下（小学3
年生未満は保護者同伴）&30分500
円（1人1時間まで）
{各時間先着順~各開催日まで
………………………………………
_文化創造財団（☎35－3355、>31－
7306）

●うべスタセミナー!$3月8日㈮18
時半～20時「自己表現力向上セミ
ナー～セルフデザインで思いを伝え
る」、17日㈰13時半～15時「第2回地
域資源活用セミナー～竹資源を活用
した産業の創出」、20日㈬18時半～20
時「自身の強み発掘セミナー～一歩
進むための自己肯定感を高める方
法」{各20人#_うべスタートアップ
（☎39－5010、>39－5184）
https://ube-startup.com/
●ジョブスタセミナー!$▽3月2日㈯
14時～14時55分「職務経歴書の各種
パターンを知る」、15時～15時55分「二
次面接に進むために①質問の受け止
め方」、9日㈯14時～14時55分「意外に
大事！添え状と御礼状」、15時～15時
55分「二次面接に進むために②答え
方のコツ」{各5人▽3月12日㈫14時
～15時半「プロから教わる、好感を与
えるリクルートメイク」{10人
#_ジョブスタ（☎39－5013、>39－
5184）jobsta@aurora.ocn.ne.jp

「コチュジャンを作って、使いこなす！」
即席コチュジャンでビビンバやサム
ギョプサルを作ります!3月14日㈭13
時～15時&1,600円{20人（先着順）
<エプロン、三角巾、筆記用具
|*?=∑（7面）~3月10日まで
#_アクトビレッジおの（☎64－5111、
>64－2800）
actvillageono@gmail.com

花木の仲間（ツバキ、アジサイなど）
の挿し木に関する講義と実技!3月
16日㈯9時半～11時半#ときわレスト
ハウス{40人（先着順）<筆記用具、
せん定ばさみ・カッター・ナイフなど
|*+?∑（7面）~3月11日まで
_ガーデンシティ推進グループ（☎34
－8485、>22－6008）

!3月20日㈬10時～11時半#保健セ
ンター%9カ月～1歳3カ月児と保護者
{35人（先着順）~3月5日から_こど
も・若者応援課（☎31－1732、>21－
6020）

真締川公園・山口大学医学部附属病
院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!3月21日㈷9時15
分～11時半#山口産業㈱前集合
{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）~3月15日ま
で}UBEビエンナーレ推進課（☎51－
7282、>51－7205）

あなたの足は健康ですか？誰でも簡
単にできる「ゆびのば体操」で足指を
のばし、腰痛・膝痛などを予防しましょ
う!3月24日㈰14時～16時#ユーピー
アールスタジアム{100人<ズボン着
用~ 3月2 0日まで_末永整骨院
（®090－4144－2416）

パティシエを招いて宇部産米粉を
使ったケーキを作ります※小麦粉不
使用!3月28日㈭8時45分～12時
%小中学生※小学生は保護者同伴
&1 ,500円{20人<エプロン、三角
巾、タオル、上ぐつ、マスク|*+?

∑（7面）と学校名、学年~3月14日ま
で#_学校給食センター（〒755－
0151大字西岐波1173－242、☎54－
4646、>54－4650）

今富ダムまでの往復約7㎞と、今富ダ
ム湖畔散策約1.5㎞を歩きます※小雨
決行!3月30日㈯8時50分～13時#万
倉ふれあいセンター集合&500円（ぜ
んざい、楠こもれびの郷の買物券300
円付き）{100人（先着順）<飲み物、
雨具、帽子、タオルなど|*?∑（7
面）~3月27日まで_北部地域振興課
（☎67－2812、>67－2158）

●桜のトンネルを抜けると　目の前は
海！$小沢地区、海岸線などを巡りま
す（約4.5km）!3月30日㈯9時50分～
12時#丸尾三神社参道入口の広場
集合~3月29日まで
●ドラマチック宇部！現代アートと維
新の地を歩く$図書館周辺・真締川
沿いの彫刻、宇部護国神社（福原ま
つり）などを巡ります（約6㎞）!4月7日
㈰10時10分～13時40分#JR琴芝駅
集合~4月5日まで
……………………………………
{各40人（先着順）<タオル、飲み物
_観光・グローバル推進課（☎34－
8353、>22－6083）

真締川畔、永山本家酒造場、ときわ
公園などを巡ります!3月31日㈰8時
3 5分～#交通局か市役所集合
&4,900円（弁当・土産付き）{23人
（先着順）_宇部観光コンベンション
協会（☎34－2050、>29－3309）

●海の幸を満喫！牡蠣小屋流王と唐
戸市場!3月31日㈰&6,800円（昼食
付き）~3月15日まで（先着順）
●日本の桜100選！斐伊川堤防桜並木
と食の杜豪華列車瑞風の昼食会場、
かやぶきの家（いなか料理）そして三
次ワイナリー!4月3日㈬&11,500円
（昼食付き）~3月29日まで（先着順）
●平成最後の「花のまわりみち」と宮
島ミニ会席!4月13日㈯予定※「花の
まわりみち」開催期間による&9,800
円（昼食付き）~4月5日まで（先着順）
●ルネッサながと　平成31年度　松
竹大歌舞伎!4月20日㈯&15,000円
（昼食付き）~3月29日まで（先着順）
………………………………………
_交通局（☎31－2442、>22－1772）

バラ、宿根草、和・洋ハーブ、茶花、山
野草など、和・洋のガーデニング文化
が学べる講座。講師：ガーデンシティ
プランナー・国司淑子!4月～来年3月
の毎月第2木曜9時半～12時（全12回）
#ときわレストハウス、花いっぱい運
動記念ガーデン、ぼたん苑&年18,000
円{30人|*+?∑（7面）とフリガ
ナ、年齢~3月20日［必着］_ときわ公
園課（〒755－0001大字沖宇部254、
☎51－7252、>51－7205）

!4月2日㈫から1年間毎週火曜、初級
18時～19時、中級19時～20時&年会
費5,000円と教材費など年間5,000円
程度{70人（先着順）#_在日本大
韓民国民団宇部支部（港町一丁目8
－13、☎21－4969）

第一次発酵からパンを作ります。初心

者歓迎! 4月2 3日㈫10時～13時
&1,500円{20人（先着順）<エプロ
ン、三角巾、筆記用具、持帰り用袋
|*?=∑（7面）~4月15日まで
#_アクトビレッジおの（☎64－5111、
>64－2800）
actvillageono@gmail.com

一般公開する3科目（①生命と生活の
質持論②日本文学史Ⅰ③メディア文化
論）の受講生を募集!4月～8月※科
目により日程が異なる&各5 ,000円
{②③は各5人（先着順）~①3月11日
～4月24日②③3月11日～4月5日#_山
口県立大学（☎083－928－3495）

●種目：陸・海・空一般幹部候補生、飛
行幹部候補生（海・空）※説明会は随
時開催!試験日：5月11日㈯、12日㈰
（12日は飛行要員希望者のみ）%4月1
日現在、次のいずれかに該当する人：
22～25歳、大学院で修士の学位を受け
た28歳未満、20～21歳で大学を卒業し
たか3月卒業見込み~5月1日まで_自
衛隊宇部地域事務所（☎31－4355）

全国障害者スポーツ大会派遣選手
選考会を兼ねたスポーツ大会。種目
は陸上競技、サウンドテーブルテニ
ス、アーチェリー、一般卓球、水泳、フ
ライングディスク、ボウリング!5月12
日、19日、26日#競技により異なる
%平成18年4月1日以前に生まれ、県
内に居住・通所・通学する身体障害
者、知的障害者、精神障害者※6歳
以上が参加可能な陸上と水泳の競
技あり~3月8日まで_障害福祉課
（☎34－8342、>22－6052）

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、健康体操、ジャズダンス、ヒッ
プホップダンスなど%&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

地域での自立生活を希望する障害者
（児）が、一人暮らしを体験するための
アパートなど（1室単位）を募集しま
す。要件や必要書類などの詳細は問
い合わせてください%アパートなどの
所有者{3室程度<アパートの位置
図、利用する部屋の平面図など_障
害福祉課（☎34－8523、>22－6052）

文化創造財団のイベントを応援し、財
団と協働して文化によるまちづくりを
すすめる「財団市民サポーター」を募
集中。一緒に文化イベントを盛り上げ
ましょう_文化創造財団（☎35－
3355、>31－7306）

大字中山、吉見、棚井、末信、西吉
部、東吉部の重複する地番の一方を
2月1日に変更し、土地・建物の所有者
に個別に通知しています}山口地方
法務局（☎050－3381－8756）

交通事故による入院や通院、死亡に

対して共済金が支払われます▽共済
期間4月1日～来年3月31日%市内在
住・在勤の人、生計同一の家族&1型
840円（3型まで）、新規加入の人は出
資金100円<印鑑|申込書を提出
（平成30年度に加入した人は全労済
から届く継続申込書を郵送）~3月1日
から_市民活動課（☎34－8235、>22
－6016）、北部総合支所、各市民セン
ター、万倉・吉部出張所

観光・シティプロモーション推進部と
北部・農林振興部を対象にした監査
の結果を掲示しています!3月14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）

軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動
車などを所有している人に課税され
ます。既に車や原付バイクなどを売
却、譲渡、解体している場合は、4月1
日㈪までに所有者変更や廃車の申告
が必要です。トラクターやコンバイン
などの農耕作業用自動車、その他の
小型特殊自動車は、道路を走行しな
くても課税の対象となるので、申告が
必要です}原動機付自転車・小型特
殊自動車…市民税課（☎34－8197、
>22－6084）▽軽自動車（二輪）…軽
自動車協会連合会山口事務所（☎
083－922－8877）▽軽自動車（三・四
輪）…軽自動車検査協会山口事務所
（☎050－3816－3085）▽二輪の小型
自動車…山口運輸支局（☎050－5540
－2073）

!3月21日㈷
●白石公園墓地$白石公園墓地内
に臨時バス停を設置し、宇部新川駅
と八王子を発着する小羽山線と八幡
宮線の一部の便が停車します
●開公園墓地$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）

2019年度の福祉タクシー券（55枚つ
づり）を交付します!3月22日㈮から
#障害福祉課、北部総合支所、各市
民センター%身体障害者手帳1～3級
か療育手帳Aを持っていて、自動車
税・軽自動車税の減免を受けていな
い人<身体障害者手帳か療育手帳、
印鑑、4月1日以降に手続きする人は
前年度のタクシー券}障害福祉課
（☎34－8314、>22－6052）

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、3月19日までに予
約をお願いします!3月24日㈰8時40分
～12時（受付は11時40分まで）#_市
民課（☎34－8264、>22－6017）

電算更新処理、館内整備などのため
休館します。移動図書館車「あおぞら
号」も運休します!3月30日㈯、31日
㈰}図書館（☎21－1966、>21－
3801）、学びの森くすのき（☎67－
1277、>67－0691）

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!4月6日㈯13
時～15時#福祉会館%本人、家族
_むつみ会（☎35－3365）

%平成30年度中に病児・病後児保育
を利用し、市民税か所得税が非課税
の世帯<印鑑、振込口座がわかるも
の、平成30年1月2日以降に宇部市に
転入した人は平成30年度課税証明
書（世帯票）、市外の施設を利用した
人は施設利用の領収書~4月10日ま
で_こども・若者応援課（☎34－8447、
>21－6020）

対象者は平成30年度中の利用料の
減免申請手続きをしてください%①
児童扶養手当の受給者②所得水準
が児童扶養手当の受給者と同じひと
り親家庭③市町村民税非課税世帯
<共通：援助活動の報告（援助依頼
者用）の写し、印鑑、振込口座がわか
るもの、①の該当者は児童扶養手当
証書、②の該当者は戸籍謄（抄）本と
所得課税証明書、③の該当者は課税
証明書（世帯票）※証明書の年度：4
月～7月の利用料は平成29年度分、8
月以降の利用料は平成30年度分~4
月10日まで_こども・若者応援課（☎
34－8447、>21－6020）

退職に伴い会社の社会保険などの
資格が無くなる人は、▽退職した職場
の健康保険（任意継続）▽再就職し
た職場の健康保険▽家族の健康保
険（被扶養者）▽国民健康保険のい
ずれかに加入する必要があります。
●国民健康保険に加入する場合
<印鑑、資格喪失証明書など、マイ
ナンバーカード（持っていない人は通
知カードと運転免許証などの本人確
認書類）}保険年金課（☎34－8287、
>22－6019）

登録済みの犬の飼い主に、3月中旬
に集合注射の案内のはがきを送りま
す。集合注射は4月から行い、会場で
新規登録もできます。会場と日程は市

ホームページに掲載。市外で登録を
受けた犬は、異動の手続きが必要で
す%生後91日以上の犬&新規登録
と注射5,950円、注射のみ2,950円}生
活衛生課（☎34－8252、>22－6016）

不動産（土地・建物）の登記名義人
（所有者）が死亡したときは、不動産
の所在地を管轄する法務局に相続登
記（名義変更）の申請が必要です。予

約制で相談に応じます}山口地方法
務局宇部支局（☎21－7211［音声ガイ
ダンス2→1］）詳しくは法務局ホーム
ページをご覧ください
http://www.houmukyoku.moj.go.jp

!3月31日㈰10時～15時#フジグラン
宇部}県土地家屋調査士会（☎083
－922－5975、>083－925－8552）

❻ ❼

お知らせ

お知らせ
重複した地番の変更作業
を行いました

渡辺翁記念会館で
体験イベント

うべスタ＆ジョブスタ
セミナー

今富ダム湖畔
桜ウオーキング

パンを焼いてみよう！

山口県立大学
2019年度前期公開授業

自衛隊幹部候補生の試験

障害者スポーツ大会
キラリンピック参加者

体育協会スポーツ教室

障害者の自立生活を支援する
体験アパートなど

財団市民サポーター

てくてくまち歩き

早春の宇部
桜の名所と酒蔵開きツアー

交通局の旅プラン

ときわ公園
ガーデニングカレッジ

韓国語講座（初級・中級）

ハーブを楽しむ会
畑クッキング

植物の春挿し講習会

離乳食教室（後期）

うべ彫刻ファン倶楽部
彫刻清掃

ゆびのば体操で
外反母趾・膝痛・O脚予防

パティシエ直伝！
小中学生ケーキ作り教室

募　　集

催し 事前申込なしで
参加できます

うべ福祉まつり

不妊を考える集い
「もっと知りたい！不妊のこと」

渡辺翁記念会館のイベント

まちなか集
あつ

マルシェ

市民交通災害共済に
加入しませんか

市立図書館と
学びの森くすのきの休館 相続登記はお済みですか？ 土地・建物の表示登記に

関する無料相談会

統合失調症・うつ病相談会

病児・病後児保育保育料
の減免申請

宇部ファミリー・サポート・
センター利用料減免申請

退職後の健康保険
への加入

飼い犬の登録と年1回の
狂犬病予防注射を忘れずに

監査結果の公表

軽自動車税の申告

市営バス　春の彼岸
墓地への臨時バス運行

障害者福祉タクシー券
の交付

マイナンバーカードの
受け取りは済みましたか

∑…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
植田　玄彦（東京都新宿区）……………………………… 200,000円
葛岡　崇（愛知県知立市）………………………………… 80,000円
岡本　祥次郎（兵庫県三田市）…………………………… 70,000円
加藤　路生（神奈川県藤沢市）…………………………… 70,000円
五嶋　啓司（山口市）……………………………………… 61,000円
三輪　祐嗣（東京都新宿区）……………………………… 51,000円
松永　忠司（東京都八王子市）…………………………… 50,000円
宇部興産労働組合宇部支部（大字小串）………………… 100,000円
有限会社　大原設計（寿町）……………………………… 50,000円
山口自動車無線株式会社（鍋倉町）……………………… 50,000円
山口テレコム株式会社（鍋倉町）………………………… 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
（1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

ドヴォルザーク「新世界より」などを演奏します!3月10日㈰14時～#渡
辺翁記念会館&一般1,000円、高校生以下500円}市民オーケストラ
事務局（®090－6832－8675）

ショー終了後にはワークショップも行います!3月10日㈰14時～15時
#図書館&▽前売り：一般3,000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{180人_うべ★子ども21（☎21－
9114、>22－3210）

「あなたも慢性腎臓病かもしれない～食事と運動はどうするの～」!3
月17日㈰10時～12時#福祉会館{80人_宇部市腎友会（®080－2943
－3807）

珍しい貨幣を多数展示。土日は展示物の解説を行います。同好会の
入会者も随時募集中!3月23日㈯～31日㈰の開館日#学びの森くす
のき}防長古泉会（☎44－0310［岡野］）

桜並木を散策しながら、桜まつり会場へご案内。抽選会や餅まきも
あります!4月6日㈯10時～#上小野集会所集合%小学生以下は保護
者同伴&1,500円（保険料・土産付き）{25人（先着順）~3月28日12
時まで_里山之宝（®090－2294－9013［井上］）

豚汁の無料配布、ステージイベントなど!4月14日㈰8時半～14時
#扶老会●出店者募集{60区画（先着順）~4月8日まで_ハイツふ
なき（☎67－0188、>67－0888）

市民オーケストラ定期演奏会

子どもも大人も楽しめる　高重翔マジックショー

腎臓病を考える集い

日本の貨幣展

まるごと春色、上小野桜並木と桜まつり

扶老会フリーマーケット

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）　　…はつらつポイント対象□必

柳ヶ瀬自治会コミュニティ
センターを整備しました
柳ヶ瀬自治会コミュニティ
センターを整備しました

宇部南蛮音頭保存会のメンバーを募集宇部南蛮音頭保存会のメンバーを募集

　㈶自治総合センターが宝くじの社会貢献広報
事業として行っているコミュニティ助成事業により、
柳ヶ瀬自治会がコミュニティセンターを整備しました。
■問い合わせ　市民活動課　☎34－8233　>22－6016

　石炭で発展した宇部で、南蛮車で巻き上げ作業を行いながら
歌った労働歌「南蛮唄」。これを現代化した「南蛮音頭」は、郷土
の生活の中から生まれた唄です。
　歌ったり演奏したり「南蛮音頭」を楽しみながら、普及し保存
するための活動に参加してみませんか。
●練習日程　月1回、各14時～15時
　4月、5月の練習日は、4月18日㈭、5月16日㈭
●練習会場　青少年会館
●練習内容　南蛮唄、南蛮音頭演奏（三味線・尺八・太鼓・かね）
　※三味線と尺八は、持参可能な経験者を募集します
■申込先　観光・グローバル推進課　☎34－8137　>22－6083



情報カレンダー情報カレンダー 3月1日～4月5日3月1日～4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）

3月1日㈮
2日㈯

3日㈰

6日㈬

7日㈭
8日㈮

9日㈯

10日㈰
12日㈫

14日㈭
15日㈮

15日㈮
16日㈯

17日㈰
18日㈪
19日㈫

20日㈬
22日㈮
23日㈯
26日㈫
27日㈬

28日㈭

29日㈮
4月4日㈭

「まちなか保健室」介護・健康相談（若者クリエイティブコンテナ　11時～15時）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時～14時半）
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）
雑誌のリユース（学びの森くすのき　10時～16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）
ちいき保健室（マックスバリュ恩田店　10時～11時半）
「まちなか保健室」介護・健康相談（若者クリエイティブコンテナ　11時～15時）
献血・400mL限定（フジグラン宇部　9時半～12時、13時15分～16時半）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時～14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（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）
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」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（若者クリエイティブコンテナ　11時～15時）

やまぐち元気アップ体操（にぎわい宇部　13時半～14時半）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時～14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（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）
「介護相談ふれんど」（多世代ふれあいセンター　10時～12時）
行政相談・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」介護・健康相談（若者クリエイティブコンテナ　11時～15時）
かみしばい（図書館　14時半～15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（多世代ふれあいセンター　9時～12時）
はじめての体操教室「プラス10レッスン」（保健センター　10時～11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」介護・健康相談（若者クリエイティブコンテナ　11時～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　!3月3日㈰、10日㈰、17日㈰、24日㈰、25日㈪、26日㈫、
28日㈭、29日㈮、31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
　!3月20日㈬13時半～15時半　予約受付開始3月7日㈭8時半～
　!4月3日㈬13時半～15時半　予約受付開始3月22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　!3月13日㈬、27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　!3月9日㈯9時半～11時半#多世代
ふれあいセンター{8組　~前日まで　_県行政書士会宇部支部
（☎32－3391［髙杉］）
■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）
■中小企業・小規模事業者向けの経営相談　!3月19日㈫　#市役所
{4組　~3月12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　!3月19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　~3月15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～土曜日　9時半～17時半
　※木曜日は19時まで}うべ若者サポートステーション（☎43－6883）
■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。

9時～21時

0時～9時
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児
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内
科

外
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日時間診療科

※当番医は変更になることがあります。最新の情報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。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、17時～18時は休診　☎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　※12時～13時は待合時間、17時～18時は休診　☎31－1099

3月3日㈰ 10日㈰ 21日（木・祝）17日㈰ 24日㈰ 31日㈰

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3月29日㈮、4月1日㈪ ※祝日を除く

松岡小児科　　　　　　　　　
西宇部南
☎41－8005

かわかみ整形外科・小児科クリニック
野原
☎37－3700

金子小児科
上町
☎22－0006

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

尾中病院
常盤町
☎31－2133

尾中病院
常盤町
☎31－2133

尾中病院
常盤町
☎31－2133

サンポプラ病院
明治町
☎21－2864

セントヒル病院
今村北
☎51－5111

宇部第一病院
木田
☎62－1001

宇部記念病院
上町
☎31－1146

宇部記念病院
上町
☎31－1146

宇部記念病院
上町
☎31－1146

宇部協立病院
五十目山町
☎33－6111

宇部協立病院
五十目山町
☎33－6111

宇部協立病院
五十目山町
☎33－6111


