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（　）内は前月比。2018年7月末日現在
（転入・転出は7月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
79,011
86,701
165,712
79,171

（－36）
（－37）
（－73）
（－5）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入307人　転出298人

作品名
「PARTICIPATORY
TEXTILE みんなの織物」
地域から集めた素材を使っ
て、市内の小学生と協働で、立体的な織物
の作品を制作します
滞在・制作期間　10月1日㈪～29日㈪　　
制作・展示場所　ときわ湖水ホール
　※完成した作品は11月4日㈰まで展示
参加者募集　エレナさんと一緒に海をイ
メージした大きな作品をつくろう
▽日時　10月14日㈰①10時～12時
　10月21日㈰①10時～12時②14時～16時
　10月27日㈯①10時～12時②14時～16時
▽対象　市内の小学生※保護者同伴
　各回15人程度（2回以上参加）
▽申込期間　9月10日㈪～
▽申込先　UBEビエンナーレ推進課
　☎51－7282

●プロジェクト型
　（中心市街地）
　作品名
　「日常劇場　All the
　  world's a stage」
　中央銀天街を拠点に、市民参加型の市
　街劇を制作・上演します
　滞在・制作期間
　　10月中旬～11月下旬
　制作・公開場所　中央町、中央銀天街
　参加者募集　演目内容・会場制作、演
　　者・会場補助など
　▽日時
　　作品説明会　10月14日㈰14時～16時
　　上演日　11月18日㈰
　▽申込期間　9月10日㈪～随時受け付け
　▽申込先　UBEビエンナーレ推進課　
　　☎51－7282

●屋外インスタレーション
　＋ワークショップ型
　（中山間地域）
　作品名
　「UBEラビリンス」
　地域から集めた素材や
　木材を使って、市民と協働で迷路を制作
　します
　滞在・制作期間　9月中旬～10月下旬
　制作・設置場所　旧吉部小学校、アク
　　トビレッジおの　ほか
　参加者募集　迷路「UBEラビリンス」の
　　壁やスタンプなど、迷路のパーツを作
　　ります
　▽日時　①9月17日（月・祝）②9月24日（月・休）
　　　　　各10時～15時
　▽場所　旧吉部小学校
　▽申込期限　①9月14日㈮②9月21日㈮
　▽申込先　北部地域振興課
　　☎67－2812　>67－2158
　※小学生は保護者同伴、汚れてもよい
　　服装でお越しください

エレナ　　　　レデリー くずや しゅんこうどう とよふく　　りょう
Ellena Redaelli
（ノルウェー）

●室内インスタレーション
　＋ワークショップ型
　（こどもビエンナーレ）

葛谷春光堂 豊福　亮
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再生紙を使用しています

久保田市長 今月のイチオシ

　3年後に市制施行100周年を迎える本市は、時代
とともに革新を興し、産業転換を図りながら発展して
きた歴史があります。このような先人が築いた産業風
土の中で、さらなる産業力の強化に向け4年前からは
起業支援に取り組み、その結果、平成26年度から平
成29年度の4年間で113件の起業を実現していま
す。
　この流れを加速するため、７月22日（日）に開設した
「うべ産業共創イノベーションセンター　志」。愛称は
「うべスタートアップ」。
　同センターには、事業構想の実現をサポートする

経験豊富なスタッフが常駐し、起業・創業や経営改
善、新事業の創出などを支援します。
　休日や仕事帰りに気軽に立ち寄れるよう平日は19
時まで、土日祝日も18時までオープン。
　集った人たちやスタッフとコーヒーでも飲みながら、
起業や事業構想について、相談、交流してみません
か。異業種の人との交流や一緒に事業を展開する
仲間づくりなどができますよ。
　また、9月は、SNS活用法や働き方改革をテーマと
したセミナーを開催。ぜひご参加ください。（詳細は7
面掲載）

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）
☎39－5010　>39－5184

イノベーションの起こるまち“うべ”で
「うべスタートアップ（うべスタ）」が始動！

※一次審査
　9月30日㈰13時～16時30分
　審査風景は、一般公開します

UBEビエンナーレの新部門として、アーティストが市内に滞在し、
地域と関わりながら作品を制作する3つのアーティスト・イン・レジ
デンス・プログラムが始まります

　世界各国のアーティストから寄せられた野
外彫刻のための作品プランをすべて公開する
展覧会です。これまでの1/10サイズの彫刻模
型に加えて、今回から新たに、ドローイング（線
描写など）や模型写真の応募が可能となり、
多彩な作品プランをご覧いただけます。
　この中から選考された15点が、来年秋に約
10倍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。

第28回UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）応募作品展
野外彫刻のための作品模型とドローイング展

■問い合わせ　UBEビエンナーレ推進課　☎51－7282　>51－7205

アーティスト・イン・レジデンス・プログラム

10月1日㈪～11月4日㈰　　　10時～17時（入場は16時30分まで）
※火曜休館

会期

会場　ときわ湖水ホール

こころざし
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　症状に緊急性がなくても「交通手段がない」「どこの病院に行けばよいかわから
ない」「困っているから」と救急車を呼ぶ人がいます。緊急でない人への対応のた
め、現場への到着が遅れ、救える命が救えなくなる可能性があります。
　本市の救急搬送者数のうち軽症者の割合は、平成26年の約40％に対し、平成
29年には約34％となり、皆さんのご理解とご協力でその割合は減少しています。
　本当に救急車を必要としている人のもとに一刻も早く駆け付けるため、救急
車の適正な利用について、引き続きよろしくお願いします。
　なお、傷病者の様子や事故の状況などから、緊急を要する場合は、迷わず119
番通報してください。

　9月1日～10月31日は動物の飼い方マナー
アップ強化期間です。ペットが他人に迷惑
をかけることのないよう、責任と自覚を
持って正しく飼いましょう。
▽動物の本能や習性、生理を理解し、正し
くしつけ、終生飼育する
▽飼い犬は必ずつなぐ
▽かむ癖のある犬は、口輪をかける
▽狂犬病予防注射と犬の登録をする
▽飼い猫は、屋内飼育に努める
▽動物の飼育場所を清潔に保つ
▽動物のふんで、公園、道路、他人の土地
などを汚さない
▽飼い主のいない動物に、無責任に餌を与
えない

「動物の愛護と福祉～動物福祉の5つの自由～」
　動物の立場に立った飼育について一緒に考
えましょう
●日時　9月22日㈯13時～15時
●場所　図書館
●対象　中学生以上
●定員　30人（先着順）
●持参品　筆記用具
●申込方法　電話かメールで、参加者全員の
　氏名・年齢・連絡先を連絡
●申込期限　9月20日㈭
●申込先　生活衛生課　☎34－8252
　　　　　ボイスオブアニマルズ
　　　　　voice_voa_voa@yahoo.co.jp

●日時　10月14日㈰10時～11時
●場所　ときわ公園
　　　　（東駐車場横の桜山）
●定員　20組（先着順）
●申込先　
　県宇部健康福祉センター
　☎31－3200
　※動物健康相談、動物の飼い
　　方に関する資料配布も行い
　　ます（9時30分～12時）

救急車の適正利用にご協力ください！

救急車を呼んでいいのか
判断に迷った時は

■問い合わせ　宇部・山陽小野田消防局　☎21－6113　>31－0119

■問い合わせ　生活衛生課
　☎34－8252　>22－6016

その119番は、緊急ですか？
動物は責任を持って飼いましょう

■問い合わせ　防災危機管理課　☎34－8139　>29－4266

台風シーズンに備えましょう
　これから10月にかけて、台風が日本列島に接近・上陸しやすい時
期を迎えます。雨や風が強くなってから慌てては、思わぬ事故やけ
がにつながります。台風に対する備えを確認しておきましょう。

　高潮とは、台風や強い低気圧によって、海岸付近で海面が異常に
高くなる現象です。次のような場合は、高潮の危険性が特に高まり
ます。早めに避難しましょう。
▽台風の接近が、大潮の満潮時と重なりそうなとき
▽台風が、宇部市周辺あるいは、宇部市の西側を通過しそうなとき
▽台風が、九州付近に接近し、周防灘に強い東風が吹き続けるとき

平成11年　台風18号が直撃し市内で大きな被害が発生（西岐波）

●＃8000（小児救急医療電話相談）
　　子どもの急な病気やけがの相談に、専任の看
護師などが応じます
●全国版救急受診アプリ「Ｑ助（きゅーすけ）」
　　該当する症状を画面上で選択していくと、緊
急度に応じた必要な対応が表示され、その後、
119番通報、医療機関や受診手段の検索ができ
ます
　総務省消防庁「Q助」案内サイト
　http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/
　filedList9_6/kyukyu_app.html

■高潮に十分注意を

■停電・電線の断線
　災害に遭わないためには、危険な場所へは近づかないことと、早
めに避難することが大切です。台風は、事前に予想進路や接近時刻
などの予報がありますので、テレビやラジオなどの台風情報や気象
情報に注意するとともに、緊急避難場所の確認や非常持ち出し品の
準備など万全の対策をとりましょう。
　また、長時間の停電に備えて、懐中電灯や携帯ラジオなどを準備
し、介護を必要とされているご家族は、病院への対応など、事前に
検討しておきましょう。

■情報収集と避難準備が肝心

●うべメールサービス
　　宇部市に発令された警報や避難勧
告などの防災情報をメールでお知ら
せします
　▽登録方法　登録・変更用アドレス
にメールを送信し、折り返し送信
される登録用メールに従って登録
してください。

　　登録・変更用アドレス　
ube@xpressmail.jp

※登録用メールが届かない場合は、迷惑メール対策の設定など
をご確認ください。
　設定方法の詳細は、販売店などに問い合わせてください。
　▶URL付きメールを許可する
　▶「@xpressmail.jp」及び「@city.ube.yamaguchi.jp」の
　　ドメインを許可する

●Yahoo! 防災速報
　　ヤフー株式会社が提供するスマートフォンアプリを活用し
　て、宇部市の防災情報を配信します
　▽登録方法　下記専用サイトにアクセスし、画面
　　の指示に従ってダウンロードしてください。
　　専用サイトURL　https://emg.yahoo.co.jp/　
　▽設定方法　ダウンロード後、下記の設定をしてください。
　　1. 地域の設定　⇒　「宇部市」を選択
　　2.［iPhone の場合］プッシュ通知する情報の選択
　　　［Android の場合］通知のオンオフ・時間・音の選択
　　　⇒「自治体からの緊急情報」を「オン」に設定

　停電に関する問い合わせや、電線の異状、電柱や電線からの
火花や異常音を見聞きしたら、中国電力に連絡してください。
中国電力㈱カスタマーセンター

■防災メールの登録、
　Yahoo!防災速報の活用を

【件名】避難勧告
【本文】
○○時○○分、○○地
区に対して避難勧告
を発令しました。
台風により、今後、
高潮被害が発生する
おそれがあります。
避難してください。

緊急避難場所
○○、○○、○○

0120－613－277

動物愛護週間特別セミナー

犬の飼い方・しつけ方教室

●認知症初期集中支援チーム（高齢者総合支援課　☎34－8304）
　　介護福祉士・主任介護支援専門員・保健師・嘱託医で構成する
チームが関わり、必要に応じて医療や介護サービスを紹介しなが
ら本人と家族の生活をサポートします。
　　若年性認知症(65歳未満で発症する認知症の総称)に関しての相
談もお受けします。
●高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）
　　高齢者の総合相談窓口です。住み慣れた地域で生活できるよう
に、認知症を含むさまざまな相談をお受けします。各センターに
は認知症地域支援推進員もいます。

　「認知症カフェ」とは、認知症の人やその家族、地域住民、医
療や介護の専門職など、だれもが気軽に集い、仲間づくりや情
報交換ができる地域の居場所です。市内で活動している認知症
カフェは、市ホームページに掲載しています。お茶を飲みながら、
認知症や介護のことなどを気軽にご相談ください。

●「宇部市認知症カフェ」の登録者を募集しています
　　登録の要件などは市ホームページをご覧ください。登録を
された事業者などの活動は、市ホームページなどで広く周知
し、情報提供や助言などの支援もします。
　申込先　高齢者総合支援課　☎34－8304

「認知症カフェサミット（県主催）」開催
　住み慣れた場所で、最後まで自分らしく暮らすため、「認知症
カフェ」について一緒に考えてみませんか。
　日時　9月30日㈰10時～15時
　場所　新南陽ふれあいセンター（周南市福川南町2-1）
　内容　・若年性認知症と診断された丹野智文講演
　　　　・認知症カフェについて一緒に考える分科会　
　問い合わせ　県長寿社会課　☎083－933－2788

　認知症を正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人やその家
族を見守る「応援者」が認知症サポーターです。身近な応援者が
もっと増えれば、より安心して住み続けられる地域になります。
あなたも認知症サポーターになりませんか。
　講座の申し込みは随時受け付けています。学校、職場、地域
に講師を派遣し、出前講座もできます。詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。

　認知症高齢者の数は、2025年には日本国内で約700 万人、65 
歳以上の高齢者の約5人に1人に達することが見込まれ、今や認知
症は誰もが関わる可能性のある身近な病気です。この機会に、認
知症について家族みんなで考えてみませんか？

認知症への理解を深めましょう
9月は「山口県認知症予防月間」です

認知症に関するイベントを行います

■問い合わせ
　高齢者総合支援課
　☎34－8304　>22－6026

東岐波・川上
西岐波・常盤
西宇部・厚南
黒石・原
上宇部・小羽山
新川・鵜の島・藤山
厚東・二俣瀬・小野
船木・万倉・吉部
恩田・岬
見初・神原・琴芝

東部第一高齢者総合相談センター
東部第二高齢者総合相談センター
西部第一高齢者総合相談センター
西部第二高齢者総合相談センター
中部第一高齢者総合相談センター
中部第二高齢者総合相談センター
北部東高齢者総合相談センター
北部西高齢者総合相談センター
南部第一高齢者総合相談センター
南部第二高齢者総合相談センター

39－6971
39－6151
45－3969
43－9307
43－9551
39－6131
62－5858
67－0506
38－8551
38－3220

39－6972
39－6502
45－1224
43－9308
35－9206
39－8134
62－5959
67－1413
38－8552
38－3221

担当校区 センター名 電　話 FAX認知症サポーターになりませんか

「認知症カフェ」をご存じですか？

一人で悩まず相談しよう（相談窓口）

●9月15日㈯～27日㈭
　認知症関連パネル展　場所　図書館
　認知症ライブラリー　場所　図書館、学びの森くすのき
●9月18日㈫～21日㈮　10時～12時
　宇部市介護家族の会による「出張相談会　ふれんど」　場所　図書館
●9月16日㈰～21日㈮
　認知症啓発イベント　場所　図書館
　★のイベントは、「はつらつポイント」対象です

※やまぐち元気アップ体操の際に、嗅覚検査や血管年齢・体力測定
　ができます
※認知症サポーター養成講座の受講者には、「オレンジリング」を進
　呈します

★市民向け認知症サポーター養成講座

★市民向け講話「認知症疾患医療セン
　ターの役割と若年性認知症コーディ
　ネーターの活動紹介」

映画「毎日がアルツハイマー」
★市民向け認知症サポーター養成講座

★やまぐち元気アップ体操
★やまぐち元気アップ体操
映画「認知症と向き合う」

認知症紙芝居
（幼児・小学校低学年向け）

山口県認知症の人と家族の会
～つどい～

9月21日㈮

9月20日㈭

9月19日㈬

9月18日㈫

9月16日㈰

14時～15時30分

10時～11時30分

14時～15時30分
10時～11時30分
14時～15時30分
10時～11時30分
14時～15時30分
10時～10時30分
13時30分～14時30分

10時～12時

映画「僕がジョンと呼ばれるまで」

認知症サポーターの証
オレンジリング

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/
kenkou/koureifukushi/ninchishou/
youseikouza.html

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/koureifukushi/ninchishou/
n-cafekatudou/index.html
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　※天候等により変更となる場合があります
　※10月28日㈰以降の運行時間は未定です
◆ゆめ花博会期中に、ときわ動物園・ときわミュージアム 
世界を旅する植物館で、ゆめ花博の入場券を提示すると、
入場料が割引になります
◆10月6日㈯は宇部市の日を開催！
　楽しいステージイベントやＰＲブースを設置します。
　ぜひ、お越しください。

　山口大学と国立天文台の研究者が、
宇宙や人工衛星の利用に関する最新
情報について講演を行います。
●日時と内容　10月13日㈯　開場12時～
　▽13時～
　　演題「暮らしの中に広く浸透している宇宙利用技術のこれから」
　　講師　長井　正彦
　　　　　（山口大学大学院准教授、山口大学応用衛星リモートセ
　　　　　 ンシング研究センター副センター長）
　▽13時45分～
　　演題「災害発生箇所把握のための衛星画像解析技術の開発に向
　　　　 けて」
　　講師　佐村　俊和
　　　　　（山口大学大学院准教授、山口大学応用衛星リモートセ
　　　　　 ンシング研究センター、JAXA主任研究開発員）
　▽14時40分～
　　演題「人はなぜ宙

そら

に惹かれるのか～宇宙と人をつなぐ138億年の
　　　　 不思議な旅～」
　　講師　懸　秀彦（自然科学研究機構国立天文台准教授）
　▽15時40分～　宇宙に関するQ&A
●場所　山口大学工学部
●定員　160人（先着順）※定員超過の場合は連絡します
●申込方法　
　▽うべ電子申請サービス
　　https://s-kantan.com/ube-u/　　
　▽FAX　参加者全員の住所（市町名のみ）・氏名・年齢・電話番
　　号を記入して送信してください
　※手話、介助などの支援が必要な人は申込時に連絡してください
●申込期限　10月5日㈮
■申込先　コミュニティスクール推進課　☎37－2780　>22－6071

●業務内容　本庁舎建物の軽微な修繕、周辺の環境
美化、事務補助、駐車場の管理、 マイクロバスの
運転など

　※土、日、祝日の勤務あり
●対象　大型自動車運転免許を所持している人
●任期　10月1日～来年3月31日
●採用人数　1人
●申込方法　履歴書を持参か郵送
●申込期限　9月12日㈬［必着］
●試験　▽日時　9月18日㈫　13時30分～
　　　　▽内容　作文、面接
■申込先　総務管理課　☎34－8105　>22－0686

山口ゆめ花博 開幕！！「宇宙教育セミナー」
の開催

庁舎管理等業務員
（嘱託職員）を募集

●試験（第1次）　10月21日㈰9時30分～
　会場：男女共同参画センター
●申込期限
　▽持参・郵送　9月21日㈮［消印有効］
　▽うべ電子申請サービス　9月20日㈭
　　https://s-kantan.com/ube-u/　　　
　※受験申込書などは、人事課、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
■申し込み・問い合せ　人事課　☎34－8129　>22－0686

宇部市の職員採用

　夜の稲成神社、幽玄な雰囲気の
中で手に汗握る勇壮な演武をご堪
能ください。なお、公演当日には演
目に応じて限定御朱印を授与しま
す。
●日時　9月1日、8日、15日、16日、
　22日、23日各20時～21時10分
●場所　太皷谷稲成神社
●費用　中学生以上500円
■問い合わせ
　津和野町観光協会
　（☎0856－72－1771）

　平成30年は、明治維新150周年
と「マンガの神様」と称えられる手

塚治虫の生誕90周年とが重なりま
す。手塚治虫が『陽だまりの樹』な
どの作品で描いた明治維新期の世
界観を、直筆のマンガ原稿や当館
の収蔵資料をもとにして紹介しま
す。
●日時　9月15日㈯～10月14日㈰
　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）

　国指定史跡三田尻御茶屋旧構
内（英雲荘）を舞台に、防府市を中
心に活躍する若手芸術作家が歴
史的空間を作品で彩ります。

●日時　9月22日㈯～10月14日㈰
　9時30分～16時30分※月曜休館
●場所　英雲荘
●入館料　高校生以上300円、
　小・中学生150円
■問い合わせ
　防府市文化財郷土資料館
　（☎0835－25－2237）

　市内小中学生「科学作品展」、
市内高等学校・山口東京理科大
学・市内企業による実験体験ブー
ス、山口東京理科大学教授による
サイエンスショー　など
●日時　9月29日㈯、30日㈰
　10時～17時
●場所　おのだサンパーク
■問い合わせ
　山陽小野田市教育総務課
　（☎82－1200）

　山口市の幕末・明治維新を楽し
く、分かりやすく学ぶ場として、また、

まち歩きの新たなスポットとして「十
朋亭維新館」がオープンします。
●日時　9月29日㈯12時～
　※通常開館時間は9時～17時
●場所　十朋亭維新館
●費用　本館展示室は有料：高校
　生以上200円、小・中学生100円
■問い合わせ
　山口市文化交流課
　（☎083－934－4155）

　「台湾ランタンナイトフェスティバ
ル」で使用されるランタンが、美祢
の街を鮮やかに彩ります。台湾料
理や、美祢市の特産品を使った商
品も出店されます。
●日時　9月29日㈯15時～21時
●場所　美祢市厚狭川沿い
　（旧丸和～市役所裏駐車場）
■問い合わせ
　実行委員会（一社）美祢青年会
　議所
　（☎0837－53－1666）

美祢ランタンナイト
フェスティバル

「十朋亭維新館」
オープン

かがく博覧会

文化財×ART
「音連れ」

手塚治虫が描いた
明治維新

津和野夜神楽2018

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。

●山口ゆめ花博連携イベント
　植物文化作品展　ミ
　植物をテーマとした絵画などの文化作品展
　日時　9月10日㈪まで
　　　　9時～17時（最終日は15時30分まで）
●2018山口ゆめ花博 押し花コンテスト　ミ
　自然の花を押して作品にする国内の芸術文化
　日時　9月15日㈯～24日（月・休）※18日㈫開館
　　　　9時～17時（入館は16時30分まで）
●ときわ公園フリーマーケット　他
　日時　9月16日㈰7時～14時　※雨天中止
　場所　東駐車場
●山口ゆめ花博連携イベント
　ときわミュージアム「写真展」　ミ
　ときわミュージアム周辺と世界を旅する
植物館の「植物」をテーマに募集した写真
の展示
　日時　9月29日㈯～11月4日㈰　9時～17時

●おしごと展～動物園の飼育員さん、獣医
さんって何しちょるん！？～　モ
　パネル展示や体験コーナー
　日時　9月15日㈯～10月21日㈰9時30分～17時
●敬老の日ご長寿動物特別ガイド　動
　日時　9月17日（月・祝）
　　①ミナミコアリクイ　12時15分～
　　　場所　ミナミコアリクイ展示場前
　　②バックヤードのテナガザル
　　　13時30分～
　　　場所　動物園入口集合
　　　定員　20人（先着順）
●突撃！ときわのサルご飯　モ
　ハヌマンラングールのおなかのヒミツと
スペシャルなエサのプレゼント
　日時　9月22日㈯13時～14時
　定員　10人（先着順）
　申込先　常盤動物園協会　☎21－3541

●石炭記念館新収蔵コレクション展　石
　近年、石炭記念館の収蔵品として新たに
仲間入りした炭鉱関連資料をご紹介
　日時　9月29日㈯～来年1月21日㈪
　　　　9時30分～17時
●連続講座　炭

ヤ

鉱
マ

の語り部講座　第2弾
　「宇部炭田を知ろう」　石
　宇部の歴史や魅力にせまる連続講座
　日時　9月30日㈰13時～15時
●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　9月30日㈰9時30分～17時
　　　　（パスポートの販売は16時まで）
●常盤湖水生生物観察会～生きものを調べ
てみよう～　動
　日時　10月6日㈯10時～ 12時　※雨天中止
　定員　20人（先着順）
　申込先　常盤動物園協会　☎21－3541

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

▶9月9日㈰まで
　19時30分～22時
▶9月10日㈪～9月30日㈰
　19時～22時
▶10月1日㈪～11月4日㈰
　18時30分～22時
※いずれも入館は21時30分まで
場所　ときわミュージアム
　　　世界を旅する植物館
入場料　一般500円、
　　　　高校生以下無料
　　　（小学生以下は保護者同伴）

用意された花の苗で花壇（1.5ｍ四方）を作ります
日時　10月7日㈰10時～
場所　UBEビエンナーレ彫刻の丘
対象　個人、5人までの団体
定員　10組（先着順）
持参品　スコップ・移植ゴテなど
　　　　（装飾品の持ち込み自由）
申込方法　電話、FAX、メールで、代表者の氏名と
電話番号、参加人数、団体はチーム名を連絡
申込期限　9月21日㈮
申込先　㈲緑化社　☎>75－0530
　　　　ryokka@rice.ocn.ne.jp

チームラボ
宇部市ときわ公園 2018
世界を旅する植物と、
花と共に生きる動物たち

花フェスタ　ミニ花壇コンテスト参加者募集

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　　遊…ときわ遊園地
石…石炭記念館　　他…その他

開催場所の表示
ミ

ミ

ミ

ミ

動

動

動

石

石

石

遊

遊

モ

モ

モ

他

他

とき　9月14日㈮～11月4日㈰
会場　山口きらら博記念公園

◆会場へは、無料シャトルバスが便利！
　9月14日㈮～10月27日㈯運行分

■問い合わせ　「山口ゆめ花博」事務局　☎38－8719
　　　　　　　http://yumehana-yamaguchi.com/
　　　　　　　観光・グローバル推進課　☎34－8353

小学校入学前の健康診断
　詳しいお知らせは、9月中旬までに住民票の住所に郵送します。
●対象　平成31年4月に小学校に入学する子ども
　　　　（平成24年4月2日～平成25年4月1日生まれ）
●健康診断実施日

■問い合わせ　学校教育課　☎34－8609　>22－6071

東岐波
西岐波
恩　田
上宇部
岬
見　初
琴　芝
神　原

小学校名 月　日
11月 2日㈮
10月 4日㈭
10月18日㈭
11月 1日㈭
10月11日㈭
10月11日㈭
10月25日㈭
10月 4日㈭

新　川
鵜ノ島
藤　山
厚　南
原
厚　東
二俣瀬
小　野

小学校名 月　日
10月10日㈬
10月10日㈬
11月15日㈭
10月11日㈭
10月30日㈫
10月16日㈫
10月 1日㈪
11月15日㈭

常　盤
小羽山
西宇部
川　上
黒　石
吉　部
万　倉
船　木

小学校名 月　日
10月18日㈭
11月15日㈭
10月25日㈭
10月18日㈭
10月 4日㈭
10月24日㈬
10月23日㈫
10月17日㈬

▽昭和63年4月2日～
　平成11年4月1日生まれ
▽栄養士資格を有する
か、平成31年3月末ま
でに取得見込み

1人程度

採用予定
人　　数

受験資格など
（条件をすべて満たす人）職種区分

学校給食
栄養

中級
（短大卒業程度）

　会場には、1,000万の山
口県の花が咲き誇り、個
性豊かな8つのゾーンで、
さまざまな魅力が体感で
きます。夜間は、公園の
ライトアップや参加型パ
レードをお楽しみいただ
けます。

山口宇部
空港

ときわ
公園

ゆめ花博
会場

9：55発

12：30発

14：45発

17：10発

18：45発

10：05発

12：40発

14：55発

17：20発

18：55発

10：30着

13：05着

15：20着

17：45着

19：20着

山口宇部
空港

ときわ
公園

ゆめ花博
会場

11：30発

13：55発

15：55発

18：00発

19：25発

11：55発

14：20発

16：20発

18：25発

19：50発

12：05着

14：30着

16：30着

18：35着

20：00着

園内施設休業日…毎週火曜

11月4日㈰まで開催中！
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避難訓練（障害のある人の避難
時の誘導方法など）とAED使用方
法の体験!9月9日㈰10時～12時
#福祉会館{70人}宇部市身体
障害者団体連合会事務局
（☎>44－0261）

演題「うつ病に潜む発達障害～そ
の見立てと支援～」!9月9日㈰13
時半～15時半#県総合保健会館
（山口市吉敷下東三丁目1－1）
}県精神保健福祉センター
（☎0835－27－3480）

「うちわに俳画を描こう」豊かな四
季と美しい自然を画にたくす俳画
体験!9月16日㈰10時～12時、13
時～15時#文化会館}文化創造
財団（☎35－3355、>31－7306）

医師や看護師などによる講演（手
話通訳あり）※要約筆記が必要な
人は9月19日までに連絡してくださ
い!9月29日㈯14時～16時#多世
代ふれあいセンター{300人}保
健センター（☎31－1777、>35－
6533

!10月13日㈯9時～16時（イベント
により異なる）#山口宇部空港
$▽JAL KIDS STUDIO＆PARK
▽ANA制服試着写真撮影会▽ス
ターフライヤー空の日▽謎解きミ
ステリーチョーコクンの憂鬱▽バ
スの乗り方教室▽おんだ翼空港
まつり▽親子で航空隊員に大変
身▽ガラポン抽選会▽消防防災
ヘリコプター「きらら」展▽救助訓
練▽似顔絵コーナー▽バンド演
奏、ハンドベル演奏会、アルプホル
ン演奏、フラダンス、マリンバアン
サンブル▽飲食出店}「空の日」
実行委員会（☎21－5841）

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!#①9月30日㈰
厚南市民センター、②10月20日㈯
【女性限定・託児あり】保健セン
ター、③10月28日㈰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~①
は受付中、②③は9月20日から
_保健センター（☎31－1777、>35
－6533）

受診前に必ず予約してください●
休日▽乳がん：阿知須同仁病院
（☎65－5778）、ささい放射線科
（☎22－0331）、針間産婦人科（☎
21－2373）●平日夜間▽乳がん：
阿知須同仁病院、宇部記念病院
（☎31－1146）、ささい放射線科

!9月～12月の指定日{医療機関
ごとに先着順<受診券、検査費
用}保健センター（☎31－1777、
>35－6533）
●がんに関する悩みや不安につ
いて相談できる「がん・なんでも相
談窓口」を設置しています▽山口
宇部医療センター（☎58－2100）、
シーサイド病院（☎58－5360）、宇
部興産中央病院（☎51－4760）、宇
部協立病院（☎33－6111）、わただ
内科（☎34－2611）、山口大学医学
部附属病院（☎22－2473）、宇部フ
ロンティア大学（☎38－0515）

▽検査内容：特定健康診査の検
査項目、MRI（頭部）、MRA（頭部・
頸部）、認知機能検査など▽実施
医療機関：宇部興産中央病院、く
ろかわクリニック、南園クリニック、
よしかわ脳神経外科クリニック、お
ばやま脳血管心臓病クリニック、
セントヒル病院%平成30年度中に
40～74歳になる国民健康保険の
被保険者で、平成28・29・30年度に
脳ドックの受診票の交付を受けて
いない人。※脳ドックを受診する
人は特定健康診査を受診できま
せん。ペースメーカー装着者と入
れ墨を入れている人は申し込みで
きません&9,800円{500人（先着
順）|国民健康保険被保険者証、
特定健康診査受診券を持参し申
込書を提出~12月21日まで_保
険年金課（☎34－8294、>22－
6019）、北部総合支所、各市民セ
ンター

誰でも気軽に楽しめるニュース
ポーツ（ラダーゲッター、ペタンク
など）を体験してみませんか!9月
5日～11月21日の毎週水曜（途中
参加可）、9時半～11時半#東岐
波ふれあいセンター、10月3日のみ
Goppoええぞなクラブ（東岐波
4138－11）%主に高齢者&1,500円
{30人（先着順）<飲み物、タオル
~随時_Goppoええぞなクラブ
（☎>39－6336）
goppoeezona@yk9.so-net.ne.jp　

病害虫の予防法、秋冬野菜の植
え付け!9月9日㈰9時～12時#日
高自然農園（広瀬565）、広瀬公会
堂%有機栽培に興味のある栽培
初心者&1,000円{15人<手袋、
タオル、長靴、水筒、農具（可能な
人）~9月8日まで_有機ネット山口
西部（®090－5690－5758［天野］）

●古地図を片手にまちを歩こう
$御田屋（福原邸跡）、鎌田橋、信
行寺跡などを巡ります（西コース
約3.5km）!9月16日㈰9時50分～
12時#琴崎八幡宮バス停集合

~9月14日まで
●菅原道真と道重上人ゆかりの
地$梶返や松月院を巡ります（約
6km）!9月22日㈯9時50分～12時
半#上宇部ふれあいセンター集
合~9月21日まで
●古地図を片手にまちを歩こう
$御田屋（福原邸跡）、教念寺、松
月庵（院）などを巡ります（東コー
ス約4km）!10月7日㈰9時50分～
12時#琴崎八幡宮バス停集合
~10月5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）

!9月19日㈬10時～11時半#保健
センター%9カ月～1歳3カ月児と保
護者{35人（先着順）~9月5日か
ら_こども・若者応援課（☎31－
1732、>21－6020）

栄養士講話、はじめてクッキング、
保育士による読み聞かせや遊び
方指導!10月2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~9月6日から_こど
も・若者応援課（☎31－1732、>21
－6020）

手作りしたバジルソースとサム
ジャン（韓国の調味料）を使って料
理をします!9月20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）~9月17日まで
#_アクトビレッジおの（☎64－
5111、>64－2800）
actvillageono@gmail.com

宇部新川駅～市役所周辺の彫刻
を楽しいガイドを聞きながら清掃し
ましょう!9月23日㈷9時15分～11
時半#市役所正面玄関前集合
{200人<ゴム手袋、軍手、草取り
用具など|*?∑（7面）と中学生
以下は年齢、団体で参加の場合
は団体名_うべ彫刻ファン倶楽
部事務局（☎37－5877、>37－
5887）~9月7日まで}UBEビエン
ナーレ推進課（☎51－7282、>51－
7205）

ご近所ふれあいサロンはみんなで
楽しく交流できる「地域の集いの
場」です。サロンの実施方法・効果
などの講義や活動紹介、情報交
換を行ないます!9月27日㈭14時
～16時#福祉会館%ご近所ふれ
あいサロン実施者か実施を検討し
ている人、福祉委員、民生委員、校
区・地区社協役職員、ふれあいセ
ンター職員など地域福祉活動に
関わる人{100人（先着順）_校
区・地区社会福祉協議会（各ふれ
あいセンター内、楠地区は楠総合
センター内）~9月7日まで}宇部
市社会福祉協議会（☎33－3134、
>22－4391）

高齢者宅での掃除・買い物などの
支援のポイントとコミュニケーショ
ンの取り方などを学びます!10月
2日㈫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~9月18
日まで_県シルバー人材センター
連合会（☎083－921－6070、>083
－921－6077）

一般公開する3科目の受講生を募
集▽授業科目：宗教学、近世文芸
論、国際情勢!10月～来年1月（日
程は科目により異なる）&各5,000
円#_山口県立大学（☎083－928
－3495）

「ともに働き、ともに生きる社会を
目指して」をテーマに、障害のある
人を積極的に雇用している企業
の担当者による講演会とトーク
セッションを開催します※配慮が
必要な人は事前に連絡してくださ
い!10月12日㈮13時半～15時50
分#文化会館{300人|*?Ⓦ
∑（7面）と団体などは所属名~10
月5日まで_障害福祉課（☎34－
8457、>22－6052）
https://s-kantan.com/ube-u/

●「長陽福娘」酒蔵見学と萩・明
倫学舎!10月13日㈯&6 ,800円
（昼食付き）~9月28日まで（先着
順）
●産業観光バスツアー第8章「炭
鉱の歴史」美祢を支えた”黒”と新
たな産業!10月19日㈮&6,700円
（昼食付き）~10月12日まで（先着
順）
●道の駅めぐりと柿狩り!11月3
日㈷&8,800円（昼食付き）~10月
26日まで（先着順）
●博多座　十一月花形歌舞伎
「あらしのよるに」四幕!11月24日
㈯&23,000円（昼食付き）~10月
31日まで（先着順）
……………………………………
_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

ソフトテニス、テニス、バドミントン、
ソフトバレーボール、卓球、ウオー
キングジャズ、おはようリズム体
操、3Bらくらく健康体操、ジャズダ
ンス、ヒップホップダンス%&教室
により異なる|申込書を提出。募
集要項は市内体育施設などに設
置_市体育協会（☎31－1507、
>21－7138）
sportskyoushitsu@ube-taikyou.or.jp

すべての運動の基本である正し
い「走り方」を学びます!10月13日
㈯8時50分～11時50分※雨天時は
20日㈯に延期#恩田運動公園陸
上競技場%市内小学1年～6年生
{100人<運動着など、シューズ、
水筒|?=学校名、学年、性別、
氏名、住所、保護者氏名、50ｍ走

参加の可否（4年生以上）~9月28
日まで_市体育協会（☎31－
1507、>21－7138）
kawamura@ube-taikyou.or.jp

!試験日▽防衛大学校11月3日
㈷、4日㈰▽防衛医科大学校医学
科10月27日㈯、28日㈰▽防衛医科
大学校看護学科10月20日㈯%高
卒（見込含む）で21歳未満~9月5
日～28日}自衛隊宇部地域事務
所（☎31－4355）

!10月20日㈯13時半～#渡辺翁
記念会館{200人程度
●出演者募集{30人<ハーモニ
カ|*?=氏名、連絡先、ハーモ
ニカの演奏経験の有無、演奏曲
目~9月30日まで_宇部ハーモニ
カソサエティ（®090－6839－8289、
>43－1279）
teruhiro@trust.ocn.ne.jp

テーマ「健康寿命を延ばす為、必
要な生活習慣と運動」。ウオーキ
ングとストレッチを中心に、健康づ
くりのための生活習慣や運動の実
技指導を行います!10月21日㈰13
時～15時#パルセンター宇部
{100人（先着順）<上履き、飲み
物|*?氏名（ふりがな）、電話番
号、年齢、手話通訳が必要な人は
申込時に連絡~9月25日～10月12
日_保健センター（☎31－1777、
>35－6533）

江汐公園の薬用植物園などを巡
り、薬草の効能について学びま
す。また、自立した生活を送るた
め、自分の体重を負荷としたトレー
ニング方法を学びます!11月11日
㈰9時半～16時#江汐公園（山陽
小野田市）&中学生以上500円、
総合型地域スポーツクラブ会員
300円{一般80人、クラブ会員120
人（予定）<弁当、飲み物、タオル
_山陽小野田市スポーツ振興課
（☎>81－3100）~9月28日まで
}文化・スポーツ振興課（☎34－
8614、>22－6083）

再就職に必要な看護の知識・技
術に関する講義・演習・見学実習
を受けて再出発しませんか？
!#研修協力施設（県内25カ所）
で3～5日間%看護職の資格を有
する未就業の人_県ナースセン
ター（県看護協会内）（☎0835－24
－5791、>0835－28－9688）

統計法に基づき5年ごとに実施さ
れる住環境や世帯状況などの調
査を行います。調査員が該当地
区・世帯を調査・訪問しますので、
ご理解とご協力をお願いします
}総務管理課（☎34－8114、>22
－0686）

認知症や障害などにより判断能力
が不十分な人を、法律面や生活面
で保護・支援する成年後見に関す
る相談に司法書士が応じます
!#9月3日㈪～28日㈮の相談者が
希望する日時と場所~9月28日ま
で_リーガルサポート山口（☎083
－924－5220、>083－921－0475）

9月10日～17日は「自殺予防週間」
です。睡眠に関するパネル展で眠
りのチェックをしてみましょう!9月
10日㈪～14日㈮9時～17時（※10日
は11時～、14日は11時半まで）#宇
部郵便局}保健センター（☎31－
1777、>35－6533）

!9月11日㈫14時半～16時#ユー
ピーアールスタジアム{100人（先
着順）|*?=∑（7面）と事業者
は代表者の氏名、参加人数、勤務
先~9月7日まで_宇部法人会
（☎33－8610、>33－8612）
info@ubehoujinkai.or.jp

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、9月12日までに予約をお願
いします!9月15日㈯8時40分～12
時（受付は11時40分まで）#_市
民課（☎34－8264、>22－6017）

ことばの遅れ、就学先、学校で受
けられる支援など、悩みや疑問に
ついての相談に応じます。希望に
より、就学を考えている学校の見
学や体験入学などを通して、最も
望ましい就学ができるよう支援し
ます!9月21日㈮9時～15時（相談
は50分程度）#保健センター%小
学校就学を控えた子どもと保護者
{15組~9月11日まで_教育支援
課（☎34－8625、>22－6071）
●教育支援課では、就学前から高
校生までの発達が気になるお子さ
んの就学先や進路について、随
時、相談を受け付けています

小・中・高等学校の児童・生徒から
応募があった選挙啓発作品（ポス
ター、習字、標語）の中から、優秀
作品をパネルにして移動展示しま
す!9月21日㈮～10月4日㈭#市役
所（10月5日以降の展示会場は10・
11月号の広報うべ［情報カレン
ダー］に掲載します}選挙管理委
員会事務局（☎34－8451、>22－
6069）

!9月23日㈷●白石公園墓地$墓
地内に臨時バス停を設置し、小羽
山線、八幡宮線の一部の便が停
車します●開公園墓地$開線の

風呂ヶ迫―ひらき台間に臨時バス
停を設置し、全便停車します}交
通局（☎31－1134、>22－1772）

補装具の要否判定、適合判定な
ど!9月25日㈫16時～17時#福祉
会館~9月10日まで_障害福祉課
（☎34－8314、>22－6052）

不妊の検査や治療で悩んでいる、
配偶者や家族に理解してもらえず
悩んでいるなどの相談に、専門医
や臨床心理士が対応します（予約
制）!9月28日㈮16時～19時
#_県宇部健康福祉センター
（☎31－3200、>34－4121）

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!10月6
日㈯13時～15時#福祉会館%家
族_むつみ会（☎35－3365）

中央町地区にストリートファニ
チャー（街灯やベンチなど）を設置
し、人が集まるストリート空間や公
園を創造するための資金の一部
を、寄付金として募ります。住民税
や所得税の控除・還付対象にもな
ります。詳細は専用サイトをご覧く
ださい。目標寄付額1,000,000円▽
ふるさと納税サイト「ふるまる」
https://www.furumaru.jp/gcf/
projects/detail.php?project_co
de=352021_01_レッドホースコー
ポレーション㈱（☎03－5144－
5721）~12月31日まで}コンパクト
シティ・共生型包括ケア推進グ
ループ（☎34－8489、>22－6008）
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お知らせ

お知らせ

催し 事前申込なしで
参加できます

体験型防災対応による
学習会

こころの健康セミナー

芸術祭俳画展
「オリジナルうちわを作ろう！」

がん市民公開講座
「気になる『すい臓がん』のお話」

山口宇部空港
「空の日」記念フェスティバル

総合集団健診

住宅・土地統計調査に
ご協力を

高齢者・障害者のための
成年後見相談

眠れていますか？

身体障害者の巡回相談 ふるさと納税型
クラウドファンディング

不妊専門相談

統合失調症・うつ病相談会「消費税の軽減税率制度」
説明会

マイナンバーカードの
受け取りは済みましたか

就学相談会

明るい選挙啓発
優秀作品展

市営バス
彼岸の墓地臨時運行

募　　集

がん検診を
受けましょう（休日・夜間）

国民健康保険
脳ドック募集中

離乳食教室（後期）

介護家事支援講習

県立大学の公開授業

自衛官など

宇部ハーモニカコンサート

市民と考える
医療フォーラム

薬草ウオーク
薬草を学ぶ　薬草で学ぶ

看護職再チャレンジ研修

宇部志立市民大学
共生社会学部公開講座

交通局の旅プラン

体育協会スポーツ教室

小学生陸上運動
実技講習会

幼児食教室

畑クッキング
～台所で作れます～

うべ彫刻ファン倶楽部
彫刻清掃

ご近所ふれあいサロン
交流会

シニア向け
心の元気と体の健康づくり

第5回有機栽培技術講習会
（全8回）

てくてくまち歩き

∑…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
根賀　大介（神奈川県横浜市）…………………………… 65,000円
株式会社　長門製作所（大字山中）……………………… 500,000円
山口大学土木和会（常盤台）……………………………… 500,000円
株式会社　結心行房（大字西岐波）……………………… 170,438円
株式会社　西京銀行宇部支店（中央町）………………… 50,000円
有限会社　シンセリティ（大字善和）…………………… 50,000円
西中国信用金庫宇部支店（寿町）………………………… 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
（7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

「こめっこ」の必要性と活動内容についての講演※「こめっこ」とは、
遊びを通して親子が共に手話を習得することを支援する事業です!9
月9日㈰9時半～12時半#福祉会館&1,000円※宇部手話会・聴障会
の会員は700円_宇部手話会（®090－2809－2915、>33－7399）
mo2915@docomo.ne.jp

!9月30日㈰8時～12時#山口産業㈱駐車場集合&大人1,000円、中
学1年生以下500円（小学生以下は保護者同伴）{50人（先着順）
|*?∑（7面）~9月23日まで_宇部物流研究会（®090－7503－2960
［花田］、>32－4471）

豚汁の無料配布、ステージイベントなど!10月7日㈰8時半～14時
#扶老会●出店者募集{60区画（先着順）~10月1日まで_ハイツふ
なき（☎67－0188、>67－0888）

聞こえない子どもとその家族を笑顔に

真締川下流でハゼ釣り大会

扶老会フリーマーケット

市民の掲示板 詳細は_}に問い合わ
せてください

>22－6063記号の見方 !…日時　#…場所　$…内容　%…対象　&…費用　{…定員　<…持参品　|…申込方法　~…申込期間　_…申込先}…問い合わせ
*…電話　+…はがき　?…ファクス　=…電子メール　Ⓦ…電子申請　;…点字　　…申込時の必要事項（7面参照）　　…はつらつポイント対象□必

　毎月、起業・創業や企業の労働生産性の向上などをテーマとし
た各種セミナーを開催しています。（定員：20人程度）
9月12日㈬　18時30分～20時30分　「働き方改革は生き方改革」
9月19日㈬　14時～15時30分　「スキル人材獲得セミナー」
9月26日㈬　18時30分～20時30分　「ローカルコミュニティ戦略」
9月29日㈯　13時～14時30分　「SNS活用法」
●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

●場所・申込先　うべスタートアップ
　　　　　　　　中央町三丁目13－7　カーサ合

ね

歓
む

1階
　　　　　　　　☎39－5010　>39－5184

あなたの志を応援！うべスタートアップ
セミナー参加者募集

https://ube-startup.com/



情報カレンダー情報カレンダー 9月1日～10月5日9月1日～10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）

9月1日㈯

2日㈰

5日㈬

6日㈭

7日㈮
8日㈯

9日㈰
11日㈫

13日㈭

14日㈮

15日㈯

16日㈰

18日㈫

19日㈬
21日㈮

22日㈯

23日㈷

25日㈫
26日㈬

27日㈭
28日㈮

10月1日㈪
3日㈬

4日㈭
5日㈮

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）
園芸相談（ときわミュージアム　10時～12時、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）
芸術祭 市民音楽祭（オーケストラ部門）クラシックの午後（渡辺翁記念会館　14時～16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）
芸術祭 写真展（文化会館　10時～18時、最終日16時まで）※9日まで
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）
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）
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）
芸術祭 絵画・彫刻展（文化会館　10時～18時、最終日16時まで）※16日まで
芸術祭 俳画展（文化会館　10時～18時、最終日16時まで）※16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）
献血・400mL限定（和興産業(株)宇部工場　 13時半～16時半）
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（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）
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）
認知症紙芝居（幼児・小学校低学年向け）（図書館　13時半～14時半）
行政相談・特設人権相談（吉部ふれあいセンター　9時半～11時半）
1歳6カ月児健康診査（保健センター　13時～14時）
「なかよし絵本ひろば」よみきかせのじかん（図書館　10時半～10時45分）
フェローズ会絵画展（文化会館　10時～16時）※25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）
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）
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
桜諷流吟剣詩舞道「工藤天水先生を偲ぶ会」（文化会館　10時～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（にぎわい宇部　11時～15時）
行政書士電話相談（ 0120－326－125　10時～16時）※2日まで
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）
行政相談・消費生活相談（フジグラン　10時～13時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（にぎわい宇部　11時～15時）

プラネタリウム投影会　!9月2日㈰、9日㈰、16日㈰、23日㈷、30日㈰各
14時～15時15分#青少年会館&19歳以上54円

広報うべ 2018年9月号❽
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■弁護士相談
　!9月19日㈬13時半～15時半　予約受付開始9月6日㈭8時半～
　!10月3日㈬13時半～15時半　予約受付開始9月20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　!9月12日㈬、26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　!9月8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　!9月18日㈫　#市役所
{4組　~9月11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　!9月18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　#_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。

松岡小児科　　　　　　　　　
西宇部南
☎41－8005

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9月28日㈮、10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。

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

むらかみこどもクリニック
東須恵
☎44－4976

とみた小児科医院
妻崎開作
☎44－4150

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

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

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

9月2日㈰ 9日㈰ 16日㈰ 17日（月・祝） 23日（日・祝） 24日（月・休） 30日㈰

●歯科　日時　16日㈰、23日（日・祝）各9時～12時　場所　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099


