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（　）内は前月比。2018年8月末日現在
（転入・転出は8月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
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人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入277人　転出319人

3面
2面

5～7面

乳がん検診を受けましょう
来年度の保育園入園申し込み
スポーツコミッションフェスタ
　　特集　宇部市の未来のカタチNO.1512

2018年（平成30年）
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「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
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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

　起業・創業支援施設「UBE START UP（うべスター
トアップ）」内にある「JOB STA（ジョブスタ）」（多様な働
き方確保支援センター）は、ハローワークと連携しワンス
トップで就労相談や職業紹介など、相談者のニーズに
応じた多様な働き方を支援します。
　仕事を探す際には、いろいろな悩みや疑問が生じる
もの。そんな時、一緒に考えてくれる、それがジョブスタ。
キャリアコンサルタントなどの資格を持つ経験豊かな相
談員が対応しますので、安心してお越しください。
　「JOB STA ゼミ」と題して、就職につながる「就活応
募書類の書き方講座」を実施中。

10月9日㈫は「職務経歴書のパターンを知る」、16日㈫
は「意外に大事！添え状とお礼状」を開催。両日ともに
1日2回、13時30分と18時から約30分で気軽に受けら
れる無料の講座です。
　また、「UBE START UP（うべスタートアップ）」にお
いても、各種ビジネスセミナーを開催中。10月のスケ
ジュールは2面に掲載していますのでご覧ください。今
後は、起業家や留学生との交流サロンも開催予定。
　ちょっと聞いてみようかなと思ったあなた、お気軽に
お立ち寄り下さい。

場　所　中央町三丁目13－7
　　　　カーサ合

ね

歓
む

1階
平　日　11時～19時
土・日・祝　10時～18時
休業日　毎週木曜日・年末年始
　　　　　（12月29日～1月3日）
☎39－5013　>39－5184

「JOB STA（ジョブスタ）」
（多様な働き方確保支援センター）

あなたに合った仕事がきっとみつかる！

市役所周辺
渡辺翁記念会館前
（ハーモニー広場）

11月3日（土・祝）

11月4日㈰

●よしもとお笑いライブin宇部まつり

駐車場

連携イベント

車両通行止めなど

駐輪場

■問い合わせ
　宇部観光コンベンション協会　☎34－2050　>29－3303
　宇部商工会議所　☎31－0251　>22－3470
　観光・グローバル推進課　☎34－8529　>22－6083

前夜祭

本　祭

●ワールドキッチン～世界の食の祭典～
●うべキャンドルドリーム

10時30分～19時

17時～21時

原田侑子

Yamakatsu

トータルテンボス

レインボー
どさけん

※都合により出演者が変更になる
　場合があります

●ステージイベント
　▽HUGっと！プリキュア ショー
　▽ニュー南蛮音頭ダンスコンテスト
　▽原田侑子SPECIAL LIVE　
　▽Yamakatsu LIVE
　▽アルコイリスサンバショー　ほか
●ワールドキッチン～世界の食の祭典～
●屋台Lab＆手作りマルシェ

渡辺翁記念会館前

渡辺翁記念会館前

常盤通り

平和通り

11時～19時

●パレード　曳山パレード、
　　　　　　南蛮音頭総踊り、
　　　　　　商工会議所華創パレード
　　　　　　ほか

10時30分～16時

11時～16時
●お国自慢物産展
●フリーマーケット
●キッズ広場
●はたらく車　ほか

山口大学医学部「医学祭」（11月3日、4日開催）
11月4日㈰9時～20時

11月3日（土・祝）は渡辺翁記念会館前
11月4日㈰は青少年会館と渡辺翁記念会館前

▽平和通り、常盤通り、国道190号など…11月4日㈰9時～17時30分
▽渡辺翁記念会館付近…11月3日（土・祝）13時～21時30分
　　　　　　　　　　　11月4日㈰8時～19時30分

神原小学校、琴芝小学校、新川小学校、琴芝街区公園、蛭子公園、
魚市場、東部体育広場
東部体育広場から無料シャトルバスを運行（10時～19時30分、約
10分ごと）
※渡辺翁記念会館駐車場は、11月1日㈭18時～4日㈰終日、駐車
　できません

「JOB STA（ジョブスタ）」

会場

山口大学
医学部

渡辺翁記念会館 ●ステージイベント
●ワールドキッチン　ほか

●医学祭

●お国自慢物産展
●フリーマーケット
●キッズ広場
●はたらく車　ほか

わいわいぱぁ～く
（中央街区公園）
●レノファわいわいぱぁ～く

地産地消
ふるさと
フェア 青空ゾーン（新天町アーケード）

平和通り

宇部新川
JR宇部線

まつり会場

琴芝

市
役
所

真
締
川

宇
部
郵
便
局

パレード会場
　出発点：宇部郵便局前
　終点：新川大橋

ハーモニー広場は
渡辺翁記念会館前
に変更になります

各種ブース出展エリアを
宇部新川駅付近まで拡張
します



広報うべ 2018年10月号 広報うべ 2018年10月号❷ ❸10月はピンクリボン月間です10月はピンクリボン月間です

うべスタセミナー
参加者募集

「若者ほっとカフェ」オープン

ONOフェス
あなたが選ぶ「宇部いいトコ100選」

宇部の「こころ」プロジェクト

図書予約棚の設置とメール
配信サービスを開始します

　10月はピンクリボン月間です。乳がんの正しい知識の普及と乳
がん検診受診の啓発を行います。
　日本では女性の11人に1人が患うといわれる乳がん。40～64歳で
は女性のがんによる死亡原因の第1位となっています。
　乳がんは自分で発見しやすいがんです。早期発見・早期治療の
ため、乳がんの正しい知識を持ち、月1回は自分でチェックし、定
期的にがん検診を受けましょう。
●市の検診
　　市の乳がん検診は2年に1度の受診、対象は40歳以上です。事
業所などで、がん検診を受ける機会がない人は市のがん検診の
受診券を郵送しますので連絡してください。今年度の受診期限
は12月20日㈭です。

■問い合わせ　保健センター　☎31－1777　>35－6533

●募集予定住宅
　西岐波、亀浦、石原、風呂ヶ迫、東小羽山、岬、第5平和荘、
第6平和荘、第7平和荘、中央町第3借上、相生町借上、常盤
町借上、小羽山
　※借上住宅は居住期限があります
●申込案内
　10月12日から募集住宅の一覧表と申込書類一式を交付します
　▽設置場所　①市役所庁内アジア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　申込書を①か④に持参か、①に郵送
　▽申込期間　10月19日㈮～31日㈬［消印有効］
●入居予定日　12月3日㈪
　※随時募集している市営住宅もあります（詳細はお問い合わ
せください）
■問い合わせ　アジアJV　☎37－0211　info@asia-jv.com

●内容　人権施策の推進に関する提言や検討など
●募集人数　2人
●任期　11月1日～2020年10月31日（2年間）
●応募資格　市内に在住、在勤、在学の20歳以上（11月1日現在）
で、年間2回程度開催する会議に出席できるなどの要件を満
たす人
●応募方法　応募用紙と小論文「人権が尊重されるまちづくり」
（様式自由、800字以内）を、持参・郵送・FAX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、
男女共同参画センターに設置のほか、市ホームページに掲載
●応募期限　10月15日㈪［必着］
■申込先　人権・男女共同参画推進課
　　　　　☎34－8308　>22－6016

　▽10月10日㈬　14時～15時30分
　　「働き方改革セミナー（先進企業の事例から学ぶ）」
　▽10月13日㈯　13時～14時30分
　　「1日たった5分で最高の結果を出すfacebook活用法」
　▽10月17日㈬　18時30分～20時
　　「第2回ビジネスカフェ」
　▽10月20日㈯　13時～14時30分
　　「ビジネスに必要なデザインの力」
　▽10月24日㈬　18時30分～19時30分
　　「ベンチャー企業の成長戦略」
　▽11月7日㈬　18時30分～20時
　　「21世紀マーケット先取り術」
●定員　各20人程度
※この他、税務や広告、ブランディングなどの専門家による「う
　べスタゼミ」も随時開催
●申込方法　
　うべスタートアップのホームページをご覧ください
　https://ube-startup.com/
●場所・申込先
　うべスタートアップ　☎39－5010　>39－5184

　さまざまな志を持つ若者が集う場として、「若者ほっとカフェ」を開設します。学習や
読書をしたり、おしゃべりしたり、自由にゆっくり過ごせるスペースです。気軽にご利
用ください。
●開設日時　10月1日㈪
　平日（第3水曜日を除く）18時～20時　※9時～18時は年齢を問わず自由に利用できます
●開設場所　多世代ふれあいセンター 1階
●対象　市内に在住か通学する高校生・大学生（15～22歳程度）
●利用案内　▽Wi－Fi・電源コンセントの無料利用可
　　　　　　▽冷暖房完備　▽飲食物の持ち込み可
■問い合わせ　こども・若者応援課　☎34－8447　>21－6020

●日時　10月13日㈯15時～21時、14日㈰10時～15時
●内容　▽両日開催　アウトドアフェス、各団体による音楽ステージ、　
　　　　　　　　　　キャンプ体験
　　　　▽13日のみ開催　BBQ（有料）、鮎のつかみ取り　ほか
　　　　▽14日のみ開催　カヌー・クラフト体験、地域特産品バザー、
　　　　　　　　　　　　小野スイーツプロジェクト　ほか
■場所・問い合わせ　アクトビレッジおの　☎64－5111　>64－2800

平成31年成人式
●日時　平成31年1月13日㈰13時～
　　　　（受け付け12時～）
●会場　渡辺翁記念会館
　平成10年4月2日～平成11年4月1日に生まれ、宇部
市の住民基本台帳に記載されている人には、案内
はがきを12月中旬に発送します。

　壇上で発表する新成人男女各1人を募集します。
　▽申込方法　電話、FAX
　▽申込期限　10月19日㈮
■申込先　こども・若者応援課
　　　　　☎34－8447　>21－6020

▽申込方法　電話、FAX、うべ電子申請サービス
　https://s-kantan.com/ube-u/
▽申込期間　10月1日㈪～12月14日㈮

　昨年度募集した、「宇部いいトコ100選」候補作品の市民投票を行
います。あなたが宇部市の誇りや自慢だと思う作品に投票してくださ
い。一定の投票数を得たものは、「宇部いいトコ100選」に登録。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。
　なお、「宇部いいトコ100選」の候補は、今後も随時受け付けます。
●投票期間　11月1日㈭～30日㈮
●投票方法　
　▽市ホームページ
　
　▽宇部まつり本祭宇部市PRコーナーの特設投票所（11月4日㈰）
■問い合わせ　観光・グローバル推進課
　　　　　　　☎34－8155　>22－6083

市営住宅（空き住宅）入居者募集

人権施策推進審議会委員の募集

●乳がんに関するパネル展
　図書館　10月24日㈬～30日㈫
　昭和女子屋台Lab（銀天街アーケード内）　10月1日㈪～31日㈬
●ピンクリボン街頭キャンペーン
　アルク琴芝店　10月12日㈮10時～11時30分
　ゆめタウン宇部　10月15日㈪9時～11時

双葉保育園
波木保育園
丸尾原保育園
萩原保育園
西岐波保育園
ぱんだ保育園
大学院幼児園
第二波木保育園
あさひ保育園
あさひ乳児園
琴崎保育園
法泉寺保育園
るんびに保育園
神原保育園
命信寺保育園
新神原保育園
めぐみ保育園
小羽山保育園
新川保育園
桃山保育園

東岐波
東岐波
東岐波
今村北五丁目
床波四丁目
あすとぴあ七丁目
野中四丁目
開六丁目
山門五丁目
寺の前町
上宇部
松山町五丁目
昭和町三丁目
琴芝町二丁目
北琴芝一丁目
東本町二丁目
東小羽山町二丁目
南小羽山町一丁目
朝日町
西小串五丁目

60
60
50
30
90
60
120
30
60
50
180
60
150
120
150
90
60
110
120
90

58－3501
58－2149
58－5377
51－3429
51－9214
53－5000
38－3800
21－2941
21－9504
32－0066
21－7775
34－0412
31－8555
21－4311
34－3627
32－0509
22－1151
31－3150
21－3271
32－2598

3カ月
3カ月健診終了後

2カ月
2カ月
6カ月
3カ月
2カ月

3カ月健診終了後
3歳

2カ月
3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
2カ月
3カ月
3カ月
3カ月
6カ月
2カ月

保育園名称 保育園名称所在地定員 電話番号 保育開始年齢 保育開
始年齢

　入園申込書は、10月22日㈪から各保育園と保育幼稚園学童課に
設置のほか、市ホームページに掲載しています。
●入園できる児童　就労、出産、病気、介護などで保護者が保育
できない児童
●保育料　家族の市区町村民税の税額により決定
●入園決定について　選考基準に基づき行います。選考は、各世

帯の就労状況など、日中の保育を必要とする事情などを考慮し、
総合的に判断します。※先着順ではありません
●申込期間　11月1日㈭～16日㈮
　就労証明書や診断書などの書類を添えて申し込んでください
■申込先・問い合わせ　入園を希望する保育園か
　　　　　　　　　　　保育幼稚園学童課　☎34－8327　>22－6051

来年4月1日からの保育園入園申し込みが始まります

第二乳児保育園
藤山保育園
東割保育園
厚南保育園
二葉保育園
原保育園
二俣瀬保育園
小野保育園
船木保育園

南浜町二丁目
西平原二丁目
妻崎開作
厚南北三丁目
西宇部北二丁目
妻崎開作
木田
小野
船木

60
130
130
100
150
120
30
20
70

33－2770
33－8861
41－9575
41－8675
41－8038
41－8517
62－1205
64－2114
67－0854

2カ月
3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
6カ月
4カ月
3カ月
1歳

所在地定員 電話番号

●認定こども園
以下の施設は、各施設に直接問い合わせてください

恩田幼稚園 50 則貞二丁目 32－1222 10カ月
●地域型保育事業実施施設
こぐま保育園
リトル明光乳児園
たちばなナーサリー
プティット宇部保育園
YICキッズ黒石保育園

19
19
19
18
19

末広町
西岐波
今村南一丁目
南浜町二丁目
黒石北四丁目

33－1146
51－7500
38－8567
33－0603
43－6631

3カ月
3カ月
10カ月
4カ月
6カ月

■問い合わせ
　北部地域振興課
　☎67－2812　>67－2158

「二十歳のメッセージ」発表者を募集

　会場では、うべの里アー
トフェスタプレイベント、
迷路「UBEラビリンス」ワー
クショップなども開催中！

おの

市外に転出し、出席を希望する人は
申し込みを

乳がんを知って、
検診を受けましょう

「UBEラビリンス」イメージ図

宇部市立図書館利用 検索

宇部のこころプロジェクト 検索

開始日　10月3日㈬
●予約取り置き棚の設置（図書館）
　予約図書を、ご自身で専用の棚から受け取ることができます
●メール配信サービスの開始（図書館、学びの森くすのき）
　予約図書の貸し出し可能のお知らせや、図書館利用に関する
　情報などをメールでお知らせします
登録はこちらから
　
　ログイン後、メールアドレスを登録
■問い合わせ
　図書館　☎21－1966　>21－3801
　学びの森くすのき　☎67－1277　>67－0691

アクトビレッジおの10周年記念イベント



広報うべ 2018年10月号 広報うべ 2018年10月号❹ ❺

特集　宇部市の未来のカタチ①

●定員　2,000人（先着順）
●申込方法　公式ホームページなどからお申し込みください。申
込用紙の場合は、参加料を添えて郵便局で手続きをしてくださ
い。申込用紙は市役所、北部総合支所、各ふれあいセンター
などに設置します。
●申込期間　10月6日㈯～12月16日㈰［消印有効］

くすのきカントリーマラソン
日時　平成31年3月17日㈰
会場　万倉ふれあいセンター（スタート、フィニッシュ）

ボランティアスタッフも募集します

10km
2km

中学生以上

小学生のみ
3,500円
1,700円

フルマラソン
（制限時間6時間、関門あり）

種　目 参加資格 参加料
18歳以上
（高校生を除く）4,500円

12月28日㈮までに事務局にご連絡ください

参加者募集

■問い合わせ　くすのきカントリーマラソン実行委員会事務局
　　　　　　　（文化・スポーツ振興課内）
　　　　　　　☎32－9600　 >22－6083
　http://www.e-marathon.jp/kusunoki/

日時/10月8日（月・祝）　10時～15時30分
会場/恩田運動公園一帯、アクトビレッジおの
■問い合わせ　文化・スポーツ振興課　☎34－8629　>22－6083

ユーピーアールスタジアム
●背すじを伸ばして健幸スイッチON！
　10時～13時
　ストレッチポー
ル運動体験、
ゆびのば体操、
10秒で測れる
健康測定
●子ども用スポーツグッズリユース広場
　10時～15時30分（9時30分～整理券配布）
　※対応サイズは130cm以上
　▽対象　子育て世帯　▽定員　120組程度
●無料足型測定会～あなたの足型から最適
シューズをナビゲート～　10時～15時30分
　参加者には店舗で使える割引券をプレゼン
ト！ドリンクの無料試飲会もあります
●みんなで踊ろう！宇部市こども元気体操
　10時15分～10時55分
　宇部市こども元気体操と、リズムトレーニン
グ、ストレッチ、ステップなど
　▽対象　親子　▽定員　30人程度
　▽持参品　室内用シューズ
●老若男女でレクダンス
　①11時15分～11時45分②12時～12時30分
　レクリエーションと簡単なリズムダンスを組
み合わせた「レクダンス」の体験
　▽定員　各20人
　▽持参品　室内用シューズ
●みんなでACP（アクティブ・チャイルド・
プログラム）　13時～15時30分
　遊びを通じて、子ども達が楽しみながら積
極的に体を動かしたくなる運動プログラム

　▽持参品　室内用シューズ
●障害者スポーツコーナー
　13時30分～15時30分
　誰でも簡単に楽しめるボッチャなどの障害者
スポーツの体験

●チアダンスお披露目、リズムダンス＆ス
ローエアロビック体験会
　①13時30分～13時40分
　　キッズチアダンスクラブ「オレンジポップ
コーン」のチアダンス

　②13時50分～14時5分
　　子ども向けのリズミカルで楽しいダンスプ
ログラム「リズムダンス」の体験

　③14時15分～14時30分
　　ゆったりリズムで誰でも笑顔で楽しくでき
る「スローエアロビック」の体験

　▽定員　各30人

　

●スポちゃれ祭2018（ニュースポーツフェス
ティバル＆体力測定）　10時～15時30分
　体力測定にチャレンジし、体力年齢を判定
します
●クロスバイク・e‐Bike試乗体験会、リカ
バリーウェア体験会
　10時～15時30分
　スポーツ自転車の
入門機「クロスバイ
ク」とスポーツ電動
自転車「e‐Bike」の試乗体験
●レノファ山口FC運動教室　要事前申込
　運動が苦手でも運動の楽しさを実感できる、
ボールを使ったトレーニング
　▽年中～年長対象　10時～10時45分　
　▽小学1～2年生　11時～12時　
　▽定員　各20人（先着順）
　▽申込先　事務局（®090－9733－1881）
●グランドソフトボール体験会
　12時30分～15時30分
　視覚障害者の野球「グランドソフトボール」
の体験

◎バンブーバイクの展示・試乗体験あり
●バブルボールで遊ぼう♪
　①10時30分～12時②13時30分～15時
　　バブルボールを

使った、バブル体
操・バブルリレー・
バブルサッカー

　　など
　▽対象　小学生以
　　上（身長115ｃｍ以上の人）
　▽定員　各20人
　▽持参品　室内用シューズ
●窯焼きピザの販売とキャンプ用品の展示　
10時～15時30分
　キャンプ場にある
ピザ窯を使い、お
好きなトッピングを
したピザを販売し
ます
　※限定100食
●青空ヨガ
　10時30分～11時15分（10時20分までにビジ
ターセンター前に集合）
　青空の下で行う初心者でもできる易しいヨガ
　▽定員　各20人
　▽持参品　ヨガマットかレジャーシート、飲
　み物など
●Eボート体験教室　要事前申込
　①10時30分～11時30分
　②12時30分～13時30分③14時～15時
　10人乗り手漕ぎボートの体験
　▽対象　小学生以上（小学1～3年生は保
　護者同伴）　▽定員　各10人
　▽費用　500円
　▽持参品　水筒、帽子、タオル、ペットボ
　トル飲料、着替えの服・靴など
　▽申込方法　氏名、年齢、住所、電話番
　号を連絡
　▽申込先
　　アクトビレッジおの（☎64－5111）

恩田運動公園

アクトビレッジおの

要事前申込

要事前申込

ガーデンシティうべ 構想（素案）と宇部市立地適正化計画（素案）の
意見の募集と合同説明会を開催します

■問い合わせ　ガーデンシティ推進グループ　☎34－8485　>22－6008
　第四次宇部市総合計画後期実行計画の重点プロジェクトとして取り組んでいる「ガーデンシティ推進プロジェクト」を計画的に推進
するため、「ガーデンシティうべ構想」を策定します。

テーマ 項　目 主な取り組み

　本市は、工業都市として発展する過程で発生した公害問題を克服す
る中で、市街地の街路や公園の緑化を推進するとともに、個性的な彫
刻を数多く配置して、豊かな都市空間を形成してきました。また、花
いっぱい運動から発展した花壇コンクールは、平成30年秋には114回
を迎えるなど、市民と一体となって「緑と花と彫刻のまち」に取り組ん
できました。
　このような本市の誇れる取り組みを次世代に継承し、持続的に発展
させていく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、本計画を全市的に展開し、他都市に誇れる魅力ある都市空間の
形成と産業振興につなげていきます。

　「緑と花と彫刻のまちづくり」の新たなステージとして全市的に展開
していくために、ガーデンシティうべの基本理念とキャッチコピーを
以下のとおりとします。

　これまで築いてきた「緑と花と彫刻のまち宇部」を基盤に、「まちを育て
る」、「ひとを育てる」、「花を育てる」の3つのテーマを柱として取り組みを進
めます。
　右の図は、その体系をイメージ化したものです。花木で3つのテーマの
柱を、そして、枝とそこに咲く花や葉はUBE IN BLOOMを実現するため
の個別の取り組みを表現しています。

花と緑にあふれ、市民が輝き誇りを持ち、人々の暮らし
を豊かにする持続可能なまちづくりを目指す
キャッチコピー

～花につつまれるまち　うべ～
※IN BLOOM とは、花が咲き誇る様子を意味しています。

UBE IN BLOOM

●市役所周辺、ときわ公園、楠こもれびの郷などや中心市街地を先導的に整備するとともに、
住み慣れた地域の拠点や、市内外の人が訪れる交流の拠点などにおいても、緑と花と彫刻
が調和した宇部市ならではの空間づくりを進めます。
●バラを中心として、四季折々の花を楽しめる花壇づくり、個人や企業などが育てた花壇の
一般公開など、まち全体でいつでも花を楽しめる持続可能な空間づくりを進めます。
●花を楽しみながらまちなかを回遊する仕組みづくりを進め、観光や健康増進につなげます。

●花やガーデニングの専門家「ガーデンマイスター」養成講座や「花の育て方スクール」など、
初心者からエキスパートまでを対象とした講座を開催することにより、ガーデンシティう
べを支える専門家の育成と、花に関心をもつ市民の裾野を広げます。
●イベントなどを開催することにより、ガーデニングの好きな市民や団体同士の交流を図る
とともに、さまざまな世代に花を楽しむ機会をつくります。
●緑と花のまちづくりが盛んな他都市との交流やガーデンツアーを実施し、地域内外の交流
を進めます。

●市民が育成した花苗を活用するなど、市民協働の花づくりを進めます。
●オリジナルの花や、さまざまな商品開発などを進め、うべブランドとして確立させる土台
づくりを支援します。
●生産者、販売者とともに需要の掘り起こしや販路開拓などをすすめ、花き産業の活性化を
図ります。
●生産性の向上、省力化、効率性・安定性の確保のため、ICT・IoT技術の導入を支援します。
また、生産者の確保やスキルアップとともに、後継者問題などの解消にも取り組みます。
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花
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て
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産業化

市民参加

※本構想のパブリックコメントと説明会の詳細は7面に掲載しています。

●なぜガーデンシティを目指すのか（取り組みの背景）

●ガーデンシティうべ構想の基本理念

基本理念

ウベ　　　 イン 　　　　　ブルーム

●どうやって実現するのか

共通イベント
●飲食ブース出店　●サインdeポイントラリー

ガーデンシティうべ 構想（素案）
～花と緑にあふれ、快適で潤いのある都市空間「ガーデンシティうべ」を目指して～

イメージ図

　本構想の計画期間は概ね10年とし、必要に応じて中間
年次の5年目に見直しを行います。
　また、主な施策については、第四次宇部市総合計画後
期実行計画期間中に集中的に取り組むこととしています。

●計画期間

10月はピンクリボン月間です



広報うべ 2018年10月号 広報うべ 2018年10月号❻ ❼

特集　宇部市の未来のカタチ③特集　宇部市の未来のカタチ②

宇部市立地適正化計画（素案）
～持続可能で暮らしやすい地域共生のまちづくりに向けて～

■問い合わせ　コンパクトシティ･共生型包括ケア推進グループ　☎34－8896　>22－6008

『多極ネットワーク型コンパクトシティ×地域支え合い包括ケアシステム』

　人口減少や少子高齢化の進行によるさまざまな課題に対応するため、利便性の高い集約型のまち「多極ネットワーク型コンパクト
シティ」への転換と、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できる「地域支え合い包括ケアシステム」の強化を図り、『地域共生のまち
づくり』を進めていきます。

●都市拠点や地域拠点、地域コミュニティ核の拠点性を高め、それぞれの拠点や核を公共交通で結ぶ、コンパクトなまちづくり
　（多極ネットワーク型コンパクトシティ）を進めます。
●都市拠点や地域拠点、公共交通の主要幹線周辺などに居住を誘導します。
●人口減少や少子高齢化が進む中においても、高齢者や障害者など、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、地域支え
　合い包括ケアシステムを強化します。

＜多極ネットワーク型コンパクトシティ＞
持続可能なコンパクトなまちづくりを
実現するための具体的な取組

多極ネットワーク型コンパクトシティのイメージ 地域支え合い包括ケアシステムのイメージ

宇部市立地適正化計画による”地域共生のまちづくり“の推進

具体的な取り組みと期待される効果 今後のスケジュール

届出制度

都市機能誘導区域と居住誘導区域の設定

都市機能誘導に
係る届出が必要

居住誘導に
係る届出が必要

ご意見をお聞かせください　～パブリックコメント～

合同説明会を開催します　※開始時間はすべて19時

「
に
ぎ
わ
い
」

「
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性
」

「
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」

＜宇部市立地適正化計画の実施方針＞

～多極ネットワーク型コンパクトシティ×地域支え合い包括ケアシステム～
まちづくり方針①【にぎわい】 まちづくり方針②【利便性】

にぎわい・安心・利便性の高い生活の実現

＜地域支え合い包括ケアシステム＞
地域福祉の推進・住民自治による地域づくりを

実現するための仕組み

既存のポテンシャルを活かし、多様な世
代がにぎわう魅力的な都市拠点づくり

公共交通と生活利便性を活かし、歩いて
暮らせる居住区域づくり

まちづくり方針③【安心】
地域支え合い包括ケアシステムを強化し、
安心した暮らしにつながる地域づくり

●多様な世代が交流し、都市の中心としてのにぎわいづくり（まちなかエリア）
　▽市役所本庁舎の建て替えに伴い、真締川公園などと一体的なガーデンシティにふさわしい魅力ある緑地・交流空間を創出
　します。

　▽宇部新川駅周辺の魅力ある空間整備や公共交通の利便性の向上を図ります。
　▽多様な世代の交流・活動の場や拠点などを整備します。
●既存のポテンシャルを活かし、官民連携によるまちづくり（まちなかエリア）
　▽空き物件のリノベーションや空き店舗の活用、まちなかオフィスの立地などを支援します。
　▽商業などの活性化やにぎわい創出のため、既存の中心市街地活性化基本計画の見直しを検討します。
　▽都市機能の誘導を図るため、地区計画などによる規制緩和や、郊外の大規模集客施設の立地制限などを検討します。
●地球にやさしく、賢くエネルギーを利用できるまちづくり（まちなかエリア）
　▽地区内電力の有効利用や再生可能エネルギーの活用などを組み合わせたスマートコミュニティの構築を目指します。
●多様な世代の交流に対応した居住地づくり（まちなかエリア）
　▽住宅などの新築や空き家の活用などに対するソフト支援により重点的に居住を誘導します。
●都市拠点を補完する地域拠点づくり（暮らしの重点エリア）
　▽重点的に居住を誘導するためのソフト支援を検討します。
　▽宇部駅のバリアフリー化や、西岐波団地余剰地の活用に取り組みます。
●公共交通と生活利便性の高い居住地づくり（暮らしのおすすめエリア）
　▽鉄道やバスなどの利用促進、バス路線網の再編などにより、交通利便性の向上を図ります。
　▽空き家の情報発信や移住・定住支援制度などにより、市内外からの居住誘導を図ります。

●地域福祉の推進（市全域）
　▽複合的な問題に対処できる「福祉なんでも相談窓口」の設置により、相談窓口の機能拡充を図ります。
　▽地域の支え手・担い手となる人材の育成や関係機関との連携などにより、地域の見守り・支え合いの体制づくりを推進します。
●住民自治による地域づくり（市全域）
　▽地域計画や健康プランに基づき、地域主体による地域課題解決に向けた取り組みを支援します。
　▽地域のニーズに応じた移動手段としての地域内交通などの導入を支援します。

地域支え合い包括ケアシステムを強化して、地域福祉と住民自治による地域づくりを推進します。

多極ネットワーク型コンパクトシティの実現に向けて、都市機能（大規模店舗や病院など）の誘導と居住誘導に係る取り組みを推進します。 【計画期間】
　持続可能な都市として目指す姿を分析・検討し、長期を展望し
つつ、2035年を目標に、土地利用や誘導すべき施設に関する施策
を実施します。

●平成30年10月　両素案のパブリックコメント（意見の募集）の実
施・説明会の開催
●平成30年11月　ガーデンシティうべ構想の策定
●平成31年3月　宇部市立地適正化計画の策定

　立地適正化計画には、都市機能誘導区域（多くの人が利用する施
設などを維持・誘導する区域）、居住誘導区域（人口密度を維持す
る区域）及び都市機能誘導施設を位置づけます。
　本市は、５つの居住区域を定めて、それぞれの区域に応じたま
ちづくりを進めます。
　５つの居住区域のうち、まちなかエリアを都市機能誘導区域と
居住誘導区域に指定し、暮らしの重点エリアと暮らしのおすすめ
エリアを居住誘導区域に指定します。

●対象　市内に居住か通勤・通学する人、事案の利害関係者
●資料の閲覧・意見募集期間　10月10日㈬～ 31日㈬
●閲覧場所　市役所、北部総合支所、各市民・ふれあいセンター、
市ホームページ
●提出方法　意見、該当ページ、住所、氏名、連絡先、市外の人
は勤務先か学校名、利害関係の内容を記入し、持参、郵送、
FAX、メールで提出（様式は自由）
　※メールの場合は、開封確認の要求か、電話で到達確認をして
　ください。
■提出先・問い合わせ　
　▽立地適正化計画関係　
　　コンパクトシティ･共生型包括ケア推進グループ
　　☎34－8896　>22－6008
　　c-city@city.ube.yamaguchi.jp
　▽ガーデンシティうべ構想関係
　　ガーデンシティ推進グループ
　　☎34－8485　>22－6008
　　g-city@city.ube.yamaguchi.jp

目標
8施設以上

現状値
7施設

【都市機能誘導区域の目標指標】

中心市街地の通行者数の増加
昼間人口の増加

公共交通ネットワークの維持
住みやすいと思う市民の増加

【期待される効果】

10月11日㈭厚南市民センター
10月12日㈮東岐波ふれあいセンター
10月15日㈪福祉会館

10月17日㈬小野ふれあいセンター
10月18日㈭万倉ふれあいセンター

【届出対象区域】
　都市機能誘導区域外
【対象行為】
　誘導施設の開発行為や建築等行為
　※都市機能誘導区域内は、誘導施設の休止、
　　廃止の届出が必要

【届出対象区域】
　居住誘導区域外
【対象行為】
　3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
　1,000㎡以上の建築目的の開発行為
　3戸以上の住宅の新築など

都市機能誘導区域には、誘導又は維持する施設（誘導施設）を
位置づけます。
▶行政機能（市役所本庁舎）
▶商業機能（※百貨店・スーパー（1,000㎡以上）など、商店街内の店舗）
▶医療機能（※特定機能病院、※病院）
▶子育て支援機能（子育て支援施設）
▶起業・創業支援機能（オフィス、事業所など）
▶交通結節機能（宇部新川駅）
※届出制度対象の誘導施設

居住
誘導区域

都市機能
誘導区域各住居区域の説明・方針

まちなかエリア
都市の中心として、多くの人が交流するための都市機能を維持
誘導するとともに、重点的に居住を誘導します。

暮らし重点エリア
公共交通や生活利便施設を中心に地域の拠点を形成し、重点的
に居住を誘導し、既存の都市機能を維持します。

暮らしのおすすめエリア
人口が集積し、交通利便性・生活利便性が高い地域として、歩い
て暮らすことができる市街地を形成するため居住を促進します。

暮らしのエリア
地域コミュニティ核の機能を維持し、用途地域指定に応じ土地
利用を進め、ゆとりある住環境を維持します。

自然と暮らしの共生エリア
地域コミュニティ核の機能を維持し、営農環境と調和した住環
境や、良好な自然環境を保全します。

連携

《都市拠点》主要幹線
JR・バス

主要幹線
JR・バス

《地域拠点》 《地域拠点》

バス幹線 バス幹線

バス幹線
居住誘導

用途地域内

用途地域外
公共交通ネットワーク

バス支線

地域
コミュニティ核

地域
コミュニティ核

地域
コミュニティ核

地域
コミュニティ核

地域運営組織
地域計画

住民自治による地域づくり

地域・保健福祉支援チーム

健康づくり
介護予防
生活支援
支え合い

社会福祉法人・
事業者（社会資
源の活用・連携）

地域ふくしプラン

その他
生活困窮者こども
障害者高齢者

福祉なんでも相談窓口
地域福祉の推進

NPO法人
市民活動
団体

病院
診療所
介護福祉 学校

幼稚園
大学

商店
スーパー
コンビニ

事業者
建設・IT
タクシー等

住民

地域住民が安心して暮らすための地域支え合い包括ケアシステム

大規模店舗・病院の
施設数

空き地などの
低未利用地の面積

○ ○
○

○

目標
14ha

現状値
15.4ha

目標
37人/ha

現状値
37人/ha

【居住誘導区域の目標指標】
居住誘導区域内の
人口密度

通勤・通学の
公共交通利用割合

目標
6%

現状値
4.3％
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テーマは「笑顔あふれる虹色ハー
モニー」。ダンスやバンド演奏など
のステージイベントや、障害者ス
ポーツの体験、各種バザーの出
店、スタンプラリーなど誰もが楽し
く元気になれるイベントです!10
月14日㈰10時～14時#ときわ公
園}実行委員会事務局［光栄会］
（☎58－2202、>58－5949）

平和通りを歩行者天国にして、肉
料理を中心とした地元店の料理
コーナーや、企業・学校・団体によ
るワークショップなどのイベントを
開催します!10月14日㈰11時～15
時#平和通り（シンボルロード）
}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）

宇部市芸術祭50周年を記念して、
毎日先着20人に陶芸連盟会員が
作成した陶器をプレゼントしま
す!10月19日㈮～21日㈰9時～17
時#文化会館}文化創造財団
（☎35－3355、>31－7306）

パネルシアター、朗読劇、絵本の
読み聞かせ、ストーリーテリング、
人形劇、エプロンシアター、工作、
点字体験、リサイクルブックフェ
ア、雑誌のリユースなど!10月20
日㈯～21日㈰10時～16時#}図
書館（☎21－1966、>21－3801）

はいはいレース、親子で遊べる
コーナー、手芸品・食品バザーな
ど親子で楽しめるイベント。育児
相談も受け付けます!10月23日㈫

10時～15時#宇部井筒屋%子育
て中の親子、家族&グラスアート
は500円}子育てほっとサロン（☎
>35－8138）

日本版DMO「山口県観光連盟」
の取り組みや全国の先進事例の
紹介、講演会を通じて「宇部DMO
の機能と役割」について一緒に考
えてみませんか!10月23日㈫14時
～（2時間程度）#文化会館}宇
部DMO協議会事務局（☎34－
2050、>29－3303）

県内の事業所担当者との面談
!10月26日㈮10時～12時半、13時
半～16時（午前と午後で企業入
替）%大学などの来春卒業見込
者を含む求職者#山口グランドホ
テル（山口市）}山口しごとセン
ター（☎083－976－1145、>083－
972－3880）

まちなかエコ教室、軽トラ市、子育
てグッズリユース広場、おもちゃ病
院、ステージイベントなど!10月27
日㈯10時～15時#わいわいぱぁ～
く（中央街区公園）、にぎわい宇部
交流スペース、銀天街アーケー
ド}銀天エコプラザ（☎39－8110）

歯科健診のほか、入れ歯相談、歯
科矯正相談も行います。風船やお
もちゃ・歯ブラシのプレゼント、子ど
も向け「歯医者さん体験コー
ナー」もあります!11月3日㈷9時
半～15時#フジグラン宇部{500
人}宇部歯科医師会（☎31－
0876、>31－0861 ）

宇部の食材を味わい、楽しみ、学
ぶイベント。1day屋台、マルシェ、
ファーマーズマーケットなど100店
舗以上が出店。アンパンマン
ショーや高重翔（世界第3位マジ
シャン）のマジックショーなども開
催します!11月25日㈰10時～16時

#ときわ公園}観光・グローバル
推進課（☎34－8353、>22－6083）

宇部産の農林水産物を使って、市
内で加工した製品を「うべ元気ブ
ランド」として認証し、販路拡大や
製造促進を支援します%市内に
生産施設がある食品などの製造
業者、市内の農林畜水産業者で
構成する団体・協同組合、農林畜
水産業者|申請書を提出~11月
2日まで_6次産業推進課（☎34－
8372、>22－6041）

マイカー点検の実施方法と簡単
な実習。参加者にはマイカーハン
ドブックと粗品をプレゼント!10月
9日㈫13時半～15時#文化会館
%免許取得者{50人（先着順）
_最寄りの整備工場、県自動車
整備振興会（☎083－924－8123）

実用書、名前・宛名書きなどの練
習!10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%概ね60
歳以上&1,000円{30人（先着順）
<書道道具（小筆など）※半紙・
墨汁は不要_シルバー人材セン
ター（☎31－3251）

介護のコツと介護保険制度につ
いての講座!10月15日㈪13時半
～15時#福祉会館|*?∑（11
面）~10月5日まで_市民活動課
（☎34－8159、>22－6004）

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

サニーブレッド、ハーブチーズス
ティックの2種類のパンを作りま
す! 1 0月1 8日㈭1 2時～1 6時
&1,600円{20人（先着順）<エプ
ロン、三角巾、筆記用具、持帰り用
袋|*?=∑（11面）~10月15日
まで#_アクトビレッジおの（☎64
－5111、>64－2800）
actvillageono@gmail.com

薬品の製造工程の見学、医薬品
についての正しい知識などに関す
る講習!10月18日㈭14時～15時45
分#協和発酵キリン㈱宇部工場
|*?∑（11面）と年齢~10月11
日まで_県宇部健康福祉セン
ター（☎31－3200、>34－4121）

詐欺被害防止に効果がある警告
メッセージ付き通話録音装置を11
月～来年3月に貸し出します%満
65歳以上の人が居住し、装置を設
置できる固定電話（黒電話を除
く）を使用している市内の世帯
{20人|申請書を提出。申請書
は市役所、各市民・ふれあいセン
ター、福祉会館に設置のほか、市
ホームページに掲載~10月26日ま
で_宇部市消費生活センター（☎
34－8157、>22－6004）

●古地図を片手にまちを歩こう
$神仏に護られていた宇部発祥の
地を歩きます!10月21日㈰（東コー
ス4k m）、11月4日㈰（西コース
3.5km）各9時50分～12時#琴崎八
幡宮バス停集合~10月19日、11月2
日まで
●厚東と明治維新$末信正八幡
宮、浄念寺などを巡ります（約6ｋ
ｍ）!10月27日㈯9時半～12時半
#厚東川末信橋集合~10月26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）

お知らせ
催し 事前申込なしで

参加できます

はぁ～と of ふれんず
～障害者の祭典～

まちなかWAKUWAKU
フェスタ

やまぐちDMOフォーラム
in宇部

ふるさと山口企業合同
就職フェア

まちなかエコ市場

秋の無料歯科健診

EAT UBE！ 2018
～宇部を食べつくせ！～

宇部市芸術祭陶芸展
陶器プレゼント！

ほっとほっとフェスタ

図書館まつり

宇部産の加工品を
「うべ元気ブランド」に認証

賢い消費者講座

離乳食教室（前期）

ハーブを楽しむ会
パンを焼いてみよう

くすりのひみつ探検講座

高齢者に通話録音装置
を貸し出します

てくてくまち歩き

マイカー点検教室

書道講習会

募　　集
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　山口市中心部の風情ある町並
みの中で、古い物や珍しい物・手作
り作品の展示・販売、ワークショッ
プ、ミュージアムショップ、飲食店な
どをお楽しみください。
●日時　10月7日㈰10時～16時
●場所　山口市竪小路、一の坂川
　　　　周辺
■問い合わせ
　アートふる山口実行委員会事務局
　（☎083－920－9220）

　西日本最大級の路上フリーマー
ケット。192店舗のフリーマーケット

のほか、会場の各所で趣向を凝ら
した催しが開催されます。
●日時　10月20日㈯
　　　　9時30分～15時30分
●場所　JR防府駅周辺～防府市
　中心商店街路上～防府天満宮
■問い合わせ　まちづくり防府
　（☎0835－22－4930）

　県内高校生と一緒に考えた、萩
の食材を使った特別メニューを萩
市内の飲食店約10店舗で提供しま
す。詳細は萩市ホームページをご
覧ください。
●日時　10月20日㈯～11月11日㈰
●場所　萩市内飲食店約10店舗

■問い合わせ　萩市企画政策課
　（☎0838－25－3102）

　特別天然記念物秋芳洞周辺で
プロジェクションマッピングを初開
催。期間中は秋芳洞内もカラー
LEDで彩られ、幻想的な世界を創
り出します。
●日時　10月26日㈮～11月4日㈰
　　　　17時～20時
●場所　秋芳洞入口周辺
●入場料　前売り（高校生以上
1,200円、中学生950円、小学生
600円）、当日（高校生以上1,500
円、中学生1,200円、小学生800
円）
■問い合わせ
　秋吉台地域イベント実行委員会
　（☎0837－52－1532）

　「未来～今を笑って、夢を描く～」
をスローガンに開催。結婚、長寿、

就職、入学などのお祝いメッセージ
をのせて、夜空に花火を打ち上げま
す。
●日時　10月27日㈯18時～21時
　　　　※雨天時は28日㈰
●場所　埴生漁港
■問い合わせ　山陽商工会議所
　（☎73－2525）

　津和野町では、養蚕を応用した
特許技術で冬虫夏草を培養生産し
ています。今回は、冬虫夏草のほ
か、光る繭の展示や絹糸繰り体験
を開催します。
●日時　10月28日㈰まで
　　　　9時～16時30分
　　　　※毎週月曜休館
●費用　一般200円、
　中高生150円、小学生100円
■場所・問い合わせ
　津和野町旧畑迫病院
　（☎0856－72－0338）

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。●ときわハッピーハロウィン2018　遊
　ハロウィンデコレーション、ハロウィン撮影
ブース、園内店舗による期間限定メニュー販
売など
　日時　10月20日㈯～31日㈬
●ときわハロウィンデー　遊
　ハロウィン仮装コンテストやコスプレイヤーの
ステージイベント、記念撮影、痛車の展示、
かぼちゃのランタン作り、ハロウィンスイーツ
の販売など
　日時　10月28日㈰9時30分～15時
●撮っちゃお！彫刻deハロウィン2018　湖
　ハロウィンコスチュームで、チェックポイントに
指定された彫刻と一緒に写真を撮るとお菓
子のプレゼントがあるフォトラリー！

　日時　10月28日㈰10時30分～12時30分
　対象　中学生以下※小学生以下は保護者同伴
　費用　保険料として100円
　定員　先着100人（受け付け10時～）
　持参品　カメラ（スマホ可）、お菓子を入れる袋
　問い合わせ
　　UBEビエンナーレ推進課（☎51－7282）
●ハロウィンイベント　動
　▽動物たちにカボチャをプレゼント！
　　10月20日㈯、21日㈰、27日㈯、28日㈰
　　飼育員が動物にカボチャをプレゼント！
　▽ときわ動物園でハロウィン写真を撮ろう！
　　10月20日㈯～31日㈬
　　ふれあい・アルパカ舎周辺をハロウィンに
　ちなんで飾り付け。動物と触れ合いながら
　写真を撮ろう！
　※動物園入園料が必要
●動物おたんじょう会　動
　▽ジェフロイクモザル　昨年10月に生まれ
たモミジのお祝いと、10月生まれの他の動物
を紹介します
　日時　10月6日㈯14時～
　場所　クモザル展示場前
　▽ミナミコアリクイ　11月生まれのリクのお
祝いと、11月生まれの他の動物を紹介します

　日時　11月3日（土・祝）14時～
　場所　ミナミコアリクイ展示場前
　※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！
　※動物園入園料が必要
●TOKIWA花フェスタ　他
　ミニ花壇コンテストや花で作ったハートのオ

ブジェ展示、ミュージックステージや花と植物
を使ったワークショップなど
　日時　10月7日㈰～8日（月・祝）10時～16時
　場所　UBEビエンナーレ彫刻の丘周辺
　※8日は、門脇竜也（日本庭園由志園常務取
締役）と小山内健（京阪園芸ローズソムリ
エ）の対談「ボタンとバラの魅力」も開催
●ナマケモノの日特別イベント　動
　10月20日の国際ナマケモノの日に合わせた
特別ガイド
　日時　10月20日㈯13時～
　場所　ナマケモノ展示場前
　　　　（動物園入園料が必要）
●UBEこども探偵団～ミッションクリアで豪
華賞品をゲットだぜ！～　他　
　アトラクション型ウオークラリー
　日時　10月21日㈰
　　10時～、11時～、12時～、13時～、14時～
　　（所要時間各1時間）
　場所　ときわレストハウスほか
　対象　小学校1～3年生　※保護者同伴
　持参品　子どもの年齢が分かるもの
　定員　各回先着20人
　問い合わせ　若き経営者の会
　　　　　（wakakei045@yahoo.co.jp）
●国際テナガザルの日特別イベント　動　
　10月24日の国際テナガザルの日に合わせ
た、テナガザルの現状や当園テナガザルの
特別ガイド
　日時　10月21日㈰10時30分～
　場所　シロテテナガザル展示場前（動物園
入園料が必要）

●突撃！ときわのサルご飯
　～パタスモンキーかわりものなサルご飯～
モ　要事前申込
　パタスモンキー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　10月27日㈯13時～14時
　定員　先着10人
　申込先　常盤動物園協会（☎21－3541）
●思い出のカッタ君
　～市民に語り継がれるペリカン～　モ
　モモイロペリカンのカッタ君が亡くなって10
年。ときわ公園でのカッタ君の軌跡をふりか
えります
　日時　10月27日㈯～11月11日㈰

　　　　9時30分～17時
●おもしろカップinうべ　遊
　芝生広場でランニングバイクを楽しもう！
　日時　10月28日㈰9時30分～16時5分
　費用　
　▽年齢別レース　2,500円
　▽はじめてのランニングバイクレース　500円
　申込先　おもしろファーム
　（http://omoshiro.or.jp）
●松のせん定講習会　他
　松のせん定技術に関する初心者向けの実
技講習会

　日時　10月28日㈰10時～11時30分
　※雨天中止
　場所　ペリカン島対岸付近
　持参品　せん定ばさみ
●UBEビエンナーレ　アーティスト・イン・
　レジデンス　アーティストトーク　湖
　市内で滞在制作中のアーティストたちによる
トークイベント
　日時　10月28日㈰15時～16時30分
　問い合わせ
　　UBEビエンナーレ推進課（☎51－7282）
●キツネザルフェスティバル　動
　マダガスカルを中心に開催されるキツネザ
ルフェスティバルにちなんだ特別ガイド
　日時　11月3日（土・祝）～4日㈰
　場所　ワオキツネザル展示場前
　　　　（動物園入園料が必要）
●子どもこけ玉づくり教室　他　要事前申込
　ミニシクラメンの苗を水ごけで包むこけ玉作
りと芋掘り体験
　日時　11月10日㈯10時～12時
　※小雨決行
　場所　旧青年の家付近
　対象　小学生以下※保護者同伴
　費用　子ども800円
　定員　20人
　持参品　はさみ、手袋か軍手、ビニール袋など
　申込方法　はがきかFAXで住所、氏名、電
話番号、年齢を連絡
　申込期限　10月24日㈬
　申込先　ガーデンシティ推進グループ
　　　　　（☎34－8485、>22－6008）
●ときわ公園フリーマーケット　他
　日時　11月18日㈰8時～14時　※雨天中止
　場所　東駐車場

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　動…ときわ動物園
モ…体験学習館モンスタ　遊…ときわ遊園地
他…その他

開催場所の表示
湖

湖

湖

動

動
動

動

動

動

遊

遊

遊

モ

モ

モ

他

他

他

他

他
他

園内施設休業日…毎週火曜

光の街UBE光の街UBE
●山口宇部空港
　「エアポート・イルミネーション」
　　期間中、送迎デッキを無料開放。イルミ
ネーションと夜の滑走路の光による特別な
ひとときをお楽しみください。
　▽点灯式　11月17日㈯16時～
　▽点灯期間　来年1月7日㈪まで
　　17時～21時30分
●ときわ公園「TOKIWAファンタジア2018」
　　150万球の光がときわ公園の冬を彩る中
国地方最大級のイルミネーションイベン
ト。光と音楽によるイルミネーション
ショーも開催します。
　▽点灯式　11月18日㈰17時30分～
　▽点灯期間　来年1月6日㈰まで
　　※12月31日は休園
　　　17時30分～21時30分
　▽クリスマスフェスタ
　　12月23日（日・祝）16時～

●青少年会館「チャイルドドリーム」
　　子どもたちとつくる夢いっぱいのイルミ
ネーション。見る人を夢の世界へ引き込み
ます。
　▽点灯式　11月23日（金・祝）18時～
　▽点灯期間　来年1月6日㈰まで
　　17時30分～21時30分
●中央銀天街「サンタクロスロード」
　　リニューアルした「わいわいぱぁ～く」
（銀天プラザ）でイルミネーションもパワー
アップ！
　▽点灯式　11月24日㈯17時～
　▽点灯期間　来年1月11日㈮まで
　　17時～24時

▽運行日　11月23日（金・祝）、24日㈯、12月1日㈯、8日㈯、15日㈯、22日㈯、23日（日・祝）、
　24日（月・休）、25日㈫　▽費用　一日乗車券　大人600円、中学生以下300円
▽問い合わせ　交通局　☎31－1133

運転手さんはサンタさん！？

■問い合わせ　観光・グローバル推進課
　　　　　　　☎34－8155　>22－6083

4つのイルミネーションイベントが連携

　ときわ公園内をウオーキングしなが
ら、宇部にちなんだクイズに挑戦しよ
う。歩数に応じて賞品が当たる抽選会
も開催します。また、ゴール後は先着
300人に「ふるまい鍋」を無料配布しま
す。
●日時　11月10日㈯9時～14時
　　　　（受け付け12時まで）
●受付場所　ときわ湖水ホール前
●費用　1,000円（参加証として「歩き愛
です歩数計」を進呈）
　※「歩き愛です歩数計」を持参した人

は無料
●定員　800人（先着順）
■問い合わせ　健康増進課
　☎31－1777　>35－6533

うべ歩き愛です
ある め

イルミネーションバスで4つの会場を巡ろう

光る繭の展示
＆絹糸繰り体験

お祝い夢花火

未来維新光響ファンタジー
～明治維新150年企画～

萩・食の祭典

愛情防府
フリーマーケット

アートふる山口
遊
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食材をムダなく使い、台所ごみを
減らすエコクッキング!10月23日
㈫9時半～12時半#保健センター
&500円{25人（先着順）<エプロ
ン、三角巾、ふきん2枚|*+?Ⓦ
∑（11面）~10月16日まで_廃棄
物対策課（〒755－0001大字沖宇
部5272－6、☎34－8247、>33－
7294）
https://s-kantan.com/ube-u/

さまざまな分野でスキルアップを目
指す啓発セミナー※託児あり（6カ
月児以上）!$①10月23日㈫エク
セル基礎編②10月24日㈬災害に
備えて③10月25日㈭ピラティスで
姿勢をよくしよう④10月30日㈫エク
セル応用編⑤10月31日㈬エクセル
実践編※時間は各10時～11時半
（全5回）、②③は単独受講可#男
女共同参画センター%市内に在
住か通勤する女性{16人（先着
順）※託児は、先着10人<③はヨ
ガマットかバスタオル、飲み物。託
児はおむつ、飲み物、おやつ、着替
え|*?※FAXは電話で要到達
確認。∑（11面）とフリガナ、年齢、
希望する講座、託児希望の有無。
託児は子どもの氏名（フリガナ）、
性別、生年月日、アレルギーと障害
の有無~10月17日まで※託児は10
月12日まで_人権・男女共同参画
推進課（☎34－8308、>22－6016）

越後公も眠る福原家菩提寺・宗隣
寺で副住職のお説教と坐禅体験
で心を軽くした後、維新の志士た
ちが出入りした山口市内の十朋亭
や薩長同盟の確認をした松田屋
などを巡ります!10月27日㈯8時
半～17時45分#宇部市～山口市
%中学生以上&6,900円（昼食・拝
観料含む）{41人（先着順）_宇
部観光コンベンション協会（☎34－
2050、>29－3303）

高齢者などの身体特性の知識、
基本動作（寝返り、起き上がり、立
ち上がり）、車椅子・自動車移乗の
介助方法、歩行などの介助技術、
福祉車両の使用方法について学
びます!10月28日㈰10時～15時50
分#福祉会館{30人~10月24日
まで_県理学療法士会（宇部第
一病院リハビリテーション科）（☎
62－1001、>083－941－6901）

栄養士講話、はじめてクッキング、
保育士による食育シアター!10月
30日㈫9時半～11時半#保健セン
ター%2歳児と保護者{25組（先
着順）<エプロン、三角巾、ふき
ん、お茶、幼児用スプーン・フォー
ク~10月9日から_こども・若者応
援課（☎31－1732、>21－6020）

調理や栄養の基礎、接遇マナー

の習得など!10月30日㈫、11月1日
㈭各10時～15時#福祉会館%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~10月17日まで_県シル
バー人材センター連合会（☎083
－921－6070、>083－921－6077）

秋吉台家族旅行村で、水源となる
森林を守るための除伐作業など
を行います（昼食付き）!11月3日
㈷8時半～16時#交通局集合
%市内在住、在勤、在学の人（中
学生以下は保護者同伴）{80人
<作業しやすい服装と靴、かっぱ
など|+?=∑（11面）と年齢
~10月15日まで_上下水道局
（〒755－0022神原町一丁目8－3、
☎21－2171、>21－2172）
soumu@ubesuido.jp

講演「8050（はちまるごーまる）問
題とひきこもり」、家族会・当事者
による発表など!11月3日㈷9時～
16時#福祉会館|*?=氏名、
参加人数、当日連絡がつく代表者
連絡先~10月20日まで_ふらっと
コミュニティひだまり（☎>21－
1552）
f-hidamari@navy.plala.or.jp

視覚障害者への理解、点訳の基
本知識の習得!11月7日～12月12
日の毎週水曜、各9時半～11時半
（全6回）#多世代ふれあいセン
ター%市内在住、在勤、在学の人
で、全講座に参加できる人{20人
|*?∑（11面）~10月19日まで
_障害福祉課（☎34－8457、>22
－6052）

第一次発酵からパンを作ります。
初心者歓迎です!11月7日㈬10時
～14時&1,300円{20人（先着順）
<エプロン、三角巾、筆記用具、持
帰り用袋|*?=∑（11面）~11
月2日まで#_アクトビレッジおの
（☎64－5111、>64－2800）
actvillageono@gmail.com

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
!#11月8日㈭、15日㈭保健セン
ター、22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」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）
|*?∑（11面）とフリガナ、年齢
~10月9日～11月1日_保健セン
ター（☎31－1777、>35－6533）

▽1～3年：50ｍ（オープン）、ボール
投げ（オープン）▽4～6年：100m、
60mハードル走、800m（女子）、

1000m（男子）、400ｍリレー、走り
高跳び、走り幅跳び、ボール投
げ!11月10日㈯8時半～15時※雨
天時は17日㈯に延期#恩田運動
公園陸上競技場%小学生（1人2
種目）<運動着※スパイクシュー
ズは使用禁止|申込書を提出。
募集要項は市内体育施設などに
設置~11月2日まで_市体育協会
（☎31－1507、>21－7138）

正しい応急手当の知識と技術を
習得し、不慮の事故や災害に備え
ましょう。検定に合格すると救急法
救急員認定証が交付されます
!11月10日㈯、11日㈰、17日㈯各9
時半～17時半（全3回）#福祉会
館%15歳以上&教材費3,200円
{30人（先着順）|+?∑（11面）
とフリガナ、性別、生年月日~11月
2日まで_宇部キャンプ協会事務
局（〒755－0241大字東岐波1953－
5、☎>38－5113）

製造工程の見学、バス内での「く
すりのミニ講座」!11月13日㈫9時
40分～17時半（宇部総合庁舎発
着）#沢井製薬㈱九州工場（福岡
県飯塚市）&1 ,000円（昼食代）
{20人（高校生以下不可）~10月
12日12時まで_県宇部健康福祉
センター（☎31－3200）

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!11月16日㈮、
12月26日㈬各13時～15時、1月25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）~10月9日～11月
9日_こども・若者応援課（☎31－
1732、>21－6020）

南山口地域（宇部市・美祢市・山
陽小野田市）に伝えられる幕末、
維新ゆかりの地を巡り、志士たち
の足跡を追うツアー!11月17日㈯
8時～&5,400円（昼食付き）{41
人（先着順）~10月3日10時～_宇
部観光コンベンション協会（☎34－
2050、>29－3303）

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!#①11月17日㈯
保健センター、②11月25日㈰【女
性限定・託児あり】COCOLAND、
各9時～12時%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~10
月17日から_保健センター（☎31
－1777、>35－6533）

!$①11月17日㈯災害ボランティ
ア活動を行うための基礎知識②
12月22日㈯要配慮者への対応③1

月19日㈯避難所運営④2月16日㈯
災害ボランティアセンターの運営
⑤3月16日㈯ワークショップ「災害
に強いまちづくり」、各13時～16時
半※複数回受講可#福祉会館
%市内の自主防災組織関係者・
消防団・防災士、市内に在住か在
学の大学生{各50人（先着順）
<筆記用具|*?∑（11面）と年
齢~各1週間前まで_防災危機
管理課（☎34－8139、>29－4266） 

「旬の有機冬野菜でほっこり！」
!11月18日㈰10時～13時#アクト
ビレッジおの&1,500円（食事付き）
{20人<エプロン、三角巾、タオ
ル、筆記用具、タッパー~11月11日
まで_有機ネット山口西部（®090
－4895－8361［平中］）

冬から春にかけてときわ公園の
ガーデンを彩る一年草の花の苗
を植え付けます。参加者には花の
苗をプレゼント!11月23日㈷9時半
～11時（小雨決行）#ときわ公園
花いっぱい運動記念ガーデン
{30人（先着順）|*+?∑（11
面）と参加人数~10月31日まで
_ときわ公園課（〒755－0001大字
沖宇部254、☎51－7252、>51－
7205）

保育現場での就労への不安を取
り除くために、保育園などで1日3時
間程度のトライアル雇用を3日間
実施します%保育士資格取得者
で保育現場への復職希望者か勤
務未経験者{市立保育園25人、
私立保育園など75人|申請書を
提出。申請書は市役所に設置の
ほか、市ホームページに掲載_保
育幼稚園学童課（☎34－8244、
>22－6051）

●海の幸を満喫！牡蠣小屋流王と
唐戸市場!12月1日㈯&6,200円
（昼食付き）~11月22日まで（先着
順）
●ご朱印めぐりin山口!12月2日
㈰&6,800円（弁当付き）~11月22
日まで（先着順）
●復興を目指す熊本城と熊本郷
土料理!12月8日㈯&12 ,500円
（昼食付き）~11月30日まで（先着
順）
●ジ・アウトレット広島とあなごめし
弁当!12月9日㈰&7,800円（弁当
付き）~11月30日まで（先着順）
●糸島伊都菜彩と古材の森!12
月22日㈯&8 ,000円（昼食付き）
~12月14日まで（先着順）
……………………………………
_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

接種には予約が必要です!10月1
日㈪～2月28日㈭%&①65歳以上:

1,460円②60歳～64歳で心臓、腎
臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全
ウイルスによる免疫の機能に1級
程度の障害がある人：1,460円（①
②のうち生活保護受給者は無料）
③65歳未満:各医療機関が定める
金額}保健センター（☎3 1－
1777、>35－6533）

国の仕事やサービスについて、気
になっていることや困っているこ
と、制度や手続きが分からないな
どの相談に、行政相談委員が応じ
ます!10月16日㈫9時半～11時半
#船木ふれあいセンター}山口
行政監視行政相談センター（☎
0570－090110）

ストマ用装具、紙おむつの購入費
用の一部を助成します※所得制
限あり#障害福祉課、北部総合
支所、事前に申し出た市民セン
ター（申請場所の変更は申し出て
ください）%ぼうこう・直腸機能障
害や脳原性運動機能障害、乳幼
児期以前に発症した脳性まひなど
を原因とした肢体不自由により、
排尿・排便の意思表示が困難で、
身体障害者手帳にその旨の記載
がある人<身体障害者手帳、印
鑑}障害福祉課（☎34－8314、
>22－6052）

くみ取り便槽や単独浄化槽から合
併浄化槽に転換する人に、補助
金を交付します。※交付要件など
は市ホームページをご覧くださ
い}廃棄物対策課（☎33－7291、
>33－7294）

譲り受ける前に講習会の受講が
必要です。子犬のしつけ方教室も
実施します（要予約）!10月～3月
まで毎月2回、詳細は問い合わせ
てください#_県動物愛護セン
ター（山口市陶943－12、☎083－
973－8315、>083－973－8341）

9月1日現在で調製した名簿を縦
覧できます。名簿の登載漏れや誤
記がある場合は、期間内に異議の
申し出ができます!10月20日㈯～
11月3日㈷8時半～17時#}選挙
管理委員会事務局（☎34－8451、
>22－6069）

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、10月17日までに予約を
お願いします!10月21日㈰8時40
分～12時（受付は11時40分まで）
#_市民課（☎34－8264、>22－
6017）

25件の土地を売り払います※物
件により入札中止の場合あり●入
札と開札!12月4日㈫、5日㈬各9
時～16時45分、6日㈭9時～15時15
分#市役所~11月1日～15日※詳
細は市ホームページをご覧くださ
い_財政課（☎34－8177、>22－
6083）

コミュニケーションの取り方や薬の
相談に精神科医・臨床心理士各
分野の専門家が応じます!11月
10日㈯13時～15時#福祉会館
%本人、家族_むつみ会（☎35－
3365）

市内の保育園・幼稚園を通じ、対
象児の保護者へ書類を配布して
います。市外に通園しているか未
就園の子どもについては書類を郵
送しますので連絡してください
}こども・若者応援課（☎31－
1732、>21－6020）

入学金などの就学支度資金を無
利子で貸し付けます。申請から貸
し付けまで1～2カ月かかります（審
査あり。原則、連帯保証人が必
要）%高校・大学（大学院含む）な
どに進学予定の子どもを持つひと
り親家庭の父母など}子育て支
援課（☎34－8331、>22－6051）

会社の倒産や事業の不振などに
より離職を余儀なくされた人に、生
活資金などを貸し付けます▽貸付
限度額70～150万円▽貸付利率年
1.0％（保証料別途）▽償還期間6
～10年以内%県内に居住する離
職者※その他の要件あり。申込先
の審査があります_中国労働金
庫宇部支店（☎31－2820）}雇用
創造課（☎34－8356）、県労働政策
課（☎083－933－3210）

パート、アルバイトなどを含めすべ
ての労働者に最低賃金以上の賃
金が支払われなければなりませ
ん}山口労働局（☎083－995－
0372）

企業との個別面接会、障害者雇
用に関する支援制度の説明、障
害者雇用相談コーナー!11月14
日㈬13時～15時半#ときわ湖水
ホール%事業主、求職中の障害
者}ハローワーク宇部（☎31－
0164、>31－1835）

11月の休館日は13日㈫です（通常
の休館日は毎月第3火曜）}文化
会館（☎31－7373、>31－7306）

お金の貸し借りや近隣関係などの
身近な法的トラブルを、裁判外で
の話し合いによって解決すること
を目的としたセンターです。※目的

の価額が140万円を超えない民事
に関する紛争に限る~12月25日ま
で#_県司法書士会調停セン
ター係（〒753－0048山口市駅通り
二丁目9－15、☎083－924－5220、
>083－921－0475）

お知らせ

3Rエコクッキング教室
「鶏肉と冬瓜のまるごとレシピ」

女性活躍推進セミナー
「磨いてみよう、自分の力。」

水源保全体験

点訳奉仕員養成講座

ジェネリック医薬品製造
工場の見学バスツアー

市民ボランティアによるガーデン
づくり～花植えイベント～

保育士のトライアル雇用

交通局の旅プラン

マタニティ♥サロン

南山口幕末維新バスツアー

総合集団健診

私たちにできる災害支援
災害ボランティアセミナー

第3回オーガニックな
料理教室（全４回）

ひきこもり支援フォーラム
「家族の一歩が当事者の一歩に」

パン教室
パンを焼いてみよう！

これなら続く！
らくらくエクササイズ

第30回記念
近郷小学生陸上記録会

赤十字救急法
救急員養成講習会

バスツアー宗隣寺坐禅体験と
明治維新の史跡巡り

移動支援等
人材育成研修会

幼児食教室

スーパーなどの
調理補助講習

季節性インフルエンザ
予防接種

犬・猫の譲渡会と
子犬のしつけ方教室

10月1日は「浄化槽の日」

就学支度資金の貸し付け

県司法書士会調停センター
利用手数料無料キャンペーン

離職した人への貸し付け
離職者緊急対策資金

障害者就職面接会

記念会館・文化会館
11月休館日の変更

海区漁業調整委員会委員
選挙人名簿の縦覧

マイナンバーカードの
受け取りは済みましたか

市有地を一般競争入札で
売却します

統合失調症・うつ病相談会

5歳児健康診査

無料行政相談所を
開設します

ストマ用装具の申請受け付け
（10月～3月分）

10月から県の最低賃金が
802円になりました

∑…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
福重　正（大阪府吹田市）………………………………… 100,000円
稲垣　順子（山梨県甲府市）……………………………… 60,000円
笠井　明（東京都練馬区）………………………………… 55,000円
西中国信用金庫（下関市）……………………………… 1,000,000円
立正佼成会　宇部教会（西宇部南）……………………… 150,000円
株式会社　サイテック（松山町）………………………… 100,000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
（8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

フラダンスのステージ!10月21日㈰14時～#文化会館{500人_アラ
ホウフラスタジオ（®090－4697－6667［大下］）

明治維新の先頭に立った高杉晋作と、原動力となった農民・町人た
ちの物語!10月28日㈰14時半～#文化会館&前売り（一般3,000円、
中高大生1,500円、小学生800円）、当日（一般3,500円、中高大生
1,800円、小学生1,000円）※前売り券は文化会館、宇部井筒屋など
で販売{500人}劇団はぐるま座（☎083－254－0516）

こころの医療センターが東岐波に移転して満50年の記念行事。テー
マ「こころの健康と精神科医療を考える」、映画「夜明け前」!11月2
日㈮18時～20時{120人（先着順）|*?氏名、連絡先、参加人数
#_県立こころの医療センター（☎58－2370、>58－6503）

横瀬八幡宮などを巡る約6kmの散策、シイタケ採り、和紙の紙すき
と工作!11月17日㈯8時半～15時半#小野ふれあいセンター集合
&大人3,000円、小学生以下2,000円（昼食付き）※大人は新米付き
{25人（先着順）<運動靴、帽子、飲み物、タオル、雨具など~11
月12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］）

ハワイへの誘い　アラホウフラスタジオホーイケ（発表会）

劇団はぐるま座公演「動けば雷電の如く」

移転50周年記念「講演と映画の夕べ」

秋の里山小野、史跡巡りと和紙すき体験

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（11面参照）　　…はつらつポイント対象□必

　0歳から親子で楽しめるコン
サート「音楽の絵本」を開催しま
す。個性豊かな動物たちのコン
サートは、子ども達の耳と目をと
りこにします。今回は、お正月限
定プログラムで、動物たちが着
物姿で登場。いつもとは、ひと味違うコンサートをお届けします。
●日時　平成31年1月14日（月・祝）13時30分～（開場12時30分）
●場所　渡辺翁記念会館
●チケット　10月14日㈰一般発売開始
　全席指定2,800円、財団友の会会員2,500円
　ファミリーⅡチケット5,000円（家族など2人分）
　ファミリーⅢチケット7,500円（家族など3人分）
　ファミリーⅣチケット9,000円（家族など4人分）
　※当日500円高
　※3歳以下のひざ上鑑賞無料
　※障害者に同伴する介助者は1人まで無料
　※チケット販売場所：文化会館、ローソン、セブンイレブン、ファ
　ミリーマート、財団ホームページ
　※ファミリーチケット・介助者のチケットの取り扱いは文化会館のみ
■問い合わせ　文化創造財団　☎35－3355　>31－7306

「音楽の絵本～笑門来福～」開催！



情報カレンダー情報カレンダー 10月1日～11月5日10月1日～11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）

10月3日㈬

4日㈭
5日㈮

6日㈯

7日㈰

9日㈫

10日㈬
11日㈭

12日㈮

13日㈯

14日㈰

15日㈪
16日㈫

17日㈬
18日㈭

19日㈮

20日㈯

21日㈰

23日㈫
24日㈬

25日㈭
26日㈮
27日㈯

28日㈰
30日㈫

31日㈬
11月1日㈭

2日㈮
3日㈷
4日㈰

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）
明るい選挙啓発優秀作品展（青少年会館　※11日まで）
「まちなか保健室」介護・健康相談（にぎわい宇部　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）
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）
献血・400mL限定（学生は200mL可）（山口大学工学部　11時半～16時半）
芸術祭　手芸・工芸・染色展（文化会館　10時～17時、最終日16時まで）※14日まで
芸術祭 木彫篆額展（文化会館　10時～17時、最終日16時まで）※14日まで
「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）
明るい選挙啓発優秀作品展（フジグラン宇部　※18日まで）
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（にぎわい宇部　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）
園芸相談（ときわミュージアム　10時～12時、13時～16時）
芸術祭 邦楽演奏会（文化会館　13時～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・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）
献血・400mL限定（山口大学医学部附属病院（医心館）　 13時半～16時半）

芸術祭 陶芸展（文化会館　9時～17時、最終日16時まで）※21日まで
「まちなか保健室」介護・健康相談（にぎわい宇部　11時～15時）
明るい選挙啓発優秀作品展（隣保館厚南会館　※25日まで）
芸術祭 ばら展（ときわミュージアム　9時～17時、最終日16時まで）※21日まで
宇部ハーモニカコンサート（記念会館　13時～）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時～14時半）
献血・200mL、400mL（隣保館上宇部会館　9時～12時、13時15分～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）
芸術祭 短歌大会（文化会館　13時～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）
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（にぎわい宇部　11時～15時）
明るい選挙啓発優秀作品展（多世代ふれあいセンター　※11月1日まで）
芸術祭 華道展（文化会館　10時～17時、最終日16時まで）※28日まで
芸術祭 吟剣詩舞道大会（文化会館　13時半～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）
献血・400mL限定（山口宇部医療センター　9時～12時）
献血・400mL限定（市役所　10時～12時45分、14時～16時半）
献血・400mL限定（宇部興産海運㈱　14時～16時半）
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）
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）
明るい選挙啓発優秀作品展（宇部まつり会場　※雨天中止）
園芸相談（ときわミュージアム　10時～12時、13時～16時）

プラネタリウム投影会　!10月7日㈰、28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
　!10月17日㈬13時半～15時半　予約受付開始10月4日㈭8時半～
　!11月7日㈬13時半～15時半　予約受付開始10月18日㈭8時半～
　#市役所　{各12人　※受付要件あり　_市民活動課（☎34－8126）
■司法書士相談　!10月10日㈬、24日㈬各9時～11時
　#市役所　{各10人　当日受付8時半～8時45分
　※受付要件あり、要問い合わせ　}市民活動課（☎34－8126）
■行政書士会の遺言・相続相談　!10月13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　!10月16日㈫　#市役所
{4組　~10月9日まで　_県よろず支援拠点（☎083－922－3700）
■人権相談　!月～金曜日　8時半～17時15分　#山口地方法務局宇
部支局（☎21－7211）　全国共通人権相談ダイヤル☎0570－003－110

■男女間の暴力（DVなど）に関する相談　!月～金曜日　9時～16時
　#男女共同参画センター（電話可・☎33－4649）
■やまぐち性暴力相談ダイヤルあさがお　☎083－902－0889
■虐待かもと思ったら「児童相談所全国共通ダイヤル」　☎189
■臨床心理士による教育相談　!10月16日㈫19時～21時　%不登校
などの悩みをもつ小中学生の保護者　{2人　~10月12日まで　
#_教育支援課（☎34－8630、>22－6071、相談場所は港町一丁目11－30）
■こども・若者相談ダイヤル　☎34－8333　!平日　8時半～17時15分

%子育て中の保護者、青少年と家族
■ひきこもり相談・ひきこもり家族相談会　!第2火曜、第4木曜　各10
時～16時　#_ふらっとコミュニティひだまり（☎21－1552）

■若者の就労や心の悩み相談　!火～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

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

※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。
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松岡小児科　　　　　　　　　
西宇部南
☎41－8005

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10月31日㈬、11月1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。

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

宇部仁心会病院
寿町
☎31－3337

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

かわかみ整形外科・小児科クリニック
野原
☎37－3700

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

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

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

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

10月7日㈰ 14日㈰ 21日㈰ 28日㈰ 11月3日（土・祝）8日（月・祝） 11月4日㈰

●歯科　日時　10月7日㈰、11月4日㈰各9時～12時　場所　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099

セントヒル病院
今村北
☎51－5111


