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（　）内は前月比。2018年9月末日現在
（転入・転出は9月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
78,969
86,615
165,584
79,159

（－5）
（－62）
（－67）
（－11）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入270人　転出272人

それいけ！アンパンマンそれいけ！アンパンマン
日時　11月25日㈰
　　　①11時45分～②15時～
場所　UBEビエンナーレ彫刻の丘ステージ
内容　ステージショー、写真撮影会

（マジックの世界大会第3位）
日時　11月25日㈰
　　　①11時15分～②14時30分～
場所　UBEビエンナーレ彫刻の丘ステージ

ショー

宇部マルシェ TKWファーマーズマーケット

chercher
シェルシェ　宇部産食材を使った地元飲食店を中心と

したマルシェ
●漁協ブース　漁協特製海鮮丼などの販売
●飲食店ブース
　市内の飲食店が多数出店
●弁当販売
　食農体験ソムリエ×にいや×ANA

　宇部産の農産物、加工品などの販売
●市内各地のJA朝市が大集合
●toppin軽トラ市
●楠四季菜市　など

EAT UBE 検索
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3面

5面

2面 平成29年度決算
委員の募集
ときわ公園のイベント
うべ元気ブランド認証製品決定NO.1513

2018年（平成30年）

11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

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

　　　　　　　　平成30年10月1日、本市ゆか
りの京都大学特別教授 本庶佑さんがノーベル生
理学・医学賞を受賞決定という素晴らしいニュー
スが届きました。
　がんの革新的治療法を切り開いた功績による
受賞。生理学・医学賞では、日本人で5人目。
日本出身のノーベル賞受賞者としては27人目の快
挙です。
　幼少期から高校卒業まで、神原小・中学校、
宇部高等学校と本市で過ごされた本庶教授。　

10月5日には、早速、市民を代表して京都大学
を訪問。ご本人は不在でしたが、代理の方に祝
意をお伝えするとともに、本市第1号となる市民
栄誉賞を贈呈する意向をお伝えしました。
　本庶教授は、宇部市民にとって大きな誇りであ
り、その功績は、子どもたちにも大きな励みにな
ると確信しています。本庶教授をはじめ、多彩な
人材を輩出してきた宇部市。今回の受賞を契機
に、本庶教授に続く人材を育むまちづくりを進め
ていきます。

祝！ 本庶佑教授、ノーベル生理学・医学賞受賞！

宇部の食を味わい、楽しむイベント。100店舗以上が集結！

EAT UBE！2018EAT UBE！2018
■問い合わせ
　観光・グローバル推進課
　☎34－8353　>22－6083

とき　11月25日㈰10時～16時
会場　ときわ公園（UBEビエンナーレ彫刻の丘、じゃぶじゃぶ池付近）

高重翔 マジックショー

© やなせたかし／フレーベル館･TMS･NTV

～宇部を食べつくせ！～

イ ー ト ウ 　 ベ

初開催
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＜参考＞　市では、市税のうち都市計画税（決算額16億1475万円）を、街路、公園、下水道などの都市計画事業に充てています。

667億5332万円

■問い合わせ　財政課
　☎34－8173　>22－6083平成29年度決算

決算収支

今後の取り組み

平成29年度の主な取り組み

特
別
会
計
の

決
算
状
況

公
営
企
業
会
計
の

収
支
の
状
況

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

2億3932万円
1475万円

168億782万円
231億7179万円
25億4460万円

2億3932万円
1475万円

174億1312万円
239億1532万円
25億9534万円

特別会計名 歳　入 歳　出
農業集落排水
中央卸売市場
地方卸売市場
市営駐車場
特別会計合計

特別会計名 歳　入 歳　出

市税
国・県支出金

地方交付税

市債

繰入金

その他

241億405万円
158億1840万円

89億5257万円

54億6200万円

18億999万円

42億2421万円

分類 対前年度増減率 金額

652億7523万円

36.1
市税
36.1%

23.7
国・県支出金
23.7%

13.4
地方交付税
13.4%

地方譲与税・
県税交付金等

8.2
市債
8.2%

使用料・手数料
分担金・負担金
3.7%

繰入金
2.7% その他 6.3%

歳入

扶助費
27.4%

人件費
13.5％

公債費
11.2％ 繰出金

11.9％

建設事業費
9.8％

補助費等
10.5％

積立金
3.2％

その他
12.5％

歳出

歳出

歳入

2億8036万円
1億1390万円

496万円
2502万円

432億250万円

2億8036万円
1億6458万円
4063万円

1億475万円
447億6817万円

市民税の減などにより0.4％の減
学校施設整備事業費交付金の増などにより1.0％の増
基準財政収入額の増などに伴う普通交付税の減
により3.6％の減

地方譲与税・
県税交付金等 39億4020万円地方消費税交付金の増などにより6.8％の増

小学校建設事業債の増などにより44.7％の増

山陽小野田市立山口東京理科大用地の売払収入の
皆減などにより19.3％の減

減債基金繰入金の増などにより1.6％の増

使用料・手数料
分担金・負担金 24億4188万円道路占用使用料の減などにより1.6％の減

5.9%

178億9354万円
88億1019万円
77億9088万円
73億3249万円
68億2857万円
63億9310万円
20億7777万円
81億4869万円

分類 金額
自立支援給付事業経費の増などにより1.2％の増
県共済組合負担金の増などにより0.9％の増
介護保険事業会計繰出金の増などにより0.4％の増
長期債償還金の減などにより6.3％の減
事業所設置奨励経費の減などにより11.7％の減
小中学校施設耐震化事業費の増などにより55.2％の増
庁舎建設基金積立金の減などにより23.6％の減
学校給食運営経費の増などにより1.8％の増

扶助費

人件費

繰出金

公債費

補助費等

建設事業費

積立金

その他

性質別

会計名
（問い合わせ）

収益的収支 資本的収支
収　入

38億4436万円

56億4527万円

10億1042万円

31億2704万円

51億3867万円

10億1030万円

7億1732万円

5億660万円

12万円

9億5826万円

26億3088万円

3866万円

26億4953万円

49億6331万円

1億3655万円

－16億9127万円

－23億3243万円

－9789万円

支　出 差し引き 収　入 支　出 差し引き
水道事業会計
（☎21－2291）

交通事業会計
（☎31－1133）

下水道事業会計
（☎21－2417）

　市民サービスの向上とまち
の元気創出のため、平成30年
度にスタートした第四次宇部
市総合計画後期実行計画を着
実に推進していきます。それ
を支える持続可能な財政基盤
の強化に向け、2018年3月に
策定した宇部市財政運営指針
2018年度～2021年度（財政健
全化計画）に沿って、歳入確
保と歳出改善を図るととも
に、事業の見直しや再構築に
も積極的に取り組みます。

〈一般会計〉

〈一般会計〉

対前年度増減率

実質収支
　13億5969万円

経常収支比率

平成27年度 28年度 29年度
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〈普通会計〉

〔見込み〕

市債の残高（市の借金）
（億円）
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681億7301万円

443億2341万円

238億4961万円

667億1275万円

434億4760万円

232億6516万円

717億3483万円

458億2229万円

259億1254万円

〈一般会計〉

※「交付税措置分」…後年度の元利償還額に応じて国が措置するもの

積立基金の残高（市の貯金）

0
80
90
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（億円）

120億220万円
129億6252万円 132億6500万円

平成27年度 28年度 29年度

〈一般会計〉

財政の健全度を測る目安とされる「健全化判断比率」は、基準値を下回り、健全な状態にあります。

　財政の弾力性を測る目安とされる「経常収
支比率」は、93.4％と、前年度より0.8ポイン
ト低下（好転）しています。

　市債（借金）残高は、発行抑制を基本に予算編成に努
めたことや土地開発公社承継土地の売却収入を財源と
した第三セクター等改革推進債の繰上償還などにより
減少しています。今後も財政運営指針に基づき市債発
行をコントロールし、残高の縮減を図ります。

　市の貯金にあたる基金については、
不測の事態への対応、各種事業への効
果的な活用を踏まえ、引き続き積み立
てが必要です。

　平成29年度は、「第四次宇部市総合計画中期実行計画」の最終年度として、計画に掲げる目標を確
実に仕上げていくとともに、3年目となる「宇部市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に沿った、「し
ごと」と「ひと」の好循環や、「まち」のにぎわい創出など、本市の地方創生を加速化させる諸事業や、
「公共施設等総合管理計画」に沿った公共施設の耐震・長寿命化事業にも配慮することで「暮らして
良し、働いて良しの市民が誇りを持てるまちづくり」につながる取り組みを推進しました。
⒈安定した雇用を創出する
　産業団地への立地企業に対する奨励補助による企業誘致、新規就農者への支援や戦略作物の栽培
促進などによる遊休農地解消への着手など

⒉新しい人の流れをつくる
　テクノロジー分野の人材育成や、ぼたん苑整備、ときわミュージアム 世界を旅する植物館のリ
ニューアルなど

⒊若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
　外国語指導助手などの拡充、オンライン英会話の実施などの英語教育の充実や、任意の予防接種
や医療費の助成など子育て環境整備の充実など

⒋地域資源を活用した多様な地域社会の形成を目指す
　ときわ公園サッカー場の人工芝生化などのスポーツ施設の環境整備など
⒌「にぎわいエコまち計画」に基づく都市基盤の整備
　中央街区公園の整備やバス路線の再編など

　要件を満たす工事を行った住宅について、工事が完了した年の
翌年度分の固定資産税を減額します。減額の適用は、各改修工事
について1回限りで、申告が必要です。
●対象の住宅
　　居住面積の占める割合が2分の1以上あり、改修の種類別の要
件を満たす住宅

●対象となる工事
　　平成25年1月2日～2020年3月31日に完了し、工事費が50万円
以上（平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された
場合は30万円以上）の工事　※工事費は、耐震改修を除き、国や
地方公共団体の補助金や、居宅介護（介護予防）住宅改修費の給
付などを差し引いた自己負担額

耐震、バリアフリー、省エネ改修に伴う固定資産税の減額

国民健康保険運営協議会委員の募集

改修の種類

減額内容

工事内容

住宅の要件

耐震改修 バリアフリー改修 省エネ改修

昭和57年1月1日以前に建
築された住宅

新築から10年以上経過し､65歳以上の人、要介護・
要支援認定を受けている人、障害者のいずれかが
居住する、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下
の住宅

平成20年1月1日以前に建築され、改
修後の床面積が50㎡以上280㎡以下
の住宅

現行の耐震基準に適合し
た工事※建築士などの証
明が必要

廊下の拡幅、 階段の勾配の緩和、浴室・便所の改良、
手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への
取り替え、床表面の滑り止め化

窓の改修（必須）、床・天井・壁の断
熱改修で、現行の省エネ基準に適合
する改修
※建築士などの証明が必要

一戸あたり120㎡分まで
を限度に2分の1（平成29
年4月1日以降の工事で、
認定長期優良住宅に該当
するものは3分の2）減額

一戸あたり120㎡分までを限度に3分
の1（平成29年4月1日以降の工事で、
認定長期優良住宅に該当するものは
3分の2）減額

■問い合わせ　資産税課　☎34－8195　>22－6053

●内容　国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議
●募集人数　3人程度
●任期　2019年1月1日～2020年12月31日（2年間）
●応募資格　宇部市国民健康保険に加入し、国民健康保険料と
市税の滞納がないなどの要件を満たす人
●応募方法　応募用紙と小論文「国民健康保険制度について（意
見、提言など）」（様式自由、1,000字以内）を持参、郵送、FAX、

メールで提出。応募用紙は市役所、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。※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　11月22日㈭［必着］
■申込先　保険年金課　☎34－8294　>22－6019
　hokennenkinka@city.ube.yamaguchi.jp

※金額や割合は、四捨五入しているため、
　合計が一致しない場合があります

一戸あたり100㎡分までを限度に3分の1減額

宇部市交通事業管理者を全国公募
●業務内容　交通事業の経営改革の推進と業務のマネジメント
●募集人数　1人
●任期　2019年1月1日～ 2022年12月31日（4年間）
●試験内容　1次：書類選考　2次：面接
●応募資格　民間企業において経営管理の経験などを有し、強い
熱意をもって交通事業の経営改善にあたることができる人

●応募方法　履歴書、経歴書、小論文を持参、郵送、うべ電子
申請サービスで提出。様式などは市役所、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。
●応募期限　11月20日㈫[必着]
■申込先　人事課　☎34－8128　>22－0686
　　　　　https://s-kantan.jp/ube-u/
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歯科衛生士・栄養士の話、手作り
おやつの試食、スタンプラリーで
乳幼児用歯ブラシプレゼント!11
月8日㈭10時～12時半#多世代ふ
れあいセンター%乳幼児と保護
者{手作りおやつ試食・歯ブラシ
プレゼントは先着100人（子どもの
み）}こども・若者応援課（☎31－
1732、>21－6020）

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!11月
8日㈭、15日㈭、22日㈭、29日㈭各
13時半～14時半#}宇部フロン
ティア大学（☎38－0511）

市内外の人気パン店や、農産物、
加工品などを扱う店舗が多数出
店!11月11日㈰11時～15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）

▽ミニ講座：高齢者の生活で必要
な知識など▽体験コーナー：やま
ぐち元気アップ体操や体力測定

▽相談コーナー：認知症や介護の
相談に専門スタッフが応じます▽
食コーナー：販売と展示!11月13
日㈫10時～14時#万倉ふれあい
センター}北部東高齢者総合相
談センター（☎62－5858、>62－
5959）、北部西高齢者総合相談セ
ンター（☎67－0506、>67－1413）

介護・看護関係職種の求人事業
所による合同就職面接会を開催
します!11月13日㈫▽看護就職
面接会10時～12時、介護就職面
接会13時半～15時半%介護関係
職種へ就職を希望する人#}ハ
ローワーク宇部（☎31－0164）

アートとまちづくりをテーマにトー
クイベントを開催します。出席者：
茂木健一郎（脳科学者）ほか!11

月25日㈰10時半～12時#ときわ湖
水ホール}UBEビエンナーレ推進
課（☎51－7282、>51－7205）

演題「私の歩んだ道　見えないか
ら見えたもの」、講師：竹内昌彦
（岡山ライトハウス理事長）※10時
50分から障害者による琴やハーモ
ニカの演奏があります!11月25日
㈰11時半～12時40分#多世代ふ
れあいセンター{300人}障害福
祉課（☎34－8457、>22－6052）

演題「私が86歳まで働きたい理由
～人との約束が目標に変わって
～」、講師：沖永優子※手話通訳、
要約筆記と優先席あり!11月26日
㈪18時半～20時半#文化会館
}人権教育課（☎34－8620、>22
－6072）

お知らせ
催し 事前申込なしで

参加できます

フロンティア大学
社会人向けの入学説明会

パンマルシェ×
まちなかマルシェ

介護・看護就職面接会

視覚障害者福祉協会
創立70周年記念講演

人権を考えるつどい

フォーラム
「アートなまちづくり」

ほっと くらせる
ふくしのまちづくりフェスタ

Ubeハピ DE 歯
は

っぴ～
いい歯の日

●「カッタ君物語」上映会&
　西村知美・白須道徳トークショー　湖
　日時　11月10日㈯9時～12時
●「えんとつの町のプペル」
　光る絵本展 in 宇部　モ
　日時　11月18日㈰～12月16日㈰
　　　　平日：17時30分～21時、
　　　　土･日・祝：10時～21時
　費用　高校生以上500円、小・中学生300円
　▽にしのあきひろトークショー　他
　　（えんとつ町のプペル著者・お笑いコンビ 
　　 キングコング）
　　日時　12月8日㈯17時～18時30分
　　場所　ときわレストハウス
　　※光る絵本展の入場券か半券が必要
●ハーブ公開講座「ローズマリー軟膏とルーム
　スプレーを作って冬を乗り切りましょう！」　ミ
　要事前申込
　日時　11月21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　11月5日～16日
　申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　（☎37－2888、>37－2889）
●連続講座　炭

や

鉱
ま

の語り部講座　第3弾
　「沖ノ山炭鉱にあったイギリス兵捕虜収容
　所」　石
　宇部の歴史や魅力にせまる連続講座
　講師：藤田忠夫
　　　（炭鉱を記録する会会員・元宇部市長）
　日時　11月23日（金・祝）13時30分～14時30分
●冬の企画展「ウインターガーデン」　ミ
　世界を旅する植物館の中庭テラスにウイン
　ターガーデン（植物館の中の小さな植物館）

　が出現！
　日時　11月23日（金・祝）～平成31年1月6日㈰
　　9時30分～17時（入館は16時30分まで）
●西畠清順さんと植物で巨大オブジェを
　作ろう！　他　要事前申込
　日時　11月23日（金・祝）　
　　　　13時30分～15時30分
　費用　中学生以上300円、3歳～小学生100円
　定員　先着20人（小学生以下保護者同伴）
　申込期間　11月5日～19日
　申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　（☎37－2888、>37－2889）
●世界を旅する植物館の植物を販売！　ミ
　世界を旅する植物館で栽培した植物の販売
　（熱帯植物やサボテンを予定）
　日時　11月23日（金・祝）9時30分～17時
　　　　※なくなり次第終了
　場所　ミュージアムショップCactus
●～小さな癒しの世界～苔テラリウム　ミ　
　要事前申込
　苔テラリウムを作ろう！
　日時　11月25日㈰10時～12時
　費用　1,500円
　定員　先着30人
　持参品　筆記用具
　申込期間　11月5日～19日
　申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　（☎37－2888、>37－2889）
●ときわ湖畔ウオーク　湖（集合）
　秋の湖畔を元気に歩こう
　日時　11月27日㈫10時～12時
　　　　（9時30分から受け付け）※小雨決行
　持参品　帽子、飲み物、タオル
　問い合わせ
　　保健センター（☎31－1777、>35－6533）

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 モ…体験学習館モンスタ　遊…ときわ遊園地
ミ…ときわミュージアム　石…石炭記念館
湖…ときわ湖水ホール　他…その他

開催場所の表示

ミ

ミ

ミ

ミ

ミ

ミ

湖

湖

石

石

遊

遊

モ

モ

他

他

園内施設休業日…毎週火曜

　掛け声と六方を踏んで歩く踊り
の所作が独特の「古式行事（大名
行列）」が披露されます。また、ス
テージイベント、福引大会、青空レ
ストランなどもお楽しみください。
●日時　11月11日㈰11時～
●場所　厚狭駅前商店街周辺
■問い合わせ
　山陽商工会議所（☎73－2525）

　初冬の夜空に約2,500発の打ち
上げ花火が上がり、山口市内唯一
の尺玉花火も打ち上げます。

●日時　11月11日㈰19時～
　※雨天中止
●場所　大海漁港
■問い合わせ
　山口県央商工会青年部秋穂支所
　（☎083－984－2738）

ふるさとチャリティーコンサート
　美祢市出身の「歌う看護師」入
山アキ子のチャリティーコンサート。
自身の曲のほか、多彩な曲を披露
します。
●日時　11月23日㈷14時～
●場所　美祢市民会館
●料金　3,000円（お土産付き）

　※チケット販売場所：美祢市民会
　館、名曲堂（宇部市）ほか
■問い合わせ　入山アキ子後援
　会事務局（☎04－2956－0448）

　1000年以上の歴史を持つ伝統
ある神事。数千人の裸坊とよばれ
る白装束の男達が、「兄弟、わっしょ
い」の掛け声と共に、二体の御輿と
巨大な御綱代輿を引いて練り歩き
ます。また、翌日は天神おんな神輿
が行われます。
●日時　11月24日㈯18時～
●場所・問い合わせ　防府天満宮
　（☎0835－23－7700）

　幕末に海外留学した5人の長州
藩士（伊藤博文・井上馨・山尾庸
三・井上勝・遠藤謹助）の関連資料
を一堂に集めて紹介します。
●日時　11月25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）

　鷗外の翻訳作品の中で最も広く
愛されている「即興詩人」。初版本
や津和野町出身の画家・安野光雅
氏による「繪本 即興詩人」の絵
画、校正の紙様と呼ばれた神代種
亮による校正本とともに、鷗外が表
現した「即興詩人」の世界をたどり
ます。
●日時　来年1月6日㈰まで
　9時～17時　※毎週月曜休館
●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）

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。 森鷗外『即興詩人』
の世界

長州ファイブ
～幕末・海外留学生の軌跡～

御神幸祭（裸坊祭）

入山アキ子
～新曲お披露目～

あいお花火大会

厚狭秋まつり

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（10面参照）　　…はつらつポイント対象□必

　　光と音楽によるイルミネーションショーや
イルミネーションコンテストなど、ときわ公園
が幻想的な光の世界に包まれます

〔点灯式〕11月18日㈰　17時30分～
　▶山口大学混声合唱団によるアンサンブル
　▶宇部鴻城高等学校吹奏楽部による演奏
　▶オープニングセレモニー（イルミネーショ
　ン点灯、光と音によるライトショー）

　▶お餅・お菓子プレゼント
　▶山口宇部空港ハンドベル同好会による
　ハンドベル演奏

〔点灯期間〕11月18日㈰～平成31年1月6日㈰
17時30分～21時30分　※12月31日休園
▽クリスマスカフェ
　あたたかいフード・ドリンクが楽しめるカフェ
▽クリスマスカードイルミネーション
　子どもたちが描いたかわいらしい絵やメッ
セージがLEDライトで灯され、会場までの
園路を幻想的な光で彩ります

▽遊園地夜間延長営業　21時30分まで
　（火曜は17時30分～21時30分）
　※平日9時30分～14時と夜間は、一部アト
　ラクションのみ営業

▽石炭記念館夜間開館　12月30日までの
土・日・祝のみ、20時45分まで（入館は20時
30分まで）

▽UBEビエンナーレ彫刻の丘ライトアップ
▽ときわ公園「ぼたん苑」“里山の灯り”ライ
トアップ（日本庭園「由志園」との連携）
　12月22日㈯からは、開花調整したボタンを
追加展示

カクタス

TOKIWA
　ファンタジア2018

湖

第9回うべ元気ブランド
認証製品が決定

海老せんべい

アルカンシエル
ルポン

うっぽく
たけのこ(水煮)

うべっち

認証製品名

酒井雄治

Bon appétit ！

うべる市民まちづくり
株式会社

社会福祉法人南風荘
セルプ南風

事業者名

☎43－6211

☎48－9198

☎38－1231

問い合わせ

■問い合わせ　6次産業推進課　☎34－8372　>22－6041

　宇部の豊かな山の幸・海の幸を加工した製品を、市が「うべ元気
ブランド」に認証し、販路拡大に取り組んでいます。このたび新し
く4製品が加わりました。各事業者の店頭、一部商品はスーパーや
イベントなどで販売していますので、ぜひお買い求め
ください。 うべ元気ブランド 検索

®090－4807
　－5240

11月17日㈯まで実施中！
　いつでも、どこからでも参加可能。自分のペースでサイクリングし
ながら、ポイントを集めよう！

サイクルポイントラリーサイクル県やまぐちプロジェクト

■問い合わせ　文化・スポーツ振興課　☎34－8628　>22－6083
　　　　　　　こども・若者応援課　☎34－8447　>21－6020

らくらくサイクリング

部門
シングルの部
グループの部
ファミリーの部
U23シングルの部
U23グループの部

400人
100組
100組

　　　　　　　－
2～5人
2～5人（18歳以下と大人2人まで）
16歳～23歳
2～5人、16歳～23歳

3,500円
6,000円
4,500円
1,500円
2,500円

　本格サイクリストから子どもまで楽しめるサイクルポイントラリー。
市内ほか、山口市・山陽小野田市・下関市などに設定したサイクリ
ングコースや、指定されたスポットでポイントをゲット。獲得ポイント数
に応じて、表彰や順位賞、抽選による商品の贈呈などがあります。
また、チェックポイントではおもてなしも楽しめます。
●日時　11月18日㈰9時～15時
　　　　受付時間：7時～8時30分　スタートセレモニー：8時30分～
●場所　山口宇部空港スタート・ゴール

●持参品　サイクリング用具一式
●申込方法　スポーツエントリー、
　ローソンDoスポーツのサイトか
　ら申し込み。詳細は市ホーム
　ページに掲載
●申込期限　11月11日㈰

1DAYライド

参加料対象定員スマホアプリ「Getterz」をダウンロードして参加しよう！
https://ube.getterz.net/

ゲッターズ

ワンデイ 要事前申込
200人

　パソコンで、デジタル地球儀のようなGoogle Earthや、宇
部市のオープンデータ、人工衛星からの宇宙データなどを使っ
てみんなの町のリスク探しに挑戦します。
●日時　12月2日㈰10時～12時
　▽宇宙データって何？
　▽オープンデータって何？
　▽Google Earthでできること
　▽地図にオープンデータを
　　重ねてみよう
●場所　山口大学工学部
●定員　30人（先着順）
●対象　中学生
●持参品　筆記用具、ノートなど
●申込方法
　▽うべ電子申請サービス　https://s-kantan.jp/ube-u/
　▽電話、FAX（氏名、学校名、学年、保護者氏名、住所を連絡）
●申込期限　11月27日㈫
■申込先　コミュニティスクール推進課
　　　　　☎37－2780　>22－6071

「オープンデータアカデミー」
参加者募集

グーグル

グーグル

アース

アース
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旬を迎えるワタリガニ、鰆
さわら

の販売
など!12月1日㈯9時～15時#うべ
新鮮市場　元気一番}県漁協宇
部岬支店（☎31－0233、>31－
0232）

「飛んでイスタンブール」「モンテ
カルロで乾杯」「アデュー」「糸」
「ありがとう」などを歌唱予定。公
募の地元合唱団も出演します
!12月6日㈭19時～#文化会館
&指定席3,500円、自由席（一般
3,000円、大学生以下1,500円）※チ
ケットは文化会館、フジグランなど
で販売{500人~12月5日まで
}宇部音楽鑑賞協会（☎34－
2384、>34－0009）

認知症の人を介護する家族や介
護を経験した人、専門職などのつ
どい。介護に関する悩みなどを話
し合い、情報交換しませんか!12
月16日㈰10時～12時#ときわ湖水
ホール%認知症の人と家族、専門
職やボランティアなど}認知症の
人と家族の会山口県支部（®090
－7503－7072［山根］）

日本の伝統話芸「講談」の独演
会。公演前には「講談を学ぶワー
クショップ」を行います。なかなか
味わえない講談の世界をお楽し
みください! 1月20日㈰ワーク
ショップ11時～12時、独演会15時～
#文化会館&ワークショップ1,500
円、独演会：一般2,500円、大学生
以下1,000円}文化創造財団
（☎35－3355、>31－7306）

たばこは吸う人にも、周りの人にも
「百害あって一利なし」。喫煙者の
禁煙を90日間応援します。保健師
と一緒に禁煙に取り組みましょ
う!申し込み後、面接の日程を調
整します%市内に在住か通勤・通
学する20歳以上&チャレンジ中に
禁煙治療を受ける場合は自己負
担{10人~11月5日～16日_保健
センター（☎31－1777、>35－
6533）

里山の自然を観察しよう。スズメ
バチ対策のため、黒っぽい服や香
りの強いものの使用は避け、厚手
の白色系の服（長袖・長ズボン）と
帽子着用で参加してください
●平原岳市民ハイキング!11月
11日㈰9時半～13時※小雨決行
#旧小野中学校集合&保険料20
円{60人<手袋、雨具、弁当、飲
み物など_宇部山岳会（☎21－
5250）
●小野湖オシドリ探訪!11月11日
㈰9時～12時#小野スポーツ広場
集合<飲み物※双眼鏡貸出可
_宇部野鳥保護の会（®090－
8063－0132）

●レノファ山口応援バス!11月11
日㈰&2 ,900円、チケットは別途
1,500円~11月7日まで（先着順）※
先着25人まで特典付き
●開運祈願！初春 九州三社詣
!1月5日㈯、6日㈰&5,900円~12

月28日まで（先着順）
……………………………………
_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

かんたん手作りソーセージ!11月
15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）~11
月12日まで#_アクトビレッジおの
（☎64－5111、>64－2800）
actvillageono@gmail.com

①はじめて学ぶ金融商品の基礎
知識!11月15日㈭13時半～15時
半②聞いて、なるほど！マヨネーズ
のお話!12月10日㈪13時半～15
時#福祉会館|*?∑（7面）
~①11月5日まで②11月30日まで
_市民活動課（☎34－8159、>22
－6004）

就労を希望する会員を募集してい
ます。ぜひ説明会にご参加くださ
い!11月16日㈮10時～12時#JA
山口宇部厚南支店%原則60歳以
上_シルバー人材センター（☎31
－3251、>31－4334）

●常盤湖の水源を訪ねる$黒岩
観音・土取水系、ときわユースホ
ステルなどを巡ります（約5km）
!11月17日㈯9時20分～12時#と
きわスポーツ広場管理棟前集合
~11月16日まで
●古地図を片手にまちを歩こう
$神仏に護られていた宇部発祥
の地を歩きます!11月18日㈰（西
コース3.5km）、12月2日㈰（東コー
ス4km）各9時50分～12時#琴崎
八幡宮バス停集合~11月16日、11
月30日まで
……………………………………
{各40人（先着順）<タオル、飲み
物、はつらつポイント台紙_観光・
グローバル推進課（☎34－8353、
>22－6083）

申込書と募集団地一覧表を11月1
日から配布します~11月20日～30
日_県施設管理財団宇部支所
（☎37－0878、>35－0233）

!11月21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）~11月5日から
_こども・若者応援課（☎31－
1732、>21－6020）

▽基調講演「女性はもっと活躍で
きる！」▽パネルディスカッション
「一歩先のキャリアへ」▽登壇者
を囲んだ懇親会!11月22日㈭13
時半～16時40分#ときわ湖水
ホール%主に企業・自治体・団体
などで働く女性など&懇親会500
円{100人（懇親会50人）|?事
業所の名称、所在地、電話番号、
FAX番号、参加者の所属・役職、
氏名（ふりがな）、メールアドレス、
懇親会の出欠~11月15日まで
_人権･男女共同参画推進課（☎
34－8308、>22－6016）

今富ダム湖畔まで往復約7㎞を歩
きます。楠こもれびの郷「秋の大

収穫祭」も同日開催。※小雨決
行!11月23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
郷お買物券300円付き）{100人
（先着順）<飲み物、雨具、帽子、
タオルなど|*?∑（7面）_北部
地域振興課（☎67－2812、>67－
2158）

写真立てに、マカロンなどのお菓
子に似せたパーツを飾り付けて、
自分だけのオリジナルフォトフレー
ムを作ろう！!11月23日㈷①10時～
11時②11時～12時③12時～13時
%小学校低学年以下は保護者同
伴&1人700円（材料費）{各10人
|*?氏名、参加人数、参加希望
回、電話番号~11月16日まで
#_学びの森くすのき（☎67－
1277、>67－0691）

健康チェック後、西宇部の名所旧
跡を訪ねて歩きます（約1.5時間、
約5km）!11月24日㈯9時半～
#西宇部ふれあいセンター集合
{50人<飲み物、タオル~11月10
日まで_西宇部ふれあいセンター
（☎>44－0878）}よりあい処西ヶ
丘（☎41－6789［新谷］、☎41－
5715［片山］）

!11月25日㈰9時～※悪天候中止
#丸山ダム周回コース%市内に
居住、通勤、通学する人▽1km：小
学1・2年▽2km：小学3・4年▽3km：
小学5・6年、中学生以上▽2周
（8 .62km）：高校生以上▽ファミ
リー（1km）：小学1～3年と保護者
のペア&1部門1人200円<飲み
物、防寒着|+?部門、住所、氏
名（フリガナ）、年齢、性別、電話番
号（自宅・携帯）、学校名・事業所
名、小学生は学年~11月14日まで
_文化・スポーツ振興課（☎34－
8614、>22－6083）

清掃のポイント、掃除用具や各種
洗剤などの正しい取り扱い方をプ
ロから学びます!11月29日㈭、30
日㈮各10時～16時#ユーピー
アールスタジアム%市内在住でシ
ルバー人材センターに入会し就業
を希望する60歳以上{10人~11
月19日まで_県シルバー人材セン
ター連合会（☎083－921－6070、
>083－921－6077）

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!12月1日㈯【女性
限定・託児あり】、15日㈯各9時～12
時#保健センター%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_保
健センター（☎31－1777、>35－
6533）

スマートフォンを持ち歩いて健康
づくりをするモニターを募集しま
す。獲得ポイント数に応じて、抽選
で景品が当たります。▽アプリをダ
ウンロードできるスマートフォンな
どが必要です（Android4.3以上、
iOS9以上で5S以上（5Cは非対応）
の端末）※データ通信費は自己負
担!モニター期間：12月1日～来年
2月28日|アプリをダウンロード（ダ
ウンロード開始日：11月29日）}健

康増進課（☎31－1777、>35－
6533）、パステムソリューションズ㈱
（☎099－223－8420、>099－223－
8369、info@necps.jp）

生産者のお話、じゃがいも収穫（1
組10株程度、収穫したじゃがいも
は持ち帰り可）、じゃがいもの試食
（蒸しじゃがいもを予定）※少雨決
行!12月2日㈰9時半～12時#農
事組合法人あいのう木田じゃがい
も畑（二俣瀬木田）&1組500円
{20組（1組5人以下）<長靴、軍
手、移植ごて、飲み物、雨天時は
カッパなど~11月20日まで_農林
振興課（☎67－2819、>67－2316）

!12月5日㈬～7日㈮▽初級コース
各9時～12時$タッチタイピングと
パソコン操作の初歩など▽中級
コース各13時～16時$Windows7、
8、10の違いと操作方法など#障
害者生活支援センターぴあ南風
%市内在住の視覚障害者とその
介助者{各5人|*?=∑（7面）
※メールの場合は要到達確認
~11月21日まで_障害福祉課
（☎34－8314、>22－6052）
syou-fuku@city.ube.yamaguchi.jp

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・外反母
趾・O脚・うおのめ・たこなどを予防
しましょう!12月9日㈰13時半～15
時半#ときわ湖水ホール{400人
~12月5日まで_末永整骨院・光
（®090－4144－2416）

!12月11日㈫13時半～15時半
#多世代ふれあいセンター%市
内在住で50歳以上の女性&1,000
円{30人（先着順）<はさみ_シ
ルバー人材センター（☎31－3251、
>31－4334）

中国出身の国際交流員コウさんと
いっしょに餃子を作ってクリスマス
会をしよう!12月15日㈯10時～15
時%県内在住のひとり親家庭の
親と子&大人500円、子ども300円
{15家族程度|+?=全員の氏
名（フリガナ）・年齢（12月15日現
在）、住所、電話番号、子供の学
年、「クリスマス会」と明記※食物
アレルギ－がある場合は要事前相
談~12月5日まで#_県母子・父
子福祉センター（〒753－0054山口
市富田原町4－58、☎083－923－
2490、>083－923－2499）
y-bosi-senter@tiara.ocn.ne.jp

講義「認知症～発症のメカニズム
と診断・治療について～」「認知症
の人・家族に寄り添った支援」、認
知症関連の活動報告、模擬認知
症カフェ「うべカフェ」など!12月
16日㈰13時～16時#ときわ湖水
ホール%認知症の人を介護する
家族やボランティア、興味のある
人{300人程度<筆記用具~12
月3日まで_高齢者総合支援課
（☎34－8304、>22－6026）

親子で豆腐作りとのり巻き作りを
楽しもう！宇部産のりについてお話
もあります!12月26日㈬9時～14時
%市内の小学生と保護者&1人

200円（保険代含む）{親子20組
<エプロン、三角巾、タオル、はし、
上ぐつ 、スリッパ 、マ スク
|*+?∑（7面）と学校名、学年
※氏名は参加者全員分~11月8日
まで#_学校給食センター（〒755
－0151大字西岐波1173－242、☎54
－4646、>54－4650）

●会への参会者!来年1月4日㈮
10時～#ANAクラウンプラザホテ
ル宇部&1,500円~12月7日まで
_総務管理課（☎34－8105、>22
－0686）、北部総合支所、各市民・
ふれあいセンター
●会員名簿への広告掲載$新年
互礼会参会者に当日配布する会
員名簿への広告掲載（1枠の大き
さは縦7.0cm×横8.5cm、黒単色、
600部作成）&1枠5,000円~12月7
日まで_総務管理課

●新成人のファッションモデル
$アトラクションでステージに立っ
てあなたの晴れ着姿を披露しませ
んか%平成10年4月2日～平成11
年4月1日生まれの新成人|*?
∑（7面）と生年月日、出身中学校、
衣装のカラー
●成人式当日のボランティアス
タッフ%新成人の保護者|*?
∑（7面）と新成人の氏名
!来年1月13日㈰※集合時間は参
加者に通知#渡辺翁記念会館
~11月30日まで_こども・若者応
援課（☎34－8447、>21－6020）

!1次試験:来年1月19日㈯、2次試
験:来年2月1日㈮～4日㈪の間の指
定日%来年4月1日現在、15歳～16
歳の男子（中学校などの卒業見
込者含む）~来年1月7日まで_自
衛隊宇部地域事務所（☎31－
4355）

「虐待かな？」と思ったら、☎189
（いちはやく）へ。子どもや子育て
に悩む保護者からの相談にも応じ
ます。匿名での通告・相談も可能
で、通告・相談をした人、その内容
に関する秘密は守られます}こど
も・若者応援課（☎31－1732、>21
－6020）

リサイクルプラザの計量器の修
繕・点検実施のため、ごみ搬入受
付の混雑が予想されます。ご理解
とご協力をお願いします!11月12
日㈪8時半～12時#環境保全セン
ターごみ焼却場、リサイクルプラ
ザ}リサイクルプラザ（☎31－
5584、>31－5844）

日本では約2,000万人が糖尿病患
者および予備軍と推定されます。
糖尿病とは、インスリンの量が不
足したり、働きが悪くなり、血液中
のブドウ糖（血糖）が多くなりすぎ
た状態が、長く続く病気です。日本
人に多いⅡ型糖尿病は、肥満・運
動不足など生活習慣を見直すこ
とで予防できます。
●糖尿病の予防や治療の啓発の
ため、世界糖尿病デー（11月14
日）、全国糖尿病週間（11月12日～
18日）に合わせて、ときわ遊園地
大観覧車がブルー（青色）にライト

アップされます。※青い丸をモ
チーフにした「ブルーサークル」は
世界糖尿病デーのシンボルで、ブ
ルー（青色）は国連や空を、サーク
ル（輪）は団結を表しています
!11月12日㈪～18日㈰17時～23時
#ときわ遊園地}保健センター
（☎31－1777、>35－6533）

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、11月14日までに予約を
お願いします!11月17日㈯8時40
分～12時（受付は11時40分まで）
#_市民課（☎34－8264、>22－
6017）

宅地建物取引士による個別相談
会!11月23日㈷10時～12時
#}宅建協会宇部支部（☎32－
8188、>32－5030）

補装具の要否判定、適合判定な
ど!11月28日㈬16時～17時#福
祉会館~11月13日まで_障害福
祉課（☎34－8314、>22－6052）

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!12
月1日㈯13時～15時#福祉会館
%本人、家族_むつみ会（☎35－
3365）

結婚を希望する男女に1対1の出
会いをサポートします。約1,400人
が登録し、これまで46組の結婚報
告がありました%20歳以上の独身
の人&登録料：年5,000円|*か
ホームページで予約後、申込書と
必要書類を持参_やまぐち結婚
応縁センター（☎083－976－8300）

労働保険は、原則として労働者を
一人でも雇用していれば適用事
業となり、その事業主は保険成立
手続きを行い、労働保険料を納付
しなければなりません}ハロー
ワーク宇部（☎31－0164、部門コー
ド21＃）

市内事業所の情報を集めたホー
ムページです。企業間マッチング
のための交流、市民向け商品や
サービスの情報・求人情報の発信
ができます。事業者登録は随時募
集中（登録無料）です。
http://www.bm-ube.jp/}商工振
興課（☎34－8355、>22－6041）

大学などの修学資金を貸し付けま
す▽貸付限度額300万円▽償還
期間1 0年以内▽貸付利率年
1.66％（保証料別途）※貸し付けに
あたり審査あり%県内に居住し、
同一事業所に1年以上勤続する
中小企業勤労者_中国労働金庫
宇部支店（☎31－2820）}雇用創
造課（☎34－8356、>22－6041）、
県労働政策課（☎083－93 3－
3210）

時間外労働の上限規制導入、年
次有給休暇の確実な取得など、
来年4月から順次施行されます。
改正法の詳細は厚生労働省ホー
ムページをご覧ください}山口労
働局（☎083－995－0390）

事故や病気などの死亡、障害、入

院などを保障し、結婚、出産、銀
婚、小・中・高校入学の祝い金を
給付します。全国宿泊施設利用
料、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や協
定している施設の利用割引もあり
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

お知らせ

募　　集

庄野真代コンサート

認知症の人と家族の会
山口県支部のつどい

マンスリー古典芸能～第1弾～
講談「一龍斎貞寿独演会」

禁煙チャレンジ

環境保全センターへの
ごみの搬入

糖尿病を予防しましょう

ハーブを楽しむ会
畑クッキング

賢い消費者講座

お菓子のフォトフレームを
作ろう！

未来へと　命を繋ぐ
189（いちはやく）

じゃがいも収穫交流会

まるごと宇部産料理教室

新年互礼会の参会者と
会員名簿への広告掲載

成人式のファッションモデルと
保護者ボランティア

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

視覚障害者のためのIT講習

ゆびのば体操で外反母趾・
膝痛・O脚予防法

水引きのお正月リース作り
講習会

ひとり親家庭のための
親子ふれあいのつどい

認知症の人と家族を地域で
支えるための勉強会

西宇部ウォーキング

市民走ろう大会
ランニングフェスｉｎふたまたせ

シルバー人材センター
出張説明会

てくてくまち歩き

県営住宅入居者

施設・店舗などの清掃講習

総合集団健診

ウオーキングアプリ
「うべウオーク」モニター

離乳食教室（前期）

明日のビジネスを担う
女性たちの交流会in宇部

今富ダム湖畔
紅葉ウオーキング

平原岳市民ハイキングと
小野湖オシドリ探訪

交通局の旅プラン

マイナンバーカードの
受け取りは済みましたか

働き方改革関連法成立

ハートピア共済に
加入しませんか

ハトマーク
空き家無料相談会

身体障害者の巡回相談

統合失調症・うつ病相談会

ご利用ください
やまぐち結婚応縁センター

労働保険料の納付

ビジネスマッチング宇部

中小企業勤労者に子の
修学資金を貸し付けます

ワタリガニ・鰆
さわら

まつり

∑…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
福重　正（大阪府吹田市）………………………………… 100,000円
宇部新天町名店街協同組合（新天町）…………………… 200,000円
防長建運株式会社（北小羽山町）………………………… 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
（9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

!11月11日㈰10時～13時#請川の里%小学生以下は保護者同伴&1
人1,500円{16人（先着順）|*?=∑（7面）と年齢~11月9日まで
_ワイルドキッズクラブ（®090－8362－2678［槇本］、>39－0037）
wildkidsclub2011@gmail.com

!11月11日㈰10時～16時#男女共同参画センター &一般2,000円、
女性・ジュニア1,000円（食事・飲み物付き）|*?=氏名、電話番
号~11月9日まで_日本棋院宇部支部（☎>21－8820）yoshi123ranka
@outlook.jp

!毎週土・日曜9時～17時※入退室自由#男女共同参画センター
%小学生&1日300円※当面無料|*?=氏名、電話番号、学年
_日本棋院宇部支部（☎>21－8820）yoshi123ranka@outlook.jp

講演会、展望ラウンジ開放、もちまき、キャンパスツアーなど!11月
17日㈯10時～16時#山口大学工学部（常盤キャンパス）}山口大学工
学部総務企画課（☎85－9005）

より良い透析生活を送れるよう、「透析患者への食事」について学びま
す!11月18日㈰10時～13時#福祉会館%透析患者と家族{30人
_宇部市腎友会（☎>44－0261）

みんなでそば打ち

宇部日報社杯　囲碁大会

ジュニア囲碁教室会員募集

山口大学工学部ホームカミングデー

透析料理教室

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

11月7日㈬18時30分～20時　「21世紀マーケット先取り術」
11月21日㈬18時30分～20時　「ビジネスカフェ」
11月6日㈫、20日㈫18時30分～19時30分　「うべ起業家きらめき　
　サロン」（女性起業家との座談会）　ほか
■場所・申込先　うべスタートアップ
　☎39－5010　>39－5184　https://ube-startup.com/

11月9日㈮18時30分～19時30分　「実践！好感を与える就活メイク」
11月16日㈮18時30分～19時30分「就職後にも活かせるビジネスマナー」
▽プチセミナー　13時30分～/18時30分～　※定員　各15人程度
　11月30日㈮　「知っておきたい自分の印象と身だしなみ」
　12月7日㈮　「緊張感を味方に！面接会場の入室・退室」
■場所・申込先　ジョブスタ
　☎39－5013　>39－5184　jobsta@aurora.ocn.ne.jp

うべスタ＆ジョブスタセミナー
参加者募集 ※定員　各20人程度

うべスタ

ジョブスタ



情報カレンダー情報カレンダー 11月1日～12月5日11月1日～12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）

11月1日㈭
2日㈮
3日㈷

4日㈰

6日㈫
7日㈬

8日㈭
9日㈮

10日㈯

11日㈰

13日㈫

14日㈬

16日㈮

16日㈮
17日㈯

18日㈰

19日㈪
20日㈫

21日㈬

22日㈭

24日㈯

25日㈰
27日㈫
28日㈬

30日㈮
12月1日㈯

2日㈰

5日㈬

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）
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～14時半）
かみしばい（図書館　14時半～15時）
秋の星空観望会（勤労青少年会館　18時～21時）
明るい選挙啓発優秀作品展（宇部まつり会場）
献血・400mL限定（宇部まつり会場　9時半～11時45分、13時～16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）
園芸相談（ときわミュージアム　10時～12時、13時～16時）
明るい選挙啓発優秀作品展（図書館　※11日まで）
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）
「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）
芸術祭　ラン展（ときわミュージアム　9時半～17時、最終日16時まで）※11日まで
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）
芸術祭　古典園芸展（文化会館　9時～17時、最終日16時まで）※11日まで
献血・400mL限定（学生は200mL可）（宇部工業高等専門学校　9時半～11時45分、13時～15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）
芸術祭　演劇（芸術座）（文化会館　18時半～20時）㊒
芸術祭 市民音楽祭（合唱部門）（渡辺翁記念会館　13時～）
芸術祭　演劇（芸術座）（文化会館　13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）
1歳6カ月児健康診査（保健センター　13時～14時）
明るい選挙啓発優秀作品展（学びの森くすのき　※20日まで、19日は休館）
献血・200mL、400mL（宇部税務署　9時～12時、13時～16時）
芸術祭　東洋蘭展B展（ときわミュージアム　9時半～16時半、最終日は15時半まで）※18日まで
「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）
芸術祭　演劇（若者座）（多世代ふれあいセンター　19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）
芸術祭　演劇（若者座）（多世代ふれあいセンター　14時～、18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）
オーロラ上映会（文化会館　13時～15時、16時～18時、19時～21時）㊒
明るい選挙啓発優秀作品展（ゆめタウン宇部　※28日まで）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
芸術祭　東洋蘭展A展（ときわ湖水ホール　10時～16時）
芸術祭 奇術大会（文化会館　14時～15時）
かみしばい（図書館　14時半～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）
芸術祭　東洋蘭展A展（ときわ湖水ホール　9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）
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」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）
芸術祭　俳句の集い（文化会館　12時～15時40分）
芸術祭　市民音楽祭（文化会館　13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）

プラネタリウム投影会　!11月4日㈰、11日㈰、18日㈰、25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
　!11月21日㈬13時半～15時半　予約受付開始11月8日㈭8時半～
　!12月5日㈬13時半～15時半　予約受付開始11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　!11月14日㈬、28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　!11月10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　!11月20日㈫　#市役所
{4組　~11月13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　!11月20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　~11月16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。

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

いのくまこどもクリニック
西岐波
☎51－0880

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11月30日㈮、12月3日㈪
※祝日を除く

※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。

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

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

上宇部こどもクリニック
常盤台
☎29－1155

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

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

4日㈰ 11日㈰ 18日㈰11月3日（土・祝） 23日（金・祝） 25日㈰ 12月2日㈰

●歯科　日時　4日㈰9時～12時　場所　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099

かわかみ整形外科・小児科クリニック
野原
☎37－3700


