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（転入・転出は11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

「暮らしやすく、力強く伸びる宇部」
の実現に向けて

宇部市長

久保田　后子

　あけましておめでとうございます。
　皆様には、清々しい新年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。

　2021年に迎える市制施行100周年、
そしてその先の未来に向けて、後期
実行計画で設定した5つのテーマに
沿って、全力でまちづくりに取り組
みます。皆様のお力添えをいただき
ますよう、よろしくお願いします。
　皆様にとりまして、今年一年が健
やかで素晴らしい年となりますよう
お祈り申し上げて、新年のごあいさ
つといたします。

2019年

迎春

オール宇部市で
チャレンジします！

産業力強化・イノベーション創出のまち

5つのまちづくりのテーマ

安心・安全で、快適に暮らせるまち

共に創る魅力・にぎわいあふれるまち

健幸長寿のまち

生きる力を育み、子どもの未来が輝くまち
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議会は市政の発展のため
全力を尽くします

宇部市議会議長

杉山　孝治

　あけましておめでとうございます。
　皆様には、健やかに新春をお迎えの
ことと心からお慶び申し上げます。

　さて、わが国は、人口減少・少子高
齢化の克服、加えて労働力不足の解消
などの中長期的課題を抱える中、これ
をイノベーションのチャンスと捉え、
経済社会の生産性を向上させる取り組
みを中心に据え、世界に先駆けて超ス
マート社会の実現を進めていこうとし
ています。

　このような中、本市におきましても、「みんなで築く、活力
と交流による元気都市」を次世代に引き継ぐため、これまで
培ってきた技術やあらゆる地域資源を生かし、市政の発展に
取り組む必要があると考えております。

　私たち議会は、地方自治体の意思決定機関・行政の監視機
関としてその役割を果たすとともに、行政と連携し常に市民
と向き合い多様な意見を酌み取りながら、皆様の負託と期待
に応えるべく全力を尽くしてまいります。

　今後とも、引き続き、より一層のご支援、
ご理解を賜りますようよろしくお願い申し
上げます。
　結びに、新しい年が市民の皆様にとりま
して、健康で明るい幸せな年でありますよ
う心からお祈り申し上げまして、新年のご
あいさつといたします。

キワ・ラ・ビーチ（岐波海水浴場）からキワ・ラ・ビーチ（岐波海水浴場）から白土海水浴場から白土海水浴場から
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9月29日㈰～11月24日㈰　ときわ公園　UBEビエンナーレ彫刻の丘

第28回UBEビエンナーレ
（現代日本彫刻展）

実物大の彫刻として展示される15点を紹介

実物制作指定となった
野外彫刻作品プラン
（写真）

作品名
作家名（居住地）
作家の言葉

みんなで微笑む（虹色の椅子）
志賀　政夫（茨城）

　毎月開催しているファーマーズ
マーケット。鮮度抜群の有機野菜を
はじめ、季節の花や加工食品など
を販売しています。
●日時　1月13日㈰9時～15時
●場所　山口市中央公園
■問い合わせ　実行委員会
　（ 090－2312－0055）

　鷗外が10歳で津和野を離れた
後の、東京での住居の変遷ととも
に、日記などを紐解きながら、その
時代の東京を絵図や写真などから
振り返ります。

●日時　1月8日㈫～3月3日㈰
　9時～17時※月曜休館（祝日の
　場合は翌平日）
●入館料　一般600円、
　中高生400円、小学生250円
■場所・問い合わせ
　森鷗外記念館
　（☎0856－72－3210）

　山陽小野田市や近郊の名産品、
グルメ屋台の出店など、約50店舗
が出店。ガラポン抽選会などの日
替わり企画もあります。
●日時　1月12日㈯～14日（月・祝）
　9時30分～18時※14日は17時まで
●場所　おのだサンパーク

■問い合わせ
　山陽小野田観光協会
　（☎82－1313）

　ポストカードのコンテスト。はがき
サイズで表現できるものならジャン
ル・手法は問いません。応募作品は
すべて展示し、優秀作品にはさまざ
まな賞を用意しています。
●展示日時　1月14日（月・祝）～
　2月11日（月・祝）10時～17時
●展示場所　秋吉台国際芸術村
　ギャラリー
●申込方法　郵送
●申込期限　1月12日㈯
■申込先
　秋吉台国際芸術村事業企画課
　（☎0837－63－0020）

　蛍光灯・リモコン・電子レンジ・交
流電力システムなどの原理を発明
した天才発明家“ニコラ・テスラ” 

の特別展を日本で初めて開催しま
す。
●日時　1月26日㈯～3月3日㈰
　9時30分～17時（入館は16時30
　分まで）※月曜休館（祝日の場合
　は翌平日）
■場所・問い合わせ
　防府市青少年科学館（ソラール）
　（☎0835－26－5050）

　萩博物館の新収蔵庫完成を記
念し、収蔵資料の中から「美」を
テーマとして、さまざまなイッピンを
紹介します。
●日時　3月3日㈰まで
　9時～17時（入館は16時30分ま
　で）※1月23日～25日休館
●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。

新収蔵庫完成記念企画展
「萩博　美のイッピン！（第2期）」

ニコラ・テスラ展～エジソンのライバル
と言われたセルビアの天才発明家～

ポスコン?!2019

やまぐち名産品フェア

トウキョウ～鷗外の住まい
変遷とその時代～

おいでマルシェ

●「NORI MONOGATARI‐UBEビエンナーレ・
アーティスト・イン・レジデンス」夜間ライト
アップ　湖
　ノリ養殖に使用した漁網や中山間地域の
竹、子どもたちから集めた古着を使って
制作したインスタレーション作品
「NORI MONOGATARI」を夜間ライ
トアップ

　日時　1月6日㈰まで　17時～22時
　アーティスト名　エレナ・レデリー
　　（イタリア出身ノルウェー在住）
●植物イラスト年賀状展　ミ
　公募した植物に関するイラストの年賀状
を展示

　日時　1月6日㈰～28日㈪9時～17時
●てくてくときわ公園「石に刻まれた
　字から宇部の歴史を知ろう」　他
　　　要事前申込
　飛上り地蔵尊由来碑や常盤池の碑などを
巡ります（約2km）
　日時　1月19日㈯9時50分～12時
　　　　※少雨決行
　場所　ときわ公園正面入口集合
　定員　先着40人
　持参品　はつらつポイント台紙
　申込期限　1月18日㈮
　申込先　ときわ公園課
　　　　　（☎54－0551、 51－7205）
●ときわ公園フリーマーケット　他
　日時　1月20日㈰8時～14時
　　　　※雨天中止
　場所　東駐車場
　問い合わせ　事務局（ 080－2884－0270）

●ハーブ公開講座「ハーブ・スパイスなど
を飾ったショートケーキをつくり楽しみ
ましょう！」　ミ　要事前申込

　日時　1月23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、工作用はさみ
　申込期間　1月4日㈮～18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
　～フサオマキザル　かしこいサルは
　ごはんもすごい～　モ　要事前申込
　フサオマキザルの生態や行動などのお話
と、野生での暮らしに基づくスペシャル
なエサのプレゼント

　日時　1月26日㈯13時～14時
　定員　先着10人
　申込先　常盤動物園協会
　（☎21－3541）

●動物おたんじょう会　動
　2月生まれのアルパカのソニアをお祝い
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　2月2日㈯14時～
　場所　アルパカ展示場前
　　（動物園入園料が必要）

●サイコロをつくって彫刻すごろくで
　あそぼう
　～彫刻コレクターになるぞの巻～　ミ
日時　3月18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

※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 湖…ときわ湖水ホール　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

ミ

湖

湖

動

動

モ

モ

他

他

他

園内施設休業日…毎週火曜（1月1日除く）

●お花や多肉植物でケーキを作ろう！　ミ　
　バレンタインデー用ミニオブジェをつくって
プレゼントしよう！
　日時　1月26日㈯
　　①10時～12時②13時30分～15時30分
　講師　宇多田正之
　　 　（ウタダガーデンクラフターズ
 　　　 　　 LITOFU）
　費用　3,000円
　定員　各先着15人
●カカオの真実、五感で体験
　～カカオで美容と健康を手に入れるには～　ミ
ショコラティエと一緒にカカオの魅力を知
ろう！
　日時　2月4日㈪
　　①10時30分～12時②13時30分～15時
　講師　赤木彩乃　
　　　　（Pâtisserie&Café tete）
　費用　1,500円
　定員　各先着20人

ときわミュージアムの
バレンタイン企画

ミ

ミ

昨年の一次審査で実物制作指定となった野外彫刻作品プラン（10分の1スケール）を紹介します。
これらの作品は、今年秋、実物大の野外彫刻になって、UBEビエンナーレ彫刻の丘に展示されます。

　36脚の虹色の椅子達が、待ってい
ます。どうぞお座りください。ぐるっと回
転して周りを見渡してみましょう。

曲率のシンフォニー
加藤　淳（兵庫）
　曲率の違う全ての曲線が合わさっ
て全体を形作り、空間に曲率のシン
フォニーを奏でる。

重力推進 －　石舟
佐藤　慈男（愛知）
　重い石船。人力でペダルを漕ぎ、
重力を振り切って推進する試み。“想
い”を形象化した作品。

夢枕
平田　茂（三重）
　UBE の空の下で一緒に夢をみよ
う。この作品にねそべったり、もたれ
たりして彫刻を感じてもらえればと思
います。

天地を巡るもの／大気循環
戸田　裕介（埼玉）
　人の営みによって破壊されつつあ
る崇高で穏やかな大気循環の律動
を、ささやかな彫刻の形質として永
遠に留め置くことを試みたい。

はじまりのはじまり
三宅　之功（兵庫）
　数年、数十年かけて様々な植物が
寄り集まり熟成していく。運良く飛来
した草花の種子が、卵に根を張り、
子孫を残す。

雲の上にあるもの
関　玄達（東京）
　自然が作り出す形体や現象に興味
を引かれます。それらを面白がって眺
めたり、想像したり、形にしたりして
います。

風路
川村　秀彦（鹿児島）
　畏るべき万物の循環の環と、未だ
窺い知れない側面を多く持つ私たち
の存在についての試作の痕跡として
制作しています。

ク・ラ・ゲ・だぞー
仲田　守（千葉）
　自由に生きたい。何の拘束もなく、
自分らしくのびのびと生きたい。その
願望をゆったりと自由に動く「クラゲ」
の姿で表現してみました。

DO NOT POP !
ジョン　デイブ　シエロ（フィリピン）
　子供の頃、原っぱや教室でシャボ
ン玉を吹く人々を見かけると、シャボ
ン玉がはじけることなく一面いっぱい
になったらいいのにと願った思い出に
由来する作品です。

ドゥ 　ノット 　ポップ

STAR FISHERMAN
レオナルド　クンボ（イタリア）
　見る人それぞれが、この作品に物
語の行方を見つけるでしょう。作品は
答えを言いませんが、ひとりひとりの
考えを刺激します。

スター　　　フィッシャーマン

Plantronica Ube
岡田　健太郎（神奈川）
　宇部市は工場と自然の多い土地で
すが、この作品も、プラント（工場と
植物）の形や構造から着想をしてい
ます。

プラントロニカ　　　ウベ

collecting view in the well
四方　謙一（東京）
　宇部の景色の井戸をつくる。金属
体は周囲の豊かな環境を写し込むこ
とで立体に豊かな景色を留め、また
それは風景の一部となる。

コレクティング　　ビュー　イン　ザ　 ウエル

Origin 19-1
田辺　武（山口）
　参加者を募り、地球上の様々な地
域から海水を採取し、石の中に閉じ込
め封印します。かけがえない水の惑星
地球に思いを寄せる機会となれば…。

オリジン

Dream Catcher
ユ　チョン　フアン（台湾）
　雲のように魚のように、幸せそうな
顔のようにも見える作品。素材はステ
ンレスです。

ドリーム　　　キャッチャー

うかが

わおそ

申込期間　1月4日㈮～21日㈪
申込先　ときわ公園課
　　　　（ときわミュージアム）
　　　　（☎37－2888、 37－2889）

■問い合わせ　UBEビエンナーレ推進課　☎51－7282　 51－7205

要事前
申　込
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宇部市消防出初式

広告掲載事業者の募集

市営住宅（空き住宅）
入居者募集

●募集予定住宅
　東本町第二借上、風呂ヶ迫、西岐波、東小羽山、岬、則貞、亀浦、
東山 
※借上住宅は居住期限があります
●申込案内
　1月11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JV②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　1月18日㈮～31日㈭［消印有効］
●入居予定日　　3月1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

●本人確認の際の公的な身分
　証明書として利用できます
　　マイナンバーの提示と本人確認が同時にでき
る唯一のカードです。金融機関での口座開設、
パスポートの新規発給など、さまざまな場面で
活用できます

●コンビニで各種証明書を取得できます
　　住民票、印鑑登録証明書、戸籍全部（個人）事
項証明書、所得課税証明書などの公的な証明書
を取得できます

●各種行政手続きのオンライン申請に利用できます
　　税の電子申告などに利用できます

　市民課か出張申請窓口でタブレット端末を使用し、申請支援サービス
を利用した場合に限り、本人限定受取（本人のみ受け取り可能な郵便物）
で、自宅にマイナンバーカードを郵送します。

▽収集日の8時30分までに、決められたステーショ
ンへ種類ごとに分けて置いてください。

▽荷崩れ防止のため、ひもでしっかり縛ってくだ
さい。

▽雨天でも収集しますが、古紙が濡れるとリサイ
クルに支障をきたす場合があります。可能であ
れば次回収集日に出すか、資源ごみ拠点回収施
設をご利用ください。

　子育て情報を掲載するホームページに、バナー広告を
掲載しませんか。

●掲載期間　1カ月単位
●アクセス数　月平均　約9,200件
●広告枠の規格　縦60ピクセル×横120ピクセル
●広告料　月額8,500円
■申し込み・問い合わせ　こども・若者応援課　☎34－8447　 21－6020

子育てホームページ「うべいび～」

●日時　1月5日㈯9時30分～11時40分
●会場　渡辺翁記念会館
●内容　▽式典　9時30分～10時30分
　　　　▽徒歩隊と車両隊の観閲行進　10時40分～11時
　　　　▽特別訓練　11時10分～11時40分
　※子ども用の防火衣の試着、記念撮影もできます
■問い合わせ　防災危機管理課　☎34－8528　 29－4266

■問い合わせ　市民課　☎34－8264　 22－6017

■問い合わせ　廃棄物対策課　☎34－8247　 33－7294

①1月から、自宅でマイナンバーカードが
　受け取れます

マイナンバーカードで
できること

　認定された事業所には「認定証」を交付するとと
もに、市ホームページなどで事業所名を公表し、
共に地域社会を支えるパートナーとして周知しま
す。
●対象　市内に本店、支店、営業所のいずれかを
有する事業所

●認定基準　宇部市民の従業員のマイナンバー
カード取得率が70％以上であること

●認定期間　認定日の翌日から起算して5年間
●申請方法　申請書などを市民課に持参か郵送。
申請書は市ホームページに掲載

※市職員が事業所に出張し、マイナンバーカード
の申請手続きを支援するサービスも実施してい
ますので、ご利用ください。

マイナンバーカード交付促進事業所を
募集します　宇部税務署内確定申告会場にマイナン

バーカードの出張申請窓口を設置しま
す。市職員がタブレット端末を使用して、
無料で写真撮影を行うなど申請のお手伝
いをします。

②確定申告会場でマイナンバーカードの
　申請ができます

※申請に必要なもの　通知カード、本人確認書類（現住所の記載のある
顔写真付きの身分証明書）、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発
行申請書（お持ちの人）、住民基本台帳カード（お持ちの人）
※15歳未満か成年被後見人が①②のサービスを利用する場合、法定代
理人と同行する必要があります。また、法定代理人の本人確認書類と
法定代理人であることがわかる書類も必要です。

マイナンバーカードの
申請・受け取りが　
簡単・便利になります

資源の有効活用のために

紙類は次の4種類に分類して収集しています

「紙製容器包装識別マーク」を確認し
分別をお願いします

古紙の出し方

資源ごみ拠点回収施設

古紙の分別収集にご協力ください

出張申請窓口設置期間
　平成31年2月18日㈪～3月15日㈮　9時～16時（確定申告期間）

●業務内容
　①保険給付に関する窓口業務など
　②国民年金に関する窓口業務など
●採用期間　2019年4月1日～2020年3月31日の期間中に、
　必要に応じて採用します
●対象　官公庁などで窓口業務の経験がある人
●採用予定人数　各1人
●申込方法　履歴書を持参か郵送
　※①と②を両方申し込むことはできません
●申込期限　1月29日㈫［必着］
●試験　▽日時　2月22日㈮9時～
　　　　▽場所　市役所　▽内容　作文・面接
■申込先　保険年金課　☎34－8285（保険給付）
　　　　　☎34－8292（国民年金）　 22－6019

保険年金課窓口業務等職員

嘱託職員の登録

●任期　2019年4月1日から
　※2カ月は試用期間。最長で2022年3月末まで任期の更新あり
●勤務場所　市役所　障害者就労ワークステーション
●対象　次の要件をすべて満たす人
　①療育手帳か精神障害者保健福祉手帳の所持者、または医師
　　の診断がある発達障害者
　②手作業とパソコンによる文書や表の作成ができる
　③任用終了後は、一般企業などでの就労を目指し、継続して
　　働く意欲がある

●採用人数　2人程度
●申込期間　1月7日㈪～18日㈮
●試験　▽日時　1月26日㈯9時～
　※申し込み多数の場合、1月27日㈰の場合あり
　▽場所　市役所
　▽内容　面接と実技試験
　　　　　（パソコン技能を含む事務作業検査）
■申込先　障害福祉課　障害者就労ワークステーション
　　　　　☎34－8342　 22－6052

障害者就労ワークステーション事務職員（嘱託職員）の募集

●採用期間　2019年4月1日～2020年3月31日（更新の場合
あり）

●対象　2019年4月1日現在18歳以上、植物の知識があり、
学習意欲のある人など

●採用予定人数　1人
●申込方法　申込書と履歴書を持参か郵送。申込書は申
込先に設置のほか、市ホームページに掲載

●申込期間　1月4日㈮～24日㈭［必着］
●試験　▽日時　1月31日㈭9時～
　　　　▽内容　作文、面接
■申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　　　　〒755－0025　野中三丁目4－29
　　　　　☎37－2888　 37－2889

世界を旅する植物館
コンシェルジュ

働く人を募集

左のマークが表記されていれば「紙製容器包装」です。
マークを確認してください。

▽箱・ケース類
▽包装紙・紙袋類 
▽台紙・中仕切り類 
▽紙パック類

「新聞紙」「段ボール」「雑誌」「紙製容器包装」

「紙製容器包装」の
代表例

年末年始以外は、24時間利用できます
・新町資源ごみ拠点回収施設
　（松浜街区公園の隣）
・黒石ふれあいセンター北側資源ごみ拠点
　回収施設

　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。

　古紙を正しく分別することで、リサイクルされ新しい紙製品に生まれ
変わります。
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基礎的な日本語と日本の生活
習慣などをクラス別に学習 1
月9日～3月13日の毎週水曜19
時～21時（全10回） 常盤工業
会会館など 市内に在住か就
労する外国人 500円 1月9日
19時から、会場で受け付けとク
ラス分け※日本人ボランティア
スタッフも募集します 観光・
グローバル推進課（☎34－
8137、 22－6083）

公認心理師や社会福祉士の
国家資格を目指せる「社会人
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 1月10日㈭、
17日㈭、24日㈭、31日㈭各13時
半～14時半 宇部フロンティ
ア大学（☎38－0511）

▽オープニング：バンド演奏（ハ
ンダース）▽基調講演：「助けて
といえる社会へ！～ともに支えあ
う地域づくり～」▽シンポジウ
ム：「助けてと声を出しやすい地
域へ」 1月19日㈯13時10分～
16時半 多世代ふれあいセン
ター 200人 社会福祉協議
会
（☎33－3134、 22－4391）、地
域福祉・指導監査課（☎34－
8393、 22－6028）

県内の事業所担当者との面
談 1月29日㈫10時～12時半、
13時半～16時（午前と午後で企
業入替） 山口グランドホテル
（山口市） 大学などの今春卒
業見込者を含む求職者 山口

しごとセンター（☎083－976－
1145）

県国際交流員がスペインの文
化や風習、スペイン語の挨拶を
紹介します 2月9日㈯13時半
～15時半 図書館 100人
観光・グローバル推進課（☎

34－8137、 22－6083）

若手落語家の中でも圧倒的な
人気・実力を兼ね備えた逸材の
春風亭一之輔。宇部初公演を
お見逃しなく！ 3月26日㈫18時
～ 文化会館 一般3 000円、
大学生以下2 000円 文化創
造財団（☎35－3355、 31－
7306）

1月16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） 1月7日か
ら こども・若者応援課（☎31－
1732、 21－6020）

●うべスタセミナー 1月16
日 水 18時半～20時「経営戦略
セミナー」、23日 水 18時半～20
時「ビジネススキル向上セミ
ナー」、1月18日 金 、25日 金 、2
月8日 金 各13時半～16時15分
「自分の『やりたいこと』に気づ
く！ワークショップ」（全3回） 各
20人 うべスタートアップ
（☎39－5010、 39－5184）

-
●ジョブスタセミナー 就職活
動対策に役立つセミナーを開
催予定 ジョブスタ（☎39－
5013、 39－5184）

インフルエンザ・風邪予防スプ
レー、保湿クリーム（リップク
リーム・ハンドクリームなど）を

作ります 1月17日㈭13時～15
時 1 600円 20人（先着順）
エプロン、三角巾、タオル、筆
記用具 （7面） 1月
14日まで アクトビレッジお
の（☎64－5111、 64－2800）

有機大豆でお味噌を作ろう 2
月2日㈯10時～13時 アクトビ
レッジおの 2 000円 25人（先
着順） エプロン、三角巾、タオ
ル、筆記用具、タッパー 1月26
日まで 有機ネット山口西部
（ 090－9862－9725［佐々木］）

接遇の基本や立ち居振る舞
い・言葉遣いを学びます 1月
25日㈮10時～11時半 福祉会
館 55歳以上 80人 シル
バー人材センター（☎3 1－
3251）

実用書、名前・宛名書きなどの
練習 2月12日㈫、19日㈫、26日
㈫各13時半～15時半（全3回）
多世代ふれあいセンター
おおむね60歳以上 1 000円
30人（先着順） 書道道具

（筆は小筆） シルバー人材セ
ンター（☎31－3251）

骨密度測定、講話、簡単な体
操 2月13日㈬13時半～15時半
福祉会館 50歳以上の女性
30人（先着順） 筆記用具
1月7日から シルバー人材

センター（☎31－3251）

●九州国立博物館「京都醍醐
寺展」 2月24日㈰ 7 500円
2月15日まで（先着順）

●自然食レストラン茅乃舎と
ミュージアム 2月28日㈭

12 000円（昼食付き） 2月21
日まで（先着順）
●シルク・ドゥ・ソレイユ福岡公
演 3月5日㈫、13日㈬ 20 500

円 2月1日まで（先着順）
●博多座「三月花形歌舞
伎」 3月16日㈯ 23 000円（昼
食付き） 1月11日まで（先着
順）
………………………………
交通局（☎31－2442、 22－

1772）

下関中央工業高校の跡地に開
校する、昼間部・夜間部の2部
制の定時制高校●特別入学
者選抜 2月7日㈭面接・小
論文 1月25日～30日●第一次
募集 3月7日㈭、8日㈮学力
検査・面接・小論文 2月20日～
25日
下関西高校 各部40人
下関双葉高校開校準備室

（☎083－228－5070）

一般社団法人宇部観光コンベ
ンション協会と公益財団法人
宇部市体育協会を対象にした
監査の結果を掲示していま
す 1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）

▽鉄鋼業、非鉄金属製錬・精
製業、非鉄金属・同合金圧延
業、非鉄金属素形材製造業939
円▽電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報通
信機械器具製造業865円▽輸
送用機械器具製造業909円▽
百貨店、総合スーパー822円
山口労働局（☎083－995－

0372）

蔵書点検のため休館します。移
動図書館車「あおぞら号」も運
休します 1月22日㈫～26日
㈯ 図書館（☎21－1966、 21
－3801）、学びの森くすのき

（☎67－1277、 67－0691）

土地や家屋以外の事業用資産
を所有している人は、1月1日現
在所有している資産について
申告してください。「 （エ
ルタックス）」によりインターネッ
トを利用した電子申告もできま
す 1月31日まで 資産税課
（☎34－8191、 22－6053）

市が発注する工事などの入札
参加資格審査と、小規模修繕
工事などを行う事業者の定期
受け付けを行います
●建設工事など▽有効期間：
資格認定の日～2021年3月31日
●小規模修繕工事など▽有効
期間：2019年4月1日～2021年3月
31日 市内に主たる事業所を
有し、建設工事等競争入札参
加資格者でない者
申請書を郵送で提出。申請

書は申込先に設置のほか、市
ホームページに掲載 1月15日
～2月14日 契約課（☎34－
8183、 22－6057）

蜜蜂の飼育者は、養蜂振興法
に基づき、「蜜蜂飼育届」を提
出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
現在蜜蜂を飼養している人、

2019年中に蜜蜂を飼養する予
定がある人 農林振興課
（☎67－2819、 67－2316）

補装具の要否判定、適合判定
など 1月23日㈬15時～16時
福祉会館 1月10日まで 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、1月
23日までに予約をお願いしま
す 1月27日㈰8時40分～12時
（受付は11時40分まで） 市
民課（☎34－8264、 22－6017）

市役所前をスタートし周南市ま
で7区間84 4㎞のレース。一部
交通規制があり、コース上の交
通の混雑が予想されます。通
過時間の調整、迂回路の通行
などにご協力ください。沿道で
は多くの皆さんの声援をお願
いします 1月27日㈰9時半～
宇部市→周南市 文化・ス

ポーツ振興課（☎34－8628、
22－6083）

同じ大字の中で重複して使用
されている地番の一方を変更
します。変更した土地・建物の
所有者には郵送で通知します
▽実施日：2月1日▽実施地域：
大字中山、吉見、棚井、末信、
西吉部、東吉部 山口地方法
務局（☎050－3381－8756）

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 2月2日㈯13時～15時
福祉会館 本人、家族 む

つみ会（☎35－3365）

特定鉱害による陥没被害が発
生した場合、市が被害状況の
確認をしますので連絡してくだ
さい。※特定鉱害：地表から深
さ50 以内に存在する、石炭の
採掘跡または坑道跡の崩壊に
起因する陥没被害 土木河川
港湾課（☎34－8407、 22－
6050）

住み慣れた自宅で自分らしく安
心して生活が送れるよう、在宅

サービス利用料の一部を助成
します●対象者：次のすべてに
該当する人▽積極的な治療を
終えて、在宅生活への支援と
介護が必要ながん末期患者▽
20歳以上40歳未満●助成内
容：▽訪問介護（ホームヘルプ
サービス）▽福祉用具の貸与
や購入●助成金額：1カ月あた
り最大54 000円（福祉用具購入
を含む） 申請書などを提出。
詳細は市ホームページに掲載
健康増進課（☎31－1777、
35－6533）

平成30年度宇部市芸術祭短
歌・俳句・詩部門の応募作品を

「うべ市民文芸集」として発刊
し、無料で配布しています 文
化会館 文化創造財団（☎35
－3355、 31－7306）

高校、大学などへの入学時・在
学中にかかる費用を対象とした
公的な融資制度です▽融資額
350万円以内、金利は年1 76％
（固定金利、世帯年収などによ
り軽減の場合あり）、返済期間
は15年以内 日本政策金融公
庫コールセンター（☎0570－
008656）

❻ ❼

お知らせ

お知らせ
催し 事前申込なしで

参加できます

外国人のための
日本語講座（冬期）

マンスリー古典芸能
～第3弾～春風亭一之輔独演会

スペイン文化講座

フロンティア大学
社会人向けの入学説明会

地域共生社会を考える
市民フォーラム

ふるさと山口企業
合同就職フェア

募　　集

監査結果の公表

県の特定（産業別）
最低賃金が改正

償却資産の申告

入札参加資格審査と
小規模修繕工事などの申請

中国山口駅伝競走大会に
伴う交通規制など

若年がん患者の在宅ターミナル
ケアを支援します

「うべ市民文芸集」の配布

国の教育ローンが教育
資金をサポートします

重複する地番を変更する
山耕地番解消作業を実施

統合失調症・うつ病相談会

お知らせください
特定鉱害による陥没被害

蜜蜂を飼っている人は
届け出が必要です

身体障害者の巡回相談

マイナンバーカードの
受け取りは済みましたか

図書館と学びの森くすのき
の臨時休館

離乳食教室（前期）

うべスタ＆ジョブスタ
セミナー

ハーブを楽しむ会
アロマの匂いに誘われて

第4回オーガニックな
料理教室（全4回） 4月開校

県立下関双葉高校生徒

接遇（話し方）講習会

書道講習会

骨の健康考えませんか？

交通局の旅プラン

…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

田村　安（東京都中央区）………………………………… 150,000円
笠井　明（東京都練馬区）………………………………… 75,000円
寺田　圭介（埼玉県富士見市）…………………………… 60,000円
株式会社　創舎（大字西岐波）………………………… 1,000,000円
ＳＩＳ株式会社（明神町）………………………………… 500,000円
安田ブルトーザ開発株式会社（明治町）………………… 100,000円
ユーディーエンジニアリング株式会社（あすとぴあ）… 100,000円
有限会社　ワンアップ（大字上宇部）…………………… 100,000円
成建工業株式会社（大字西岐波）………………………… 50,000円
株式会社　ミウラ化学（草江）…………………………… 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
（11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

クリスタルやガラス、天然石などのビーズで作ったハンドメイドのアク
セサリーを展示します 1月19日㈯9時～18時、20日㈰9時～16時 図
書館 （☎41－3752［糸野］）

クラス別（ジュニア、初心者、初・中・上級）のスキー講習会と初心
者向けのスノーボード講習会（一人でリフト乗降が可能な人） 1月27
日㈰8時半～ 芸北国際スキー場（広島県） 1 000円（リフト券・用具
レンタルなどは各自負担） 30人 （7面） 1月17日まで 宇部市
スキー連盟（ 090－5692－5694［浅井］） _

基調講演「世界で一番大切なあなたへ」 2月2日㈯13時半～16時
多世代ふれあいセンター 県教育会宇部支部事務局（ 090－

6430－4310［山根］）
…………………………………………………………………………
掲載を希望する団体などは、掲載希望月の2カ月前の末日までに、
広報広聴課（☎34－8123、 22－6063）に原稿を提出してください

ビーズのものがたり展

市民スキー＆スノーボード講習会

子どもの豊かな心の育ちを考える会

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



情報カレンダー情報カレンダー 1月1日～2月5日1月1日～2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月3日㈭
4日㈮

5日㈯

8日㈫
10日㈭

11日㈮

12日㈯

15日㈫

16日㈬

18日㈮

19日㈯

20日㈰

21日㈪
23日㈬

24日㈭
25日㈮
27日㈰
30日㈬

2月1日㈮
2日㈯

献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
行政相談（市役所　9時～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）
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）
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）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
行政相談・消費生活相談（フジグラン宇部　10時～13時）
ちいき保健室（宇部郵便局　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）
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）
行政相談・特設人権相談（船木ふれあいセンター　9時半～11時半）
1歳6カ月児健康診査（保健センター　13時～14時）
「なかよし絵本ひろば」よみきかせのじかん（1～3歳くらい）
（図書館　10時半～10時45分）

「まちなか保健室」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）
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）
行政相談（多世代ふれあいセンター　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）
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）
ちびっ子集まれ！イングリッシュ・スタート（学びの森くすのき　14時半～15時）
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）
「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）
司法書士電話相談会（ 0120－003－821　10時～16時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）

プラネタリウム投影会　 1月6日㈰、13日㈰、20日㈰、27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1月号❽
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■弁護士相談
　 1月7日㈪13時半～15時半　予約受付開始12月20日㈭8時半～
　 1月16日㈬13時半～15時半　予約受付開始1月8日㈫8時半～
　 2月6日㈬13時半～15時半　予約受付開始1月17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　 1月9日㈬、23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　 1月12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）
■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　 1月15日㈫　 市役所

4組　 1月8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　 1月15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　 1月11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　1日（火・祝）～3日㈭9時～17時※12時～13時は待合時間、13日㈰9時～12時　場所　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099
●眼科・耳鼻咽喉科　日時　1日（火・祝）～3日㈭9時～17時※12時～13時は待合時間　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

1月1日（火・祝） 2日㈬ 3日㈭ 6日㈰ 14日（月・祝） 20日㈰ 27日㈰ 2月3日㈰13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1月22日㈫、29日㈫ ※祝日を除く
毎週木曜日と1月31日㈭、2月1日㈮ ※祝日を除く

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

金子小児科
上町
☎22－0006

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

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

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

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


