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（　）内は前月比。2018年12月末日現在
（転入・転出は12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

　　　　　　　　　戦後、産業の発展とともに発
生した「降下ばいじん量世界一」という公害問題を
克服するなかで始まった本市の緑化事業。「人の心
とまちに潤いを取り戻そう」という市民の切実な願
いに支えられた官民一体となった運動が、市民参
加型の「花いっぱい運動」「宇部を彫刻で飾る運動」
へと発展し、本市は、緑化の先進都市として国内
外から高く評価されています。
　2021年に市制施行100周年を迎える本市は、先人
が築いてきた「緑と花と彫刻のまちづくり」を継承

し、持続的に発展させるための新たなステージと
して「ガーデンシティうべ」を目指します。
　「宇部のまちがこう変わるといいな」をテーマに
未来像についての市民ワークショップ、パブリッ
クコメントを経て、平成30年11月に「ガーデンシ
ティうべ構想」を策定。誰もが身近なところから花
づくりを楽しみ、「UBE IN BLOOM～花につつま
れるまち うべ～」につなげていきます。

「ガーデンシティうべ」を一緒に創りましょう

ときわ公 園 梅 見 頃キャンペーン 2月14日㈭～3月3日㈰

2月24日㈰

■問い合わせ　ときわ公園課
　☎54－0551　>51－7205

梅まつり梅まつり
ひ ばい けい や ばい けい ぶん ご けい しら か が

緋梅系・野梅系・豊後系・白加賀など
約100本の梅が咲き誇る梅園と
イベントをお楽しみください

動物園・植物館に無料でご招待！

主会場　ときわ湖水ホール付近
10時～15時

●梅酒フェスタ（無くなり次第終了）
　銘梅酒約70種類の試飲会・即売会
　▽試飲チケット　1人500円
●梅まつりウオーキング
　10時50分～（受け付け10時30分～）
　園内の梅や常盤湖を眺めながら
　ウオーキング。初心者も大歓迎。
●屋台
　おしるこ、チキンレッグなどを販売
●地域おこし協力隊による粕汁の販売
●小豆島から届いたオリーブの稚苗の無料配布

市 民 謝 デ ー感
市民優待券

この券で4人まで無料入園可
キ
リ
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リ
線

※火曜休園

市民優待券
この券で4人まで無料入館可

※火曜休館

有効期間　平成31年2月13日㈬～28日㈭

有効期間　平成31年2月13日㈬～28日㈭

切り取って
ご利用くだ
さい

平成31年2月13日㈬～28日㈭にときわ公園市民感謝デーを開催します。
右の優待券を切り取ってお持ちください。

ときわミュージアム
世界を旅する植物館

期間中は園内各店舗で
期間限定メニューの提供
やサービスがあります
（一部は梅まつり当日限定）

詳細はホームページをご覧ください

宇部小町（うべこまち）
宇部市のバラ愛好家が1990年に
作出したつる性ミニバラ。春にピ
ンクと白の花が咲く。
ときわ公園や多世代交流スペー
ス（中央町三丁目）で見ることが
できます。

ウベ　　イン　　　ブルーム
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●ぶちのりパスポート　遊
　ときわ遊園地の乗り物が1,000円で乗り
放題！（一部機種対象外）
　日時　2月17日㈰9時30分～17時
　　　　（パスポートの販売は16時まで）
●ハーブ公開講座「手作りインド風カレー
粉とピクリングスパイスセットをつくり
ましょう！」　ミ　要事前申込
　日時　2月20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　2月4日㈪～15日㈮
　申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　　　　（☎37－2888、>37－2889）

●突撃！ときわのサルごはん
　ボンネットモンキー～サルごはんは一日
何食？～　動　モ　要事前申込
　生態や行動のお話と、展示場でのエサの
準備のお手伝い
　日時　2月23日㈯13時～14時
　場所　ボンネットモンキー展示場前ほか
　　　　（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）
●ワークショップ
　～親子で竹馬をつくろう～
　モ　要事前申込
　日時　2月24日㈰13時～
　費用　300円
　対象　小学生の親子
　定員　先着10組
　持参品　ペンチ
　申込先　常盤動物園協会（☎21－3541）
●動物おたんじょう会　動
　3月生まれのワオキツネザルをお祝いし
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　3月2日㈯14時～
　場所　ワオキツネザル展示場前
　　　　（動物園入園料が必要）

●世界野生生物の日特別ガイド　動
　飼育員による特別ガイド。
　各先着20人に缶バッジをプレゼント！ 
日時　3月2日㈯
　　　　　12時～　クモザル
　　　　　14時30分～　クロツラヘラサギ
　　　　3月3日㈰
　　　　　12時45分～　コツメカワウソ
　　　　　14時30分～　シロテテナガザル
　場所　各種展示場前（動物園入園料が必要）
●動物写真家 内山 晟 写真展
　～野生の秘島ガラパゴス～　モ
　日時　2月9日㈯～3月10日㈰
　　　　9時30分～17時
●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！　動　モ　要事前申
　内山晟の動物写真講座
　日時　3月3日㈰13時～16時
　費用　動物園入園料が必要
　定員　先着20組
　申込先　常盤動物園協会（☎21－3541）
●「描いちゃお！うべの彫刻 2018」
　作品展　ミ
　市内の小学生以下の子どもたちを対象に
「あなたの好きな野外彫刻」をテーマに募
集した絵画作品の展示
　日時　3月17日㈰まで　9時～17時
　場所　UBEビエンナーレライブラリー

要事前申込

要事前申込

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イベント
遊…ときわ遊園地　ミ…ときわミュージアム　動…ときわ動物園　　
モ…体験学習館モンスタ　他…その他

開催場所の表示 ミ

ミ

ミ

動

動

動

動

モ

モ
モ

モ

動 モ

遊

遊

他

園内施設休業日…毎週火曜

　「あなたが誇りや自慢に思う宇部市の魅力」を公募し、市民
投票を実施した結果、109 作品が「宇部いいトコ 100 選」に認
定されました。認定作品は、市の印刷物やホームページに掲載
するなど、市の PRに活用します。
▽認定作品を市ホームページで紹介しています

※「宇部いいトコ 100 選」の候補は、今後も随時受け付けます
■問い合わせ　観光・グローバル推進課
　☎34－8155　>22－6083

　「うべ元気ブランド」を代表する製品として、「第 4回うべ元
気ブランド・ゴールド」に認証しました。
お茶請けやお土産にぜひご利用ください。
製品説明
　白餡と小豆餡の2種類があり、職人の
勘と技で練り上げた甘さ控えめの餡を、
宇部市吉部産の米粉を使用したもっち
りとした食感の皮で包んでいます。

　健康アイデアなどを盛り込んだメニューを「ぶちいいね！ヘルシー
メニュー」に認証しています。ぜひ、ご賞味ください。
認証基準
必須項目
　▽主食・主菜・副菜がそろっている
　▽店独自の取り組みがある（ご飯の量が調整できる、
　　宇部産の食材を使っているなど2項目以上に該当）
認証条件　※次のいずれかに該当すること
　▽1食分あたりの野菜の使用量が120ｇ以上
　▽1食分あたりの食塩相当量が3ｇ以下
　▽1食分あたりのエネルギーが650kcal以下
惣菜市場　デリきち
（南浜町一丁目）☎31－9355
惣菜市場　デリきち
（南浜町一丁目）☎31－9355

ハニーマスタード
チキン弁当（他 1メニュー）
ハニーマスタード
チキン弁当（他 1メニュー）
大戸屋　ごはん処　
宇部昭和町店
（昭和町四丁目）
☎21－0323

大戸屋　ごはん処　
宇部昭和町店
（昭和町四丁目）
☎21－0323

四元豚とたっぷり野菜の
蒸し鍋定食（他 4メニュー）
四元豚とたっぷり野菜の
蒸し鍋定食（他 4メニュー）

Osozai
Delica 218
（床波二丁目）
☎51－0218

Osozai
Delica 218
（床波二丁目）
☎51－0218

チキン南蛮弁当
（他 1メニュー）
チキン南蛮弁当
（他 1メニュー）

ぐうですCAFÉ
（あすとぴあ三丁目）
☎39－9033

ぐうですCAFÉ
（あすとぴあ三丁目）
☎39－9033

ハンバーグプレート
（トマトソース）（他 2メニュー）
ハンバーグプレート
（トマトソース）（他 2メニュー）

■問い合わせ　ときわ公園課　☎54－0551　>51－7205

■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

※ヘルシーメニューは随時募集しています

その他の認証メニューは

市 民 謝 デ ー感
平成31年2月13日㈬
　　　～28日㈭

　期間中、「ときわ動
物園」、「ときわミュー
ジアム　世界を旅す
る植物館」に市民優待
券で無料で入場でき
ます。

宇部の「こころ」プロジェクト
「宇部いいトコ100選」認定作品が決定！

ご存じですか？「ヘルプカード」

スマホ・タブレットによる
ｅ-Tax申告相談コーナーを設置します

市成人式を
開催しました

健康的な食生活を応援
「ぶちいいね！ヘルシーメニュー」

うべ元気ブランド・ゴールド
「利休さん」

宇部　ヘルシーメニュー 検索

「宇部いいトコ100選」 検索

■問い合わせ　6次産業推進課　☎34－8372　>22－6041

製造・販売　㈲吹上堂（中央町二丁目 2－1、☎31－1012）
主なお求め先　フジグラン宇部、ゆめタウン宇部、
　　　　　　　アルク市内一部店舗、山口宇部空港など

確定申告と市県民税の申告時期です
申告書を提出するときに
マイナンバー（12桁）の記載が必要です 本人確認書類の提示か写しの添付が必要です

厚東ふれあいセンター
二俣瀬ふれあいセンター
小野ふれあいセンター
西岐波市民センター
東岐波ふれあいセンター
厚南市民センター
万倉ふれあいセンター
楠総合センター
吉部ふれあいセンター

2月18日㈪
2月19日㈫
2月20日㈬
2月21日㈭、22日㈮
2月25日㈪、26日㈫
2月27日㈬、28日㈭
3月4日㈪、5日㈫
3月6日㈬、7日㈭
3月11日㈪、12日㈫

会　場 相談、巡回窓口の開設日

　前年と同様に、会場のスペースが縮小され大変な混雑が予想されます。
申告書の作成はご自宅で、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」を利用してe－Taxか郵送で提出してください。
　なお、申告書控えに税務署収受印が必要な人は、提出用申告書・申告書
控え・返信用封筒（所要額の切手貼付）を同封して郵送してください。

●申告が必要な人
　▽平成31年1月1日現在、宇部市に住んでいて、「申告する必要が
ない人」に該当しない人

　▽所得証明書などが必要な人
●申告する必要がない人
　▽税務署に所得税と復興特別所得税の確定申告をする人
　▽平成30年の所得が給与所得だけで、会社などから年末調整し

た源泉徴収票をもらった人
　▽公的年金だけを受給している人で「公的年金等源泉徴収票」に

記載されているもの以外の控除を受けない人
　▽所得がない人

●申告書提出先
　市民税課、北部総合支所、各市民・ふれあいセンター、万倉・
吉部出張所

▽収支内訳書…事業所得などがあり、収支計算が必要な人
▽医療費控除に関する明細書…従来の医療費控除を受ける人か
セルフメディケーション税制を適用する人
※申告期間中は市民税課職員も給与、年金など一般的な確定申
告の相談はお受け出来ますが、分離譲渡所得、青色申告に係
る所得、雑損控除、住宅ローン控除などがある場合は、確定
申告会場で相談・申告してください。

▽配偶者控除の控除額の改正
　配偶者控除の控除額が改正されたほか、納税義務者本人の合計
所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受
けることができないこととされました。
▽配偶者特別控除の控除額の改正
　配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者
の合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。

■問い合わせ　障害福祉課　☎34－8314　>22－6052
　　困ったときに周囲の人に理解や手助けを求める「ヘルプカード」の配布を開始しました
●「ヘルプカード」とは
　　障害のある人や高齢者など、
支援や配慮を必要としている人
が、周囲に支援を求めるための
カードです。必要とする支援内
容や緊急連絡先などを記入して
おき、困ったときに周囲に提示することで、手助けをお願いしやすくするものです。
●「ヘルプカード」を持っている人が困っていたら、思いやりのある行動をお願いします
　▽「どうしましたか？」と声をかけてください
　▽ヘルプカードに記入された内容に応じた支援や配慮をお願いします
●配布対象者
　　身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人、難病や発達障
害の人、持病のある人や高齢の人、妊娠中の人など支援や配慮を必要とする人
●配布場所
　　市役所、北部総合支所、各市民・ふれあいセンター、保健センターなどに設置のほか、
市ホームページからダウンロードできます

会場に来る前に作成してください

■問い合わせ
　宇部税務署　☎21－3131確定申告

■問い合わせ　市民税課
　☎34－8187　>22－6084市県民税の申告

●申告の相談、巡回窓口の開設（各日9時～16時）

平成31年度　市県民税の主な変更点

【本人確認（番号確認と身元確認）を行うときに使用する書類の例】
　例1　マイナンバーカード（番号確認と身元確認が１枚でできます）
　例2　マイナンバーの通知カード（番号確認）＋ 運転免許証、健康保険の被保険者証など（身元確認）　など
　（注）代理人が申告する場合は、委任状などの代理権確認資料と代理人の身元確認資料が必要

●確定申告会場：宇部税務署
　▽設置期間　2月18日㈪～3月15日㈮（土日を除く）
　▽受付時間　8時30分～16時（相談時間　9時～17時）
　※来署者多数時は、16時前に受付終了の場合あり

1月13日㈰に渡辺翁記念会館で行われ、
約1,200人が出席しました

上田真子さん（写真左）と村田健汰さん
（写真右）が新成人を代表して二十歳の
メッセージを発表
■問い合わせ　こども・若者応援課
　☎34－8447　>21－6020

▽受付時間　8時30分～16時（相談時間　9時～17時）
▽設置場所　市役所玄関ロビー
▽対象　給与所得のみ、年金所得のみ、給与所得と年金所得のみの人
▽持参品　免許証などの本人確認書類、平成29年分(前年分)の確定申告書控えなど

スマホ専用画面の簡単な操作で申告書の作成ができます
▽設置期間　2月18日㈪～3月15日㈮（土日を除く）

ヘルプマーク
援助が必要な人
のためのマーク
です

にいや
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平成28年度に県内で発掘された出土
品や資料の展示、県内の最新の発掘
情報の紹介!2月27日㈬までの開館
時間（月曜・祝日休館）●講演会「宇
部最大の首長墓：松崎古墳の被葬者
像を考える」とギャラリートーク!2月
10日㈰14時～15時半#}学びの森く
すのき（☎67－1277、>67－0691）

公認心理師や社会福祉士の国家資格
を目指せる「社会人ＡＯ入学制度」、
安価な学費で心理学や福祉の講義、
教養科目などを学んで大学卒業を目
指す「教養履修制度」の説明・相談。
卒業時に認定心理士の資格が取得可
能!2月7日㈭、14日㈭、21日㈭、28日
㈭、3月7日㈭各13時半～14時半#}宇
部フロンティア大学（☎38－0511）

スクエアステップの開発者による講
話と体験学習。スクエアステップと
は、高齢者の転倒予防・認知機能向
上、成人の生活習慣病予防、子ども
の身体機能の発達、あらゆる年齢層
の体力づくりに効果が期待できる運
動です!2月8日㈮13時半～15時半
#西宇部ふれあいセンター<上履
き}よりあい処西ヶ丘（®090－1019－
0863［新谷］）

!$2月9日㈯13時～15時▽肺機能測
定（13時～、先着50人）▽一般講演
「低線量CTによる肺がん検診につい
て」（13時35分～）▽特別講演「吸わ
ない人にも知って欲しい～タバコの不
都合な真実～」（14時～）#}山口宇
部医療センター（☎58－2300、>58－
5219）

テーマ：「想いを伝える」▽アートフェ
スタ紹介、ナチュラルフリマルシェ、黒
板アート、まんがにがおえ（カップル限
定、先着10組）、竹楽器演奏、バレンタ
インチョコ作りワークショップなど!2
月10日㈰10時～15時#旧吉部小学
校}北部地域振興課（☎67－2812、
>67－2158）

演題「同和問題をはじめとする人権
問題の解消に向けて」※手話通訳と
要約筆記あり、優先席を設定!2月13
日㈬14時～16時#文化会館}人権
教育課（☎34－8620、>22－6072）

西岐波の海岸線をゆっくり走ろう※
小学生未満は保護者の伴走が必要
※団体は要事前申し込み!2月17日
㈰受付時間9時～9時半、コース別ス
タート時間：1km（10時）、2km（10時15
分）、3km（10時35分）、5km（11時）※
少雨決行#床波漁協前広場集合
&各コース200円（飲み物付き）<防
寒着}大会事務局（®090－4104－
2827［石田］）

最新の医療知識や予防についての
講演▽演題：「ピロリ菌と胃がん」「大
腸ポリープと大腸がん」「肝炎と肝臓
がん」!2月17日㈰13時～15時#多世
代ふれあいセンター{300人}保健
センター（☎31－1777、>35－6533）

さくら猫写真展、猫ストラップ制作、猫
グッズ販売などを行う福猫祭を開催
します!2月19日㈫～24日㈰9時～16時
（19日は13時から）#図書館&猫スト
ラップ制作は500円}生活衛生課
（☎34－8252、>22－6016）

演題「自分らしく、イキイキ100歳！タニ
タが伝える健康長寿の食と運動のコ

ツ」。㈱タニタヘルスリンクから講師を
迎え、いつまでも自分らしく過ごすた
めに大切なこと、日々 の食生活で実践
できるコツや筋肉を保つ運動のコツ
を紹介します!2月23日㈯13時半～15
時半#多世代ふれあいセンター
{300人}高齢者総合支援課（☎34
－8303、>22－6026）

演題「若者のココロに寄り添う～“助
けて”と言えないいのちを支えるため
に～」!2月23日㈯13時半～15時半
#県総合保健会館（山口市）}県精
神保健福祉センター（☎0835－27－
3480）

宇部市近郊の愛好家が育てたクリス
マスローズを展示します。また、宇部
西高校の花の苗即売会や地元住民
によるおいしい食べ物のおもてなしも
お楽しみください!3月2日㈯～3日㈰
10時～15時#}アクトビレッジおの
（☎64－5111、>64－2800）

世界的に有名なドイツの「バイロイト
音楽祭」に日本在住日本人声楽家と
して初めて出演した宇部市出身の歌
手が凱旋公演!4月20日㈯14時～
#渡辺翁記念会館&一般3,000円、
中高生2,000円、小学生ご招待（先着
200人、無料券は文化会館で事前配
布）※チケットはフジグラン宇部、文化
会館などで販売}文化創造財団（☎
35－3355、>31－7306）

●うべスタセミナー!$2月4日㈪15
時～17時「起業家交流コミュニティ」、
8日㈮13時半～16時15分「第3回自分
の『やりたいこと』に気づく！ワーク
ショップ」、8日㈮18時半～20時「プロ
ファイリング～思わず反応してしまう
言葉の使い方」、22日(金)18時半～20
時「インスタグラム～新しいブランド構
築ツール」{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!$2月9日～3月
9日の土曜（全5回）、「応募書類の書
き方」（14時～15時）、「面接の受け
方」（15時～16時）{5人#_ジョブス
タ（☎39－5013、>39－5184）
jobsta@aurora.ocn.ne.jp

手こぎボートに乗ってワカサギ釣りを
しませんか※少雨決行!2月9日㈯、3
月23日㈯、24日㈰各9時～15時&1,000
円{各10人<防寒着、着替え、釣りざ
お（レンタル可）、昼食、飲み物
|*?=∑（7面）と年齢、緊急連絡
先、アレルギーの有無#_アクトビ
レッジおの（☎64－5111、>64－2800）
actvillageono@gmail.com

!2月10日㈰13時～15時&2 ,500円
{18人（先着順）<エプロン、三角巾、
マスク、筆記用具|*?=∑（7面）
~2月6日まで#_アクトビレッジおの
（☎64－5111、>64－2800）
actvillageono@gmail.com

演題「アンデスの巨大電波望遠鏡
ALMAの挑戦」、講師：阪本成一（国
立天文台チリ観測所長）!2月10日㈰
14時～16時#図書館{100人|*+
?=∑（7面）と年齢~2月8日まで
_宇部天文同好会（〒755－0026松山
町一丁目12－1勤労青少年会館内、
☎31－5515、>31－5516）
hisayuki17520@yahoo.co.jp

▽シンポジウム「A型就労、B型就労
とは？就労の現状について」▽講話
「せっかちな世界にいない彼らから　
僕が学んだこと」!2月11日㈷9時半～
1 5時#男女共同参画センター
|*?=氏名、参加人数、代表者連
絡先（当日連絡がつく電話番号など）
_NPO法人ふらっとコミュニティ
（☎>21－1552）
f-hidamari@navy.plala.or.jp

県埋蔵文化財センター巡回展
「発掘された山口」inうべ

フロンティア大学社会人向けの
入学説明会

人権を考えるつどい

県自殺対策フォーラム2019

クリスマスローズ展

金子美香
メゾソプラノ リサイタル

西岐波シーサイド
ゆっくり走ろう大会

市民と考える医療フォーラム
「おなかのガンを予防する」

さくら猫って知ってる？

介護予防講演会

スクエアステップ体験教室

市民公開講演会
「呼吸器フォーラム」

うべの里アートフェスタ
プレイベント

うべスタ＆ジョブスタ
セミナー

バレンタイン
♡チョコレートケーキを作ろう

天文講演会

ふらっとフォーラム

ワカサギ釣り体験

募　　集

催し 事前申込なしで
参加できます

協働のまちづくり審議会委員の募集
●内容　協働のまちづくりの推進に関する事項を調査審議する役割を
担う審議会で、市民の立場から提言などを行う委員を募集します。
●募集人数　1人程度
●任期　4月1日～2021年3月31日（予定）
●応募資格　18歳以上で、年間2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　応募用紙と小論文「協働のまちづくりの推進に対する本
市への提言」（様式自由、800字以内）を提出。応募用紙は市役所、
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。
　※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　2月22日㈮［必着］
■申込先　市民活動課　☎34－8260　>22－6016
　siminkd@city.ube.yamaguchi.jp

　誰もが生き生きと暮らせる共生社会の実現に向けた取り組み
を推進する「共生社会ホストタウン」に登録された全国14自治体
が集結し、共生の理念を宇部市から全国へ発信します。

　共生社会ホストタウン登録自治体の取り組み紹介、バリアフリー
マップ作成取り組み紹介（山口大学連携事業）、企業の取り組み
展示、ユニクロアート

開催期間　2月17日㈰～3月10日㈰10時～16時　※火曜休館
▽金澤翔子書道作品展示・作品制作動画上映
▽ハンス・ショール（第27回UBEビエンナーレ入賞作家）と総
合支援学校の子どもたち、市民が共同制作した共生アート作
品と原画の展示
▽ウルリケ・シューンハーゲン（ドイツの盲学校教師）と市内小・
中学生が制作した版画の展示

●採用期間　4月1日～2020年3月31日
●採用予定人数
　［臨時職員］ 証明発行業務1人、マイナンバー業務1人
　（宇部市の臨時職員として任用歴が2年を超えていない人）
　［嘱託職員］戸籍業務1人
●申込方法　履歴書を郵送か持参
●申込期限　2月18日㈪［必着］
●試験　▽日時　2月24日㈰9時～　▽内容　作文、面接
■申込先　市民課　☎34－8242　>22－6017

市民課臨時職員・嘱託職員
嘱託職員などの登録

●業務内容　車両（ごみ収集車、クレーン車など）の整備、点検、
管理など
●任用期間　4月1日～2020年3月31日（更新の場合あり）
●受験資格　次のすべての資格を有し、自動車整備経験のある人
　2級自動車整備士免許、アーク溶接技能、ガス溶接技能
●採用予定人数　1人

●申込方法　履歴書と必要書類（各資格証明書などの写し）を持
参　※郵送不可
●申込期限　2月13日㈬［必着］
●試験　▽日時　2月19日㈫9時～
　　　　▽内容　実技と面接
■申込先　廃棄物対策課　☎33－7291　>33－7294

車両整備員（嘱託職員）

●採用期間　4月1日～2020年3月31日
●受験資格　司書資格（司書・司書教諭・司書補）を有する人
●採用予定人数　2人程度
●申込方法　申込書を持参か郵送。申込書は申込先に設
置のほか、市ホームページに掲載
●申込期限　2月10日㈰［消印有効］
●試験
　▽日時　2月18日㈪9時～　▽内容　作文、面接
■申込先　図書館　☎21－1966　>21－3801

図書館活動推進員

働く人を募集
登録試験に合格し、任用候補者名簿に登録された人の中から採用します。
なお、登録と採用は別であり、登録者が必ず採用されるものではありません。

●広告期間　4月1日から1カ月単位。A～Cは最 
　長で来年3月31日まで、Dは最長で9月30日まで
●申込期限　2月28日㈭
■申し込み・問い合わせ
　財政課　☎34－8178　>22－6083

●広告期間
　4月1日から1カ月単位。
　最長で来年3月31日まで
●規格
　縦29.7cm×横42.0cm
　（A3サイズ）
●広告料　1枠2,160円（月額）
●募集数　4枠
●申込期限　2月28日㈭
■申し込み・問い合わせ
　総務管理課
　☎34－8105 >22－0686

公用車 本庁舎エレベーター内
●規格・広告料

主に市長が使用する
ハイブリッド車両

ごみ収集車

軽貨物など

公用車の種類タ
イ
プ

片側面
後部
片側面

両側面

A
B
C

D

30㎝×50㎝
20㎝×50㎝
40㎝×100㎝

25㎝×50㎝

2,160円
3,240円
6,480円

5,400円

掲載箇所 サイズ
（上限、縦×横） 広告料（月額）

広告掲載事業者の募集

共生社会ホストタウンサミットin宇部山口県議会議員一般選挙と
宇部市議会議員一般選挙

　約10haの敷地に約25,000本の
ヤブツバキが可憐な花を咲かせ、2
月中旬から3月下旬頃に見頃を迎
えます。
●日時　2月16日㈯～3月21日（木・祝）
　10時～15時30分
●場所　笠山椿群生林（越ヶ浜）
●駐車料　300円（土・日・祝日のみ）
■問い合わせ　萩・花ごよみ実行
　委員会（☎0838－25－3139）

　炎の帯と煙が約1,138haのカル

スト台地を包む日本最大規模の野
焼き。黒くなった草原は、5月には一
面の新緑で覆われます。
●日時　2月17日㈰9時30分～
　※荒天時は23日㈯に延期、以降
　　順延
●観覧場所　秋吉台カルスト展望台
　※秋吉台周辺は交通規制有
　　（8時～13時頃）
■問い合わせ
　秋吉台山焼き対策協議会
　（☎0837－52－1115）

　防府天満宮では、菅公の愛した

約1,100本の梅が2月中旬から3月
上旬にかけて開花し、多くの奉納行
事が行われます。
●期間　2月17日㈰～3月3日㈰
■場所・問い合わせ　防府天満宮
　（☎0835－23－7700）、防府市ま
　ちの駅うめてらす（☎0835－22
　－0500）

▽凧づくり教室：10時～12時（300
円、先着150人）▽凧あげ競技：受
け付け10時～▽バザー：うどん、焼
きそばなど
●日時　3月3日㈰10時～※雨天中止
●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）

　マレーシアを拠点に活躍する演

出家のマーク・テを共同キュレー
ターに迎えた展覧会。東南アジアと
日本のアーティストたちが新たな
「地図」を描き出します。
●日時　3月3日㈰まで10時～20時
　※火曜休館　
■場所・問い合わせ
　山口情報芸術センター［YCAM］
　（☎083－901－2222）

　対象の店舗などのレシートや、太
皷谷稲成神社の授与品を津和野
町観光協会に提示すると、くじ付き
「祈願箸」を差し上げます。箸袋に
札が入っていたら町内宿泊優待券
や津和野オリジナル御朱印帳をさ
らにプレゼントします。
●日時　3月10日㈰まで
■問い合わせ
　津和野町観光協会
　（☎0856－72－1771）

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。

太皷谷稲成神社
初午祈願と食キャンペーン

萩・椿まつり

梅まつり秋吉台山焼き マーク・テ＋YCAM共同企画展
「呼吸する地図たち」

ふるさと凧あげフェスティバル
～大空いっぱい夢が舞う～

お知らせ
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

■問い合わせ　観光・グローバル推進課☎34－8354　>22－6083

会場：ときわ湖水ホール
2月16日㈯13時～16時

2月17日㈰①10時30分～12時　②12時～12時15分　③13時～16時

両日開催

書道家金澤翔子&共生社会のための彫刻プロジェクト展

▽基調講演「東京2020パラリンピックを契機にした共生社会の実現」
　講師：田口亜希（パラリンピアン、世界パラ射撃連盟選手代表）
▽トークセッション（垣内俊哉（㈱ミライロ代表取締役社長）、田口亜希ほか）

①金澤翔子（書道家）パフォーマンス、講演など
②企画展オープニングセレモニー
③パラスポーツパーク（ボッチャなどの体験、車椅子バスケット
　ボールパラリンピアン岩野博による実演・トークショー）

●選挙日程

●後援団体などに関する寄附などの禁止期間
　県議会議員選挙　1月7日㈪～4月7日㈰
　市議会議員選挙　1月21日㈪～4月21日㈰
●立候補予定者説明会

●立候補受け付け

●直接請求の署名禁止期間　2月6日㈬～4月21日㈰

※立候補予定者1人について、出席者は2人まで

県議会議員選挙
告示日
投票日

3月29日㈮
4月7日㈰

4月14日㈰
4月21日㈰

市議会議員選挙

県議会議員選挙
日　時
場　所
対　象
持参品

日　時
場　所

3月29日㈮8時30分～17時
県宇部総合庁舎

4月14日㈰8時30分～17時
神原小学校

市役所
立候補予定者とその関係者

印鑑、筆記用具

2月19日㈫9時～
市議会議員選挙

県議会議員選挙 市議会議員選挙

2月13日㈬9時～

■問い合わせ
　選挙管理委員会事務局　☎34－8451　>22－6069

　地域経済の活性化と地域課題の解決につながる宇部発
の新たな事業創出を目指し、ビジネスプランを募集します 
●募集テーマ
　▽チャレンジテーマ部門　市内企業の経営課題など
の解決に向けたビジネスプラン

　 「飲食業における働き方改革～スタッフのワークライフ
バランスの実現に向けて～」

　▽地域課題解決部門　本市の地域課題の解決を目的
とするビジネスプラン

●申込期限　2月22日㈮［必着］
　※応募要件などはホームページをご覧ください 
●コンテスト開催日　3月24日㈰
●表彰　▽大賞（1件）：賞金50万円
　　　　▽部門賞（2件）：賞金20万円
●申込先　うべスタートアップ　☎39－5010　>39－5184
　　　　　https://ube-startup.com/

「UBE START UP ビジネスプランコンテスト」のプランを募集
ウベ　　スタート　アップ
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宇部音鑑第200回記念例会「神田将
ゆき

エレクトーンコンサート」に出演する合
唱団員を募集します。歌唱曲は「サウ
ンド・オブ・ミュージックメドレー」「レ・ミ
ゼラブルより『民衆の歌』」など!#9
月14日㈯、渡辺翁記念会館▽練習：
①2月11日から毎週月曜の19時～21時
②2月12日から毎週火曜の14時～16時
※①②いずれかに参加、宇部緑橋教
会ほか&1カ月の練習費用：一般2,000
円、高校生以下1,000円{100人<筆
記用具~3月31日まで
_宇部音楽鑑賞協会（☎34－2384、
>34－0009）
ubeonkan0426@yahoo.co.jp

積極的な意欲を持つ女性リーダーの
育成支援助成事業として、「女性リー
ダーと語る会」を行います!2月12日
㈫14時～17時20分$▽女性リーダー
（所定の研修を受講した人）認定証授
与▽基調講演「あなたが輝く働き方～
秘訣はワーク・ライフバランス～」▽㈱
日本政策金融公庫の取り組み事例紹
介▽交流会#ときわ湖水ホール{100
人（交流会は40人）|?氏名（ふりが
な）、連絡先、交流会の出欠、所属する
事業者の名称・所属・役職（任意）~2
月8日まで_人権･男女共同参画推進
課（☎34－8308、>22－6016）

公開講座「障害者と健常者が分け隔
てない共生社会を目指す」、午後はス
ポーツ交流会!2月17日㈰10時～15
時#午前：福祉会館、午後：ときわ湖
水ホール%市内の障害者と家族、福
祉関係者、ボランティア{80人|*
?=氏名、連絡先、障害の種別、弁
当・お茶の要否（600円）、会場移動バ
ス利用の有無、車いす・手話通訳・要
約筆記の要否~2月8日まで_身体障
害者団体連合会事務局（☎>44－
0261）
aichi-ube@hi2.enjoy.ne.jp

申込書と募集団地一覧表を2月1日か
ら配布します~2月20日～28日_県施
設管理財団宇部支所（☎37－0878、
>35－0233）

!2月20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）~2月5日から_こども・若者
応援課（☎31－1732、>21－6020）

!2月21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）~2月18
日まで#_アクトビレッジおの（☎64－
5111、>64－2800）
actvillageono@gmail.com

妊婦同士の交流、歯科医師・保健師・
栄養士の話、赤ちゃんのお世話など
の体験学習!2月22日㈮、3月13日㈬
各13時～15時、3月22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
&700円{36組（先着順）~2月6日～

15日_こども・若者応援課（☎31－
1732、>21－6020）

ボランティア活動の方法、市内ボラン
ティア団体の活動について学ぶ講
座。バルーンアート体験、車いす体験
も行います!2月23日㈯13時半～15時
半#福祉会館|*+?=∑（7面）
~2月15日まで_宇部市社会福祉協
議会（〒755－0033琴芝町二丁目4－
20、☎33－3134、>22－4391）
tiiki@ubeshishakyo.or.jp

これからの生活費・教育費などお金の
ことを、ファイナンシャルプランナーと
一緒に考えてみませんか。ホットケー
キを食べながら気軽におしゃべりしま
しょう!2月24日㈰11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）
{30人|*?∑（7面）と年齢、参加
人数、食物アレルギーの有無、託児を
希望する子どもの年齢と人数~2月14
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）

こどもの心にいつまでも残る、楽しく
美しい影絵劇。演目は、「ないた赤お
に」「つのぶえのうた」!2月26日㈫～
27日㈬10時半～11時半#渡辺翁記念
会館&3歳以上事前申込1,000円、当
日1,200円|*+?=∑（7面）と年齢
_劇団角笛（〒176－0014東京都練馬
区豊玉南2－23－6グリーンビレッジ豊
玉206、☎03－3994－7624、>03－3994
－7635）
info@tsunobue.co.jp

影絵のプロ集団「劇団角笛」による
影絵人形作成のワークショップ!3月
2日㈯14時～16時%3歳～小学生（保
護者同伴）&300円{25人~2月10日
まで#_図書館（☎21－1966、>21－
3801）

「五穀豊穣を祈る　大森荒神社例
祭」$蓮光寺、平原八幡宮、大森荒
神社を巡ります。例祭は植木市や露
店でにぎわいます（約3.5km）!2月28
日㈭9時50分～12時#蓮光寺駐車場
集合（厚南）{40人（先着順）<タオ
ル、飲み物、はつらつポイント台紙~2
月27日まで_観光・グローバル推進課
（☎34－8353、>22－6083）

●日本のハワイ周防大島を応援しよ
う！河津桜めぐりと冠梅園そしてサン
シャインサザンセト!2月20日㈬～21日
㈭&16,600円（1日目昼食･夕食付き、2
日目朝食付き）~2月13日まで（先着
順）
●カンロ光工場見学と河津桜の大
城!3月1日㈮&10,500円（昼食付き）
~2月22日まで（先着順）
●春の篠栗霊場めぐり!3月9日㈯
&8,500円（昼食付き）~3月1日まで
（先着順）
●ひよこ工場見学とお雛様めぐり（旧
伊藤伝右衛門邸･嘉穂劇場･千鳥屋
本店）!3月23日㈯&9,300円（昼食付
き）~3月15日まで（先着順）

………………………………………
_交通局（☎31－2442、>22－1772）

「はつらつコース（船木と万倉の神社
めぐり約8㎞）」か「散策コース（船木
旧宿場町を歩く約2㎞）」を選んで、ク
イズを解きながら歩こう!3月2日㈯9
時～13時#船木ふれあいセンター集
合%小学4年生以下は保護者同伴
&300円（中学生以下無料）<筆記用
具、飲み物、雨具~2月20日まで_船
木ふれあいセンター（☎67－1183、
>67－1404）

五感を使い、遊びを通して自然の不
思議やしくみを学ぶネイチャーゲーム
を行います※少雨決行!3月2日㈯13
時～14時半#ときわ湖水ホール前集
合%幼児～小学生と保護者{30人
（先着順）<雨具|+?Ⓦ∑（7面）と
年齢~2月21日まで_環境政策課
（☎34－8245、>22－6016）
https://s-kantan.jp/ube-u/

日常生活の合間にできる「ながら運
動」、家庭でできるストレッチや筋力ト
レーニング、効果的なウオーキングの
コツと方法を学びます!#3月4日㈪、
11日㈪保健センター、15日㈮福祉会
館、各10時～11時半（全3回）%40歳～
69歳で「プラス10エクササイズ」「らく
らくエクササイズ」に参加したことが
ない人{25人（先着順）<筆記用具、
飲み物、タオル、室内用シューズ、歩
数計（可能な人、スマホ可）|*?∑
（7面）とフリガナ、年齢、歩数計持参
の有無~2月4日～25日_保健セン
ター（☎31－1777、>35－6533）

消費税率引き上げ対策の一環として
も注目が高まっているキャッシュレス
決済についての入門講座。クラウド会
計、iPadを使ったAirレジについて紹介
します!3月7日㈭13時半～15時半
#うべスタートアップ{10人_YIC宇
部新川キャンパス（☎35－1777）

●スポーツ文化交流大会$種目：テ
ニス、ソフトテニス、マラソン、ボウリン
グ、弓道、剣道、囲碁、将棋、健康マー
ジャン、ゴルフ、ダンススポーツなど※
その他の競技は、決定次第、県生涯
現役推進センターのホームページに
掲載%4月1日現在60歳以上
!#{~種目ごとに異なる_各競技
団体
●美術展$日本画、洋画、彫刻、工
芸、書、写真のアマチュアによる未発
表の作品!7月6日㈯～8日㈪#防府
市地域交流センター（アスピラート）
%来年4月1日現在60歳以上|申込
書を提出。要項などは市役所、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
~2月12日～3月25日
_高齢者総合支援課（☎34－8302、
>22－6026）

バスに関する意見や提言をするモニ
ターを募集。月2,000円の謝礼とモニ
ター業務に要する一定額の乗車券を
支給します%毎月報告書を提出し、

年2回平日の会議に出席できる20歳
以上{12人|応募用紙を郵送か持
参。応募用紙は交通局、新川営業所
で配布するほか交通局ホームページ
に掲載~2月28日まで_交通局（☎31
－1134、>22－1772）

主な活動は月2回(第2、4日曜)の定例
訓練#青少年会館、宇部港など%小
学1～3年生&年間12,000円と制服な
ど20,000円程度|*+?∑（7面）と
性別、学校名・学年~3月17日まで
_宇部海洋少年団事務局（〒755－
0026松山町一丁目12－1、☎34－8447、
>22－6071）

動植物観察や稲作、里山の暮らし、
餅つきなどの体験!4月～12月の第3
土曜か日曜9時～12時#里山ビオトー
プ二俣瀬など%小学3～6年生と家族
&年間1家族1,500円{30家族|*=
住所、全員の氏名、学年、学校名、電
話番号、メールアドレス~3月20日まで
_事務局（®090－8245－7516［中
本］）nkmtyscm@yahoo.co.jp

児童の見守り・指導、保護者への対
応、学童保育クラブ内の清掃などを
行う支援員・補助員を募集。募集内容
は問い合わせてください（市ホーム
ページにも掲載）}保育幼稚園学童
課（☎34－8329、>22－6051）

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▽入会説明会!毎月第1・3火曜
10時～#多世代ふれあいセンター
%原則60歳以上}シルバー人材セン
ター（☎31－3251、>31－4334）

再就職に有利な技能・技術を身につ
ける職業訓練▽募集科：プロダクトデ
ザイン、機械メンテナンス、金属加工、
電気設備技術、住環境コーディネート
!4月3日㈬～9月27日㈮%求職者&教

科書・作業服などの実費{コースに
よって異なる~2月26日まで#}ポリテ
クセンター山口（☎083－922－2143）

!4月20日㈯～24日㈬のうち1日%一
般18～33歳、技能18～54歳など（保有
する国家免許資格により異なる）~4
月12日まで}自衛隊宇部地域事務所
（☎31－4355）

防災危機管理監と議会事務局を対
象にした定期監査の結果を掲示して
います!2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）

11月14日～28日に実施した来庁者アン
ケートの結果を市ホームページで公
表しています}広報広聴課（☎34－
8124、>22－6063）

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、2月20日までに予
約をお願いします!2月23日㈯8時40
分～12時（受付は11時40分まで）
#_市民課（☎34－8264、>22－6017）

!2月23日㈯10時～16時#県総合保
健会館（山口市）
▽弁護士による相談（多重債務、労
働、DVなど日常生活上の法的問題に
関すること）}県弁護士会（☎083－
922－0087）
▽こころの健康相談（こころの病気や
心身の不調など健康に関すること）
}県精神保健福祉センター（☎0835

－27－3480）

%4月に高等学校、特別支援学校、高
等専門学校に入学する市内に在住
の生徒※在学する中学校長の推薦
が必要{20人以内（選考あり）~2月
15日まで_在学する中学校}教育委
員会総務課（☎34－8604、>22－
6066）

経済的理由で就学が困難と認められ
る小・中学生の保護者に、給食費・学
用品費などを援助します※毎年度申
請が必要です%生活保護受給者に
準じる程度の生活困窮者<印鑑、振
込希望口座が確認できるもの、借家
の場合は家賃額が確認できるもの、
平成30年1月2日以降に宇部市に転入
した人は、同居者全員の所得証明書
（転入の時期や申請月によって必要
書類が異なるため、事前に問い合わ
せてください）|申請書と必要書類を
持参（郵送不可）。申請書は申込先に
設置のほか、市ホームページに掲載
~3月1日から随時※4月分から援助を
希望する人は7月31日まで_教育委
員会総務課（☎34－8604、>22－
6066）か、通学する小中学校

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!3月2日㈯13
時～15時#福祉会館%本人、家族
_むつみ会（☎35－3365）

補装具の要否判定、適合判定など
!3月13日㈬15時～16時#福祉会館
~2月27日まで_障害福祉課（☎34－
8314、>22－6052）

家畜の飼養者は、家畜伝染病予防法
に基づき、飼養状況を報告する義務
があります。報告方法などは問い合わ
せてください%牛、水牛、鹿、馬、めん
羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、う
ずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面
鳥を１頭（羽）でも飼養している人}農
林振興課（☎67－2819、>67－2316）

就職活動を継続している新卒・既卒
の人をハローワークは最後まで支援
します。就職活動の進め方や、不安な
こと、求人情報など、気軽に問い合わ
せてください}ハローワーク宇部（☎
31－0164）

事故や病気などの死亡、障害、入院、
住宅災害などを保障し、結婚、出産な
どの祝い金も給付します。宿泊施設
利用料や人間ドック・脳ドック受診料、
国家資格試験等受験料の助成もあり
ます%県内の中小企業の勤労者で、
契約発効日の前日に健康な人&掛け
金月額450円～2,000円}雇用創造課
（☎34－8356、>22－6041）

❻ ❼

●生涯学習講座
! 4月～来年3月$書道（実用
書）、日常英会話、カラオケ、パソ
コン、華道、水彩画・はがき絵、太
極拳、太極舞、フラダンス、ソフト
エアロビクス、卓球、ピラティス、美
ユーティBodyWave®（以上サンラ
イフ宇部）、ZUMBA、パソコン、バ
ドミントン（以上パルセンター宇部）
※日程や受講料は各申込先に問
い合わせ%高校生以下でない人
~2月10日から（先着順）#_サン
ライフ宇部（☎22－0541）、パルセ
ンター宇部（☎31－2212）
●定期文化講座
!5月～来年3月$茶道、煎茶道、
華道、書道、ペン習字、筆ペン、
ボールペン習字、陶芸、俳画、絵
画、手描き友禅、絵手紙、俳句、
琴、木彫り、家庭園芸、囲碁、フラ
ワーアレンジメント、ファッションス
テンシル、パッチワーク、パソコン、
宇部なでしこ経営塾、英会話、韓
国語、中国語、音楽の広場（歌）、
オカリナ、スポーツウエルネス吹
矢、太極拳、エアロビクス、ウオー
キングエアロビクス、フラダンス、
ヨーガ、健康体操、家庭料理、薬
膳料理、お菓子づくり、男性料理、
パン教室、マクロビオティック（料
理）、着付け※日程や受講料は市
役所、各ふれあいセンターなどに
設置の募集要項で確認してくださ
い%市内に居住か通勤し、高校生
以下でない人|+∑（7面）と受講
希望講座（3講座まで）~3月15日
まで#_男女共同参画センター
（〒755－0033琴芝町一丁目2-5、
☎33－4004、>33－3958）
▽今年度の受講者による作品展
示や実技、茶席、バザーなどの学
習発表会を3月2日㈯10時～16時、
3日㈰9時～15時に開催
ふるさと学園ふれあい塾
!5月～来年3月#多世代ふれあ
いセンター$メディカルヨガ、英
語、韓国語、中国語、パソコン、習
字、カメラ、将棋、野菜、釣り、健康
マージャン、コーラス、ピアノ、オカ
リナ、陶芸、七宝焼、民謡、フォーク
ダンス、フラダンス、太極拳※日程
は申込先に問い合わせ%市内に
居住か通勤し、4月1日現在59歳以
上の人&月額2,000円※別途教材
費（保険料）が必要な場合あり~3
月29日まで_宇部市社会福祉協
議会（☎>38－7000）
▽今年度の受講者によるステー
ジ発表や作品展示などの学習発
表会を3月23日㈯9時から開催

4月以降に開催する
講座の受講生を募集

お知らせ

女性リーダーと語る会

障害者ふれあい交流会

県営住宅入居者

離乳食教室（前期）

ハーブを楽しむ会
ハーブソルトを作ろう

マタニティ♥サロン

ボランティア講座

ひとり親のパパとママを応援
「おしゃべりカフェ会」

角笛シルエット劇場

これなら続く！
らくらくエクササイズ

シルバー人材センター会員に
なって働きませんか

ポリテクセンター山口
4月期受講生

予備自衛官補試験

ICT導入プロジェクト
「キャッシュレス決済入門講座」

県健康福祉祭「ねんりんピック」
の参加・出品者

市営バスモニター

宇部海洋少年団新入団員

親子自然観察隊の隊員

学童保育クラブ
支援員・補助員

影絵人形作成ワークショップ

てくてくまち歩き

交通局の旅プラン

船木宿健康ウオーキング

こどもエコ教室
監査結果の公表

来庁者アンケートの
結果を公表

マイナンバーカードの
受け取りは済みましたか

暮らしとこころの
合同相談会

奨学金10万円を給付

2019年度分の
就学援助費交付申請

身体障害者の巡回相談

家畜を飼っている人は
飼養状況の報告を

就職活動を応援　
ハローワークに相談を

中小企業の事業主の皆さんへ
「ハートピア共済」に加入しませんか

統合失調症・うつ病相談会

ミュージカルナンバーを
歌う合唱団員

∑…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
浜田　智秀（神奈川県横浜市）…………………………… 100,000円
榎本　雅一（東京都練馬区）……………………………… 90,000円
前田　悟（福岡県大野城市）……………………………… 70,000円
富士　慶（神奈川県川崎市）……………………………… 60,000円
山下　悦弘（埼玉県新座市）………………………………… 60,000円
荒川　敏明（栃木県宇都宮市）…………………………… 50,000円
砂本　清（奈良県生駒市）………………………………… 50,000円
平井　章太郎（神奈川県横浜市）………………………… 50,000円
宮本　政博（東京都大田区）……………………………… 50,000円
株式会社　防長スイミングサークル（西平原）………… 170,000円
宇部興産コンサルタント株式会社（大字東須恵）……… 100,000円
有限会社　茂山製鋼原料（大字末信）…………………… 50,000円
株式会社　島田工務店（小松原町）……………………… 50,000円
髙橋建設株式会社（松山町）……………………………… 50,000円
株式会社　戸坂造園土木（大字東岐波）………………… 50,000円
株式会社広島企業（大字山中）…………………………… 50,000円
富士管工株式会社（文京町）……………………………… 50,000円
松永貨物有限会社（大字東岐波）………………………… 50,000円
山口県エンジニアリング株式会社（山口市）…………… 50,000円
山口土建協同組合（恩田町）……………………………… 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
（12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

>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

1月号掲載内容の訂正
表紙の写真説明に誤りがありましたので訂正します。
誤：キワ・ラ・ビーチ（岐波海水浴場）から
正：白土海水浴場から

!2月13日～3月27日の毎週水曜18時～19時（全7回）#文化会館
&9,000円（教材費含む）{10人~2月12日まで_（®090－6839－1291
［長谷］）

小野湖畔でオシドリなどの観察、約2kmのウオーキング、ほたる朝市
での買い物、原木シイタケ狩り体験、昼食はつきたてのお餅、小野
和紙の紙すきと和紙を使ったランプ作り体験!2月23日㈯9時～15時
#小野ふれあいセンター集合&大人2,000円、小学生以下1,000円
{20人<雨具、飲み物、タオル~2月18日12時まで_小野ふれあい
センター（☎64－2024）、里山之宝（®090－2294－9013［井上］）

▽午前：フォーラム「山口県手話言語条例制定に向けた取り組み」▽
午後：記念講演「私とろう運動」!3月3日㈰10時～15時15分#多世
代ふれあいセンター &大人2,000円、小学生以下1,000円（資料・弁
当・記念品代含む）~2月15日まで_事務局（>083－963－4297）
ube.deaf@gmail.com

ブロードウェーミュージカルスターの卵ら約40人の若者外国人と約200
人の子どもたちが3日間で作り上げたショーを披露します!3月3日㈰17
時～19時#渡辺翁記念会館&1,000円}事務局（®090－1333－2833
［平井］）

仕事に役立つビジネス英会話講座（初級）

春よ来い来い！里山小野の魅力を満喫！

耳の日記念山口県大会in宇部

ヤングアメリカンズ　ジャパンツアー

市民の掲示板 詳細は_}に問い合わ
せてください



情報カレンダー情報カレンダー 2月1日～3月5日2月1日～3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）

1日㈮
2日㈯

3日㈰
6日㈬

7日㈭
8日㈮

9日㈯

12日㈫

14日㈭
15日㈮

16日㈯

17日㈰
18日㈪
19日㈫

20日㈬
22日㈮
23日㈯

24日㈰
26日㈫
27日㈬

28日㈭
1日㈮
2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）
行政相談（市役所　9時～12時）
やまぐち元気アップ体操（楠総合センター　10時～11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（アルク琴芝店　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）
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）
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（若者クリエイティブコンテナ　13時半～14時半）
おはなし会（幼児～小学生）（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～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（万倉ふれあいセンター　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）
献血・400mL限定（フジグラン宇部　9時半～12時、13時15分～16時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
高齢者障害者のための弁護士電話法律相談（☎083－920－8730　10時～12時）
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）
やまぐち元気アップ体操（楠総合センター　10時～11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（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）

プラネタリウム投影会　!2月3日㈰、17日㈰、24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2月号❽
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■弁護士相談
　!2月20日㈬13時半～15時半　予約受付開始2月7日㈭8時半～
　!3月6日㈬13時半～15時半　予約受付開始2月21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　!2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　!2月9日㈯9時半～11時半#多世代ふ
れあいセンター▽12日㈫9時半～11時半#船木ふれあいセンター{各
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　!2月19日㈫　#市役所
{4組　~2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　!2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　~2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。

●歯科　日時　10日㈰9時～12時 　場所　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099
9時～21時

0時～9時

9時～21時

0時～9時

19時～22時

9時～17時小
児
科

内
科

外
科

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

2月3日㈰ 10日㈰ 11日（月・祝） 17日㈰ 24日㈰ 3月3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2月28日㈭、3月1日㈮ ※祝日を除く

松岡小児科　　　　　　　　　
西宇部南
☎41－8005

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

いのくまこどもクリニック
西岐波
☎51－0880

いのくまこどもクリニック
西岐波
☎51－0880

よしもと小児科医院
中尾
☎22－0555

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

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

シーサイド病院
東岐波
☎58－5360

かわかみ整形外科・小児科クリニック
野原
☎37－3700

宇部仁心会病院
寿町
☎31－3337


