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（　）内は前月比。2018年5月末日現在
（転入・転出は5月中）の住民基本台帳
による。
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主な内容

再生紙を使用しています

「ＳＤＧs 未来都市」に選定
～「人財が宝」みんなでつくる宇部市ＳＤＧs推進事業～

久保田市長 今月のイチオシ

　本市は、内閣府の「ＳＤＧs未来都市」の提案公募
にエントリー。ヒアリング審査の結果、全国のモデルと
なる29都市のひとつに選定されました。
　ＳＤＧs（持続可能な開発目標）とは、2015年、国連
サミットで採択された、2030年までに先進国を含む国
際社会全体が取り組むべき国際目標。「貧困をなくそ
う」「すべての人に健康と福祉を」などの17の目標が
あります。
　国においても、ＳＤＧsを原動力に地方創生を進め
ることとして、地方自治体による取り組みを広く推進。

今回の提案公募もその取り組みのひとつです。
　本市は、ICT・地域イノベーションや働き方改革、若
者・女性の活躍、共生社会ホストタウンの推進など人
財の育成・活躍推進を図ることで持続可能なまちづく
りを展開し、“魅力・活力・「人財」にあふれた「共存同
栄・協同一致」のまち”を目指していくことを提案しまし
た。
　今後は、国のバックアップを受けながら、市民が暮
らしやすく力強く伸びる宇部の実現に向けて、取り組
みをさらに加速させていきます。

花火大会花火大会
荒天の場合は、22日㈰に延期
（開催・延期は21日㈯15時に決定し、宇部商工
会議所ホームページに掲載）

7月21日（土）
20時～21時　ところ　宇部港

▽会場周辺の営業店舗に、観覧目的の駐車はしな
いでください

▽車両通行止め区域から車両通行止め区域外への
車での移動は、17時～21時30分の間できません

▽ゴムボートなどでの海上からの花火の観覧は大
変危険ですのでやめてください

▽無人航空機・ドローンなどの飛行や、航空機で
の飛行観覧はご遠慮ください

▽会場内でのバーベキュー、玩具花火などの火気
使用は危険ですので絶対にやめてください

▽ゴミは持ち帰るか指定のゴミ箱に捨てましょう
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打ち上げ総数約10,000発！
花火と音楽のシンクロ「音楽花火」も見どころです。

市役所

注
意
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　会場付近の駐車場は限りがあります。渋滞の緩和、地球温暖化防止のためにも、
公共交通機関をご利用ください
○電車　臨時列車　}宇部新川駅　☎0570－666－683
○バス　▽市営バス　}交通局　☎31－1134
　　　　▽船鉄バス　}船木鉄道㈱　☎67－0074
　　　　▽パークアンドライドをご利用ください　交通局バス停と
　　　　　船木バスターミナルにパークアンドライド用の駐車場を設置
○臨時駐車場　琴芝街区公園（15時～22時）、神原小学校、見初小学校、琴芝
　小学校、東部体育広場駐車場（各17時～22時）、図書館（18時～22時）
○はなびーる電車　新山口駅から琴芝駅まで貸切電車を運行。専用スペースで
　花火を観覧できます。
　▽日時　7月21日㈯新山口駅発17時31分頃、阿知須駅発17時48分頃
　▽参加費　2,600円（缶ビール2本と清酒「貴」1カップ付き）、19歳以下1,600円
　　（ジュース・お茶各1本付き）どちらも宇部のおつまみ、オリジナルグッズ付き
　▽定員　100人（先着順）
　▽申し込み　7月11日までに交通局（☎31－2442）へ

ア
ク
セ
ス

カッターレース競技会（13時～17時） ■問い合わせ
　事務局　☎33－3242

山口宇部空港送迎デッキからも花火が見えます
海上を舞台に熱いレースが繰り広げられます

■問い合わせ　花火大会実行委員会
　　　　　　　☎31－0251

6月15日、総理大臣官邸でのＳＤＧs未来都市
選定証授与式に出席し、安倍晋三内閣総理
大臣から、選定証が授与されました。

（80.4MHz）

FMきららが
会場から生中継
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!7月26日㈭14時～16時%小学生
&200円{15人|*?氏名、参加
人数、電話番号~7月24日まで
#_学びの森くすのき（☎67－
1277、>67－0691）

!7月27日㈮8時50分～11時#とき
わミュージアム世界を旅する植物
館東側%幼児、小学1～3年生（引
率者同伴）<帽子、敷物、飲み物
~団体で参加の場合は7月24日ま

で_図書館（☎21－1966、>21－
3801）

統計グラフの基礎・作成方法を学
びます!7月28日㈯10時～12時（小
学1～3年生）、13時～15時（小学4
～6年生）#ヒストリア宇部%小学
生と保護者{各20組<色鉛筆、
マーカー、コンパス、分度器（可能
な人）|+?=∑（7面）と学校
名、学年、引率者氏名~7月18日ま
で_県統計分析課（〒753－8501
山口市滝町1－1、☎083－933－
2640、>083－933－2669）

a12500@pref.yamaguchi.lg.jp

参加者には消防グッズをプレゼン
ト!#7月30日㈪ときわ遊園地▽
31日㈫西部体育館▽8月1日㈬楠
出張所▽2日㈭東部出張所▽3日
㈮小野田消防署、各9時10分～11
時半、雨天中止%市内在住・通
園・通学する小学生以下（園児と
低学年児童は、保護者か責任者
同伴）<画板、スケッチ用具など。
画用紙は主催者が用意}宇部・
山陽小野田消防局（☎21－7599、
>21－6120）

●ポスター▽題材：自由▽画材：自
由▽大きさ：四ツ切か八ツ切の画
用紙●習字▽題材：小学1～3年
「みらい」「せんきょ」、4～6年「明
るい選挙」「政治」、中学生「きれ
いな選挙」「民主主義」、高校生
は自由▽大きさ：小学生は半紙、
中高生は自由●標語：「明るい選
挙」をテーマとし、字数は自由%
小・中学生、高校生、1人各1点ま
で_在籍する学校~各学校が定
める期限}選挙管理委員会事務
局（☎34－8451、>22－6069）

夏の子ども向けイベント情報
パステルクラブ・出張教室
夏休みの絵を描こう！

緑の中で読み聞かせ
青空読書会

消防車や救急車を描こう
防火スケッチ大会親と子の統計教室

明るい選挙啓発作品募集

ときわミュージアム

ときわ動物園

ときわ湖水ホール
●夏の美術室2018「つくる」「み
る」「かんじる」を楽しもう！
　彫刻トレーディングカード
がもらえる彫刻クイズ、無
料の工作、週替わりの有料
工作など。美術室の材料や道具を使って自分らしい
　ものづくりが楽しめます。
　!7月14日㈯～9月2日㈰10時～16時（入館は15時45分まで）　

#アートギャラリー

　とかして・ひやして・ジェルキャンドル
　!7月16日（月・祝）10時～12時、14時～16時　{各16人
　&1,000円
　くっつけて・ころがして・タンブリング・トイ
　!7月25日㈬10時～12時、14時～16時　{各16人　&1,000円
　ぺたぺたあるいて・むすんで・むすんで・絵をつくろう！
　!7月28日㈯14時～16時　{35人　&500円
　たたいて・つないで・ゆらゆらモビール
　!8月11日（土・祝）10時～12時、14時～16時　{各16人
　&1,000円
●親子で楽しむ多肉植物の寄せ植え・こけ玉作り教室
　　事前申込④
　!8月4日㈯ 9時30分～11時30分　%小学生以下と保護者

&500円　{20組　<はさみ、ビニール手袋か軍手
　~7月17日まで

石炭記念館

●県児童・幼児動物画コンクール
　!7月21日㈯～9月7日㈮9時30分～　%県内の小学生・幼児
　<四ツ切り画用紙、画材
　※参加者の動物園入園料は無料（同伴者は有料）
●昆虫観察会～みつけよう！ときわ公園の昆虫～　事前申込⑤
　!7月28日㈯9時～12時※雨天時は翌日に延期
　#スポーツ広場集合　%小・中学生（保護者同伴可）　{20人　

<帽子、長袖シャツ、長ズボン、長靴、虫捕り網、虫かご、タオル、
飲み物など
　~7月20日まで
●なりきり飼育員～あなたも1日飼育員～　事前申込⑥
　!8月4日㈯9時30分～15時　#ときわ動物園事務所集合
　%小学4～6年生　{10人　<昼食、タオル、飲み物など
　~7月25日まで
●動物ねんど作品展
　!8月5日㈰9時30分～13時　%小学生以下
　&粘土は当日購入1個300円
　※参加者の動物園入園料は無料（同伴者は有料）

①…申込方法　*?Ⓦ住所、氏名、電話番号を連絡
　https://s-kantan.com/ube-u/
　申込先　UBEビエンナーレ推進課　☎51－7282　 >51－7205
②…申込方法　?+住所、氏名、電話番号、年齢を連絡
　申込先　ガーデンシティ推進グループ　☎34－8485　>22－6008
③④…申込方法　*+?住所、氏名、電話番号を連絡
　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
⑤⑥…申込方法　*　申込先　常盤動物園協会　☎21－3541

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

宿題大さくせん
園内施設休業日…8月14日を除く毎週火曜

●気候と植物の関係から自由研究の課題を探そう！
　事前申込①
　クイズに挑戦しながら、気候と植物の関係を考えよう
　!7月28日㈯10時～12時　{30人（先着順）　~7月9日～26日
●君もおいしいトマト作りのプロになろう！　事前申込②
　トマトをおいしくする土・水・肥料・人のはたらきを学ぼう
　!8月5日㈰10時～12時　{50人（先着順）　~7月13日～8月2日

申し込みが必要なワークショップ

週替わりプログラム

事前申込②

事前申込①

事前申込⑤

事前申込⑥

事前申込③

事前申込④

事前申込が必要なイベントの申込方法

 

●原石から化石を探そう！
　!7月22日㈰10時～16時　&300円

申込受付開始　7月9日㈪

はって・はって・コースター
!7月14日㈯～23日㈪　&200円
ぬって・みがいて・カラフル！どろだんご
!7月25日㈬～30日㈪　&300円

夏のときわ公園は楽しいイベントが満載！夏のときわ公園は楽しいイベントが満載！

園内施設休業日…8月14日を除く毎週火曜※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

TOKIWAファンタスティックサマーTOKIWAファンタスティックサマー
　チョウや巨大カミキリムシなどの標本、ヘラクレスオオカブトムシ
などの観察コーナー、大きな虫かごの中を歩き回ってカブトムシを
観察できる「カブトムシ天国」など、世界と日本の昆虫がときわ公
園に大集合！
期間　7月21日㈯～8月26日㈰
　　　9時30分～17時
　　　※7月21日㈯は10時～
　　　　（入館は16時30分まで）
　　　※ときわミュージアムは夜間も開催
　　　　8月4日㈯～26日㈰18時～22時（入館は21時30分まで）
会場　世界の昆虫:ときわミュージアム
　　　日本の昆虫:ときわ動物園体験学習館モンスタ
入場料　3歳～小学生400円、中学生以上600円

●ためになる昆虫トークショー
　足立生物研究所長が昆虫の不思議な生態を紹介
　▽世界の昆虫：ときわミュージアム
　　7月21日㈯11時～、8月4日㈯14時～
　▽日本の昆虫：ときわ動物園体験学習館モンスタ
　　7月28日㈯、8月18日㈯各14時～
●KODOMO新聞教室
　動物園・植物館のスタッフに取材をして、オリジナル新聞を作ろう！
　▽ときわ動物園の魅力を発信しよう！
　　8月10日㈮13時30分～16時　※ときわ動物園入口集合
　▽植物の魅力を発信しよう！
　　8月11日㈯13時30分～16時　※ときわミュージアム入口集合
　対象　小学4～6年生
　費用　各会場の入場料
　定員　各親子20組40人（先着順）
　持参品　デジタルカメラ(スマホ可)
　申込期間　7月9日～30日
　申込先・問い合わせ
　　ときわミュージアム　☎37－2888　>37－2889
　　ときわ動物園　☎21－3541　>21－5099

●みんなでめぐろう！県内5施設
　連携スタンプラリー
　7月13日㈮～11月25日㈰
　ときわ公園、海響館、秋吉台サ
ファリランド、徳山動物園、やまぐ
ちフラワーランドと山口ゆめ花博
会場を巡ってスタンプを集める
と抽選で賞品が当たる！
　応募期限　12月7日［必着］
●じゃぶじゃぶ池
　7月14日㈯～8月23日㈭
　10時～16時
　料金　小学生以下100円（保護
者は無料）※荒天時などは休場

●ときわ公園フリーマーケット
　7月22日㈰7時～14時
　ときわ公園東駐車場

●ぶちのりパスポート
　7月8日㈰9時30分～17時
　（パスポートの販売は16時まで）
　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）
●ガラポン抽選会
　7月16日（月・祝）9時30分～16時
　のりもの回数券1枚(1,000円)購
入につき、ガラポン抽選が1回で
きます

●動物おたんじょう会
　7月7日㈯ハヌマンラングール展示場前
　8月4日㈯シシオザル展示場前
　　　　　各14時～
　※別途動物園入園料が必要
●リスザル　アドベンチャー　ラフティング
　7月8日㈰、22日㈰、
　8月12日㈰、26日㈰
　各14時～15時
　受け付け　動物園
　入口で当日12時～
　各先着16人
　料金　200円（別途動物園入園料が必要）
　リスザルの島にイカダで渡り、エサやり
　体験ができます
●イントゥー　ザ　ワオ
　7月15日㈰、29日㈰、
　8月5日㈰、19日㈰
　各14時～15時
　受け付け　動物園入口で当日12時～
　各先着32人
　料金　100円（別途動物園入園料が必要）
　ワオキツネザルの展示エリアに入って
　エサやり体験ができます
●ときわ動物園園長ドクター宮下の
　動物園ガイド
　7月15日㈰、8月5日㈰、19日㈰
　各9時35分～10時15分
　受け付け　動物園入口で当日9時30分～
　各先着20人　　
　見所のガイドや、普段入ることのできな
　い動物の寝室、診療室などにご案内
　（別途動物園入園料が必要）
●絵本で動物を身近に
　7月16日（月・祝）、8月6日㈪、20日㈪
　各10時30分～11時
　体験学習館モンスタ
　対象　小学生以下と保護者
　動物絵本の読み聞かせや飼育員のお話

夏休みだよ！昆虫展inときわ公園

●わたしたちの炭
や

鉱
ま

の詩
うた

　～131人がつづった宇部への想い～
　9月3日㈪まで　9時30分～17時
　公募した短歌や俳句などの展示

ときわ遊園地

ときわ動物園

石炭記念館

山口ゆめ花博連携イベント

※昆虫展の入場料が必要関連イベント

　日本最大級のガラス展。全国から
寄せられた現代ガラス作品を展示
●日時　7月7日㈯～8月26日㈰
　10時～19時（7月7日は14時～）
●場所　おのだサンパーク
●費用　前売券400円、
　当日券500円（高校生以下無料）
■問い合わせ
　実行委員会事務局（☎71－1000）

　カッターレース大会、カッター漕

ぎ講習会（子ども向け）、消防車両
展示・起震車（地震体験）コー
ナー、みなとサマーコンサート
（Yamakatsu）など
●日時　7月15日㈰
　8時30分～15時30分
●場所　三田尻港
　（潮彩市場防府周辺）
■問い合わせ
　実行委員会港まつり部会
　（☎0835－22－4352）

●日時　7月20日㈮～27日㈮

　18時～21時30分
●内容　20日：鷺の舞の奉納・御神
　幸、24日：市民総踊り、27日：御還幸
●場所　八坂神社、山口市中心商
　店街周辺
■問い合わせ　八坂神社社務所
　（☎083－922－0083）

　2羽の白鷺が寄りそったり、向か
い合って羽根を開いたりする優雅
な舞で、国の重要無形民俗文化財
に指定されています。
●日時　7月20日㈮、27日㈮15時～
●場所　津和野町後田地区内
■問い合わせ
　津和野町商工観光課
　（☎0856－72－0652）

　約1,800発の花火がカルスト台地
の夜空を彩り、今年は3尺玉も打ち

上げます。美祢市内各地の無料駐
車場から会場付近までシャトルバス
あり
●日時　7月28日㈯20時～21時
●場所　秋吉台カルスト展望台付近
■問い合わせ
　実行委員会（☎0837－62－0115）

　萩博物館秘蔵の標本と、東京海
洋大学から借用した世界各地の標
本をあわせ、約300種類・約3,000点
を一挙に公開する、日本最大級の
深海魚展です。
●日時　9月2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）

特別展
「深海魚大行進」

秋吉台観光まつり
花火大会

鷺舞神事

山口祇園祭夏の幸せますフェスタ
港まつり

現代ガラス展
in 山陽小野田

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。
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　まちづくりや市の業務に興味がある人、宇部市で実習をしてみ
ませんか
●対象　大学生、高等専門学校生
●定員　5人程度
●実習期間など
　8月6日㈪～9月28日㈮のうち14日～20日程度、週5日、
　1日7時間45分以内
　※交通費などとして1日2,000円を支給
　※実習内容などについては個別にお問い合わせください
　※実習にあたり、在学する大学などと市が協定を締結する必要
　があります
●実習場所　市役所本庁舎など（実習内容によって異なる）
●申込期限　7月13日㈮
●申込方法　うべ電子申請サービス　
　https://s-kantan.com/ube-u/
■問い合わせ　人事課　☎34－8129
　>22－0686

　UBEビエンナーレを核として2019年秋に開催する、まち全
体をアートで盛り上げるイベントの実行委員会の委員を募集
します
●募集人数　2人程度
●任期　8月～2020年3月（予定）
●応募資格　市内に在住、在勤、在学で、会議に出席できる人
●応募方法　応募用紙と小論文「アートによるまちづくりにつ
いて」（様式自由、800字以内）を、持参、郵送、FAXで提出。
応募用紙は申込先、市役所に設置のほか、市・ときわ公園
のホームページに掲載
●応募期限　7月13日㈮［必着］
■申込先　UBEビエンナーレ推進課　〒755－0001大字沖宇部254
　☎51－7282　>51－7205

長期インターンシップ
実習生を募集 第28回UBEビエンナーレ×

まちじゅうアートフェスタ2019
実行委員会市民委員の募集

●開設日　7月20日㈮
●開設時間　施設の開設時間に準じる
●設置場所　福祉会館（琴芝町二丁目4－20）、COCOLAND（上
宇部75）、かまたの恵（中村一丁目6－50）、楠こもれびの郷（大
字西万倉1662－1）、昭和女子屋台Lab（中央町二丁目11－27）、
ドリームライフアポロ（大字中宇部1858－30）、ヘルシーレス
トランピアニッシモ（朝日町8－1文化会館内）
※寄贈図書の募集　図書館、学びの森くすのき、西岐波ふれあ
いセンター、厚南市民センターで随時受け付けます
■問い合わせ　図書館　☎21－1966　>21－3801

●日時　8月1日㈬14時～16時
●内容　上映作品「ガラスのうさぎ」　●対象　小学生以上
■会場・問い合わせ　図書館　☎21－1966

　原爆死没者の冥福と恒久平和を祈念して、広島・長崎両市の
「平和の鐘」を合図に、1分間の黙とうにご協力ください。
●広島…8月6日㈪8時15分　
●長崎…8月9日㈭11時02分
■問い合わせ　総務管理課　☎34－8105　>22－0686

●期間　8月1日㈬～15日㈬
■場所・問い合わせ
　図書館　☎21－1966　学びの森くすのき　☎67－1277

「うべまちかどブックコーナー」
オープン

いつでも、誰でも、気軽に読書を

平和を考える
夏休み平和映画会

平和図書コーナー設置

黙とうにご協力ください

課
税
所
得

690万円以上
380万円以上
145万円以上

所得区分 3回目まで
（過去12カ月以内）

自己負担限度額（1カ月あたり）
※外来＋入院　※世帯ごと

4回目以降
（過去12カ
月以内）

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％
167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％
80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％

140,100円
93,000円
44,400円

「こころのコミュニケーション
 ～言葉が変わればみんな笑顔Pep Talk～」
●日時　7月23日㈪14時～16時　●場所　文化会館

人権を考えるつどい

人を幸せにするインタ－ネットとのつきあい方

子どもに係る人権について
～理解することから始まる支援～

同和問題について

性的マイノリティ（LGBT）への理解と対応
～多様な性に寄り添うには～

外国人に係る人権について
男女共同参画に係る人権について
人権学習会を開いてみよう
日本におけるハンセン病政策の変遷と人権について

ビデオフォーラム「僕は海が見たくなりました」
高齢者に係る人権について
人権について～概論

人権学習セミナー

人権の大切さを考える

18時半～20時半

14時～16時

18時半～20時半
10時～12時

14時～16時
14時～16時
10時～12時
18時半～20時半

14時～16時

10時～12時
14時～16時
10時～12時
日時

●文化会館

●学びの森くすのき

7月10日㈫ ビデオフォーラム「僕は海が見たくなりました」

●持参品　筆記用具

学習内容

申し込み不要。手話通訳・要
約筆記の希望者は、事前に連
絡してください。

14時～16時

　同一月に同一医療機関に支払う医療費の窓口負担が、自己
負担限度額までとなります。
　申請は随時受け付けています。認定証は申請月の初日から
有効となります。

国民健康保険加入者
　更新が可能な人には、7月中旬に申請書を送付します。
　認定証が必要な人は、8月末までに申請をしてください。
後期高齢者医療制度加入者
　申請の必要はありません。該当者には7月下旬に新しい
　認定証を郵送します。

■申請窓口　保険年金課［国民健康保険は⑨番窓口（☎34－
8285）、後期高齢者医療制度は⑧番窓口（☎34－8343）］、北
部総合支所、各市民センター

●限度額適用認定証
　▽対象
　①70歳未満の国民健康保険加入者
　②70歳以上で住民税課税所得が145万円以上690万円未満の

国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者（8月1日から
発行開始）

　　※国民健康保険料を滞納している世帯には、交付できな
　　　い場合があります。
●限度額適用・標準負担額減額認定証
　入院時の食事代も減額されます。
　▽対象
　①国民健康保険加入者…世帯内の国民健康保険加入者全員
と世帯主が住民税非課税の人

　②後期高齢者医療制度加入者…世帯全員が住民税非課税の人
　長期入院の申請
　　「区分オ」、「区分Ⅱ」と認定されている期間の入院日数が、
過去1年間で91日以上となる場合、申請すると食事代がさ
らに減額されます。
　▽申請場所　保険年金課
　▽申請に必要なもの　被保険者証、認定証、入院日数が確
認できる書類（領収書など）

高額な医療費がかかるときの
窓口負担の軽減

　経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な人は、申
請により保険料の免除や、50歳未満の人は納付の猶予を受け
られることがあります。申請をすることなく納付をしない場合
は、65歳になった時に受け取る年金の額が少なくなったり、
受給できなくなったりすることがあります。
●申請場所　保険年金課、北部総合支所、各市民センター
●申請に必要なもの
　▽年金手帳など基礎年金番号がわかるもの、印鑑
　▽失業などで申請する場合は、雇用保険被保険者離職票など
■問い合わせ　保険年金課　☎34－8292　>22－6019
　既に平成29年度分の全額免除か納付猶予が承認されている
人は、平成30年度の申請が不要な場合があります。また、平
成30年度分から納付猶予が承認された人は、「継続審査」を希望
すると平成31年度分から①全額免除②納付猶予の順で審査を
受けることができます。詳しくは宇部年金事務所（☎33－
7111）にお問い合わせください。

　8月1日から、高額療養費制度における、70歳以上の人の自己負担
限度額が、次のとおり変わります。
●3割負担の人
　所得額に応じて、限度額が変わります

●1割負担の人（昭和19年4月2日以降に生まれた人は2割負担）
　▽外来だけの月　14,000円→18,000円（年間144,000円の上限あり）
　※入院のある月の限度額は変更ありません
●住民税非課税世帯の人については変更ありません
■問い合わせ　保険年金課［国民健康保険（☎34－8285）、
　後期高齢者医療制度（☎34－8343）］、>22－6019

国民年金保険料の
免除と猶予の申請 70歳以上の人の医療費の

自己負担限度額が変わります7月から、平成30年度分（7月分～来年6月分）の申請を受け付けます

●募集予定住宅
　西岐波、風呂ヶ迫、旦の辻、鵜の島、亀浦、則貞、岬、第3平和荘、
第7平和荘、猿田、小羽山
●申込案内
　7月13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　7月20日㈮～31日㈫［消印有効］
●入居予定日　9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

市営住宅（空き住宅）
入居者募集

7月 3日㈫

7月21日㈯

7月27日㈮

8月 8日㈬

8月23日㈭

9月 4日㈫

9月20日㈭

18時半～20時半

■問い合わせ　人権教育課　☎34－8620　>22－6072

既に認定証の交付を受けている人は

手話通訳と要約筆記あり、
優先席を設定

犯罪被害者と家族に係る人権について
「歩と生きる」

個人情報とプライバシ－の保護
～近時の法整備と裁判例について～

●試験　一次：9月16日㈰9時～12時　宇部・山陽小野田消防局
　　　　二次：10月下旬予定
●受験資格　昭和63年4月2日～平成13年4月1日に生まれ、採用
　後に、宇部市か山陽小野田市に居住できる人
●採用予定人数　9人
●申込期間　7月2日㈪～8月3日㈮［消印有効］
※受験申込書などは宇部・山陽小野田消防局総務課、各消防署・
　各消防出張所に設置のほか、消防局ホームページに掲載
■申込先・問い合わせ　宇部・山陽小野田消防局総務課
　☎21－6112　>31－0119

消防吏員採用試験
宇部・山陽小野田消防組合

　寄贈図書を利用して市内
の店舗などに、ミニ図書館
「うべまちかどブックコー
ナー」を開設します。ぜひ
ご利用ください。
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●幕末維新回廊「近代宇部と石
炭産業」$明治維新期からの宇
部地域と石炭の歴史を紹介する
企画展!7月21日㈯～9月2日㈰9
時～19時（土・日は18時まで、月曜
休館）#学びの森くすのき
●幕末維新セミナー講演会!7月
29日㈰13時半～#文化会館
……………………………………
}学びの森くすのき（☎67－1277、
>67－0691）

各種ワークショップ、エコ企業のパ
ネル展示、飲食物の販売!7月21
日㈯10時～16時#}アクトビレッ
ジおの（☎64－5111、>64－2800）

普段は入ることのできない施設を
職員が案内します※雨天中止あり
●今富ダム（☎67－1517）!7月22
日㈰～23日㈪10時～16時
●真締川ダム（☎37－0177）!7月
27日㈮～28日㈯10時～16時
●厚東川ダム（☎62－0666）!7月
21日㈯～27日㈮9時～16時※堤体
内部は見学できません
……………………………………
}県宇部土木建築事務所（☎21
－7129）

心のバリアフリーと市民によるユ
ニバーサルデザインのまちづくり
についての講演会。講師：㈱ミライ
ロ代表取締役社長垣内俊哉※配
慮が必要な場合は事前に連絡し
てください!8月9日㈭10時～11時
半#ときわ湖水ホール{400人
}障害福祉課（☎34－8457、>22
－6052）

デビュー41年目を迎えた世良公則
のアコースティックライブ。特別ゲ
スト：宇崎竜童!10月28日㈰17時
～#渡辺翁記念会館&全席指定
5,500円、文化創造財団友の会会
員5,000円、高校生以下2,000円※
未就学児入場不可（有料託児あ
り、1歳以上、要予約）}文化創造
財団（☎35－3355、>31－7306）

●自衛官候補生、一般曹候補生
%来年4月1日現在、18歳～26歳▽
自衛官候補生!試験日：9月中旬
~随時▽一般曹候補生!試験
日：1次9月21日㈮～23日㈰、2次10
月12日㈮～17日㈬の間の指定日
~7月1日～9月7日

●航空学生%海上：来年4月1日現
在高卒（見込含む）で23歳未満、
航空：来年4月1日現在高卒（見込
含む）で21歳未満!試験日：9月17
日㈪~7月1日～9月7日
●募集説明会!随時#自衛隊宇
部地域事務所
……………………………………
}自衛隊宇部地域事務所（☎31
－4355）

市の観光PR動画に出演するメイ
ンキャストを募集。一緒に宇部の
魅力を全国へ発信しましょう!8月
から振付の練習開始、撮影は9月
下旬（予定）の3日間と11月3日宇
部まつり%ホームページ参照{3
人|=Ⓦ~7月31日まで_サブロ
クイメージワークス㈱（☎31－
4878、®080－4267－9286）
oubo@ubepv-audition.com
https://ubepv-audition.com

高温期の栽培管理、夏野菜のメ
ンテナンス、病害虫対策、収穫!7
月14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）~7
月13日まで_有機ネット山口西部
（®090－5690－5758［天野］）

!7月18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）~7月5日から
_こども・若者応援課（☎31－
1732、>21－6020）

素敵な香りで疲れやストレスを癒
すアロマを作ります!7月19日㈭13
時～15時&1,600円{20人（先着
順 ）<エプロン、筆 記 用 具
|*?=∑（7面）~7月16日まで
#_アクトビレッジおの（☎64－
5111、>64－2800）
actvillageono@gmail.com

ツバキ・アジサイなどの挿し木に
関する講義と実技!7月21日㈯9
時半～11時半#ときわ湖水ホー
ル{40人（先着順）<筆記用具、
剪（せん）定ばさみ・カッター・ナイ
フなど|*+?∑（7面）~7月13
日まで_ガーデンシティ推進グ
ループ（☎34－8485、>22－6008）

減塩について学び、食生活改善に
チャレンジしてみませんか？手作り
みそにも挑戦し、完成したみそを
使った減塩みそ汁を食べながら、
栄養士の指導を受ける交流会も
あります!7月21日㈯、10月13日㈯
各10時～13時（全2回）%高校生
以下は保護者同伴{30人（先着
順）<筆記用具、エプロン、三角巾
かバンダナ、マスク~7月2日～13日
#_保健センター（☎31－1777、

>35－6533）

ピアノの最高峰であるスタイン
ウェイをステージで自由に演奏で
きます
●どなたでもおいでませ編!7月
29日㈰12時～17時、30日㈪10時～
17時&30分1,000円（1人1時間ま
で）
●夏休み！大学生以下限定編!7
月31日㈫、8月1日㈬各10時～17時
%大学生以下（小学3年生未満は
保護者同伴）&30分500円（1人1
時間まで）
……………………………………
#渡辺翁記念会館{各時間先着
順~7月9日～各開催日まで_文化
創造財団（☎35－3355、>31－
7306）

●ジ・アウトレット広島とお土産の
あなごめし弁当! 7月2 9日㈰
&7,800円~7月20日まで（先着順）
●糸島満喫ツアー!8月12日㈰
&8,000円（昼食付き）~8月3日ま
で（先着順）
●鳥栖プレミアム・アウトレット!8
月19日㈰&7 ,800円（昼食付き）
~8月10日まで（先着順）
●2018ディズニー・オン・アイス!8
月25日㈯&大人13,500円、3歳～小
学生12,000円（昼食・チケット付き）
~8月17日まで（先着順）
●サッポロビール園工場見学と豆
田町散策!8月26日㈰&9,600円
（昼食付き）~8月17日まで（先着
順）
……………………………………
_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

1日乗車券を利用して、路線バスで
指定されたポイントに行きクイズに
挑戦。全てのポイントを回ると賞
品を、さらにクイズの正解者から
抽選で景品プレゼント※子ども向
けミステリーバスオリエンテーリン
グは小学校で配布済の「キッズう
べたん」を参照!7月30日㈪8時半
～16時#交通局集合{15人（先
着順）&2,600円（昼食付き）_交
通局（☎31－1133、>22－1772）

「食の安心・安全お届け講座」!7
月30日㈪13時半～15時#福祉会
館|*?∑（7面）~7月20日まで
_市民活動課（☎34－8159、>22
－6004）

ナン、キーマカレー、ラッシーを作
ります!8月3日㈮9時半～13時
%親子&1人500円{10組<エプ
ロン、三角巾、タオル、はし、スプー
ン、上ぐつ|*+?∑（7面）~7月
13日まで#_学校給食センター
（〒755－0151大字西岐波1173－
242、☎54－4646、>54－4650）

全日本ろうあ連盟理事の小椋武
夫の手話講演「私とろう運動」
!8月5日㈰10時～15時#福祉会
館%市内の聴覚障害者&1,000円
（昼食付き）|?∑（7面）とFAX
番号~7月15日まで_市聴覚障害
者福祉協会事務局（>34－1293
［栗林］）

既存物件の利活用によるまちづく
りを学びます!#8月18日㈯15時
～17時㈱にぎわい宇部、25日㈯・26
日㈰各10時～18時ヒストリア宇部
（全3回）{30人（先着順）<筆記
用具|*?=∑（7面）と年齢~8
月10日まで_㈱にぎわい宇部（☎
39－6907、>39－6908）
town_planning@nigiwai-ube.co.jp

遊園地や動物園、植物館など園
内でのグループデート。真剣に出
会いを求める人を全力でサポート
します!8月25日㈯13時～19時
#ときわ公園%25歳～39歳の独
身男女&男性3,500円、女性2,500
円{各100人（先着順）~8月10日
まで_㈱NEXT STAGE（☎083－
250－6519）

障害者や高齢者などへの適切な
サポートやコミュニケーション支援
の方法を学びます。受講者にはユ
ニバーサルマナー検定3級の認定
証を発行!8月26日㈰13時半～15
時半#文化会館&5,000円{30人
|申込書を提出。申込書は市役
所、各市民・ふれあいセンターなど
に設置のほか、市ホームページに
掲載~8月20日まで_障害福祉課
（☎34－8457、>22－6052）

●認知症ケアリーダーコース$講
義・実習・施設見学などで認知症
について学びます!9月1日㈯、6日
㈭、13日㈭、20日㈭、29日㈯~7月
17日～8月17日［必着］{30人
●新やまぐち学リーダーコース
$山口の歴史・文化・観光資源に
ついて学びます!9月30日㈰～12
月23日㈰~7月17日～9月14日［必
着］{30人
……………………………………
●受講説明会!①7月12日㈭9時
～10時②7月16日（祝）10時～11時
※内容は同じ#}山口県立大学
（☎083－928－3562）

●親子ふれあいのつどい$福岡
ヤフオク！ドームでソフトバンク対
オリックスを観戦しよう！!9月8日
㈯8時半～21時#県母子・父子福
祉センター集合・解散%ひとり親
家庭（母子・父子）の親と小学生
以上・高校生以下の子&1人2,000
円{20家族|+?=全員の氏名
（ふりがな）・年齢（9月8日現在）、
住所、電話番号、子どもの学年・

性別、野球観戦参加希望と明記
~8月1日［必着］_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
●山口ゆめ花博を楽しもう$入場
券と昼食付き!10月21日㈰10時～
14時#ときわ公園入口バス停集
合・解散%ひとり親家庭（母子・父
子）の親と子{10家族（先着順）
~9月15日まで_宇部市母子寡婦
福祉連合会（☎090－8063－2718）

展示、発表会場は文化会館です。
募集要項は、文化会館、市役所、
図書館、各ふれあいセンターなど
に設置
●写真!9月6日㈭～9日㈰~8月3
日まで
●俳画!9月13日㈭～16日㈰~9
月7日まで
●絵画・彫刻!9月13日㈭～16日
㈰~9月7日まで
●手芸・工芸・染色!10月11日㈭
～14日㈰~8月17日まで
●詩~9月14日まで
●短歌!10月21日㈰13時～15時
半~9月14日まで
●俳句!12月2日㈰12時～15時40
分~10月31日まで
●書道!12月6日㈭～9日㈰~11
月2日まで
……………………………………
_文化創造財団（☎35－3355、
>31－7306）

記念会館の舞台で歌ってみませ
んか（1団体10分以内）!11月11日
㈰13時～#渡辺翁記念会館&団
体参加料3 ,000円と出演者1人
1,000円~8月31日まで_宇部市合
唱協会事務局（☎34－2384［清
水］）

!#12月16日㈰14時～、渡辺翁記
念会館▽練習は9月～12月の間の
計10回程度、多世代ふれあいセン
ター、日立建設㈱など%練習に参
加できる人{ソプラノ50人、アルト
60人、テノール30人、バス30人（各
先着順）&一般3,000円、高校生
以下無料（入場券 1枚付き）
|*?=∑（7面）とパート、身長
（女性はヒールの高さ含む）、楽譜
と練習用CDの要否（有料）、基礎
講習会（練習日の午前中に3回程
度）の参加の有無~7月2日～31日
_文化創造財団（☎35－3355、
>31－7306）
kikakuka@ube-bunzai.jp

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）!7月13日㈮16時～19時
#_県宇部健康福祉センター
（☎31－3200、>34－4121）

補装具の要否判定、適合判定な
ど!7月17日㈫16時～17時#多世
代ふれあいセンター~7月9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、7月25日までに予約をお願
いします!7月28日㈯8時40分～12
時（受付は11時40分まで）#_市
民課（☎34－8264、>22－6017）

8月からの新しい被保険者証を7月
中旬に発送する予定です。8月1日
以後に現行の被保険者証は処分
してください。保険料を滞納してい
る場合は送付しないことがありま
す。送付の封書と被保険者証に
点字が必要な人はご連絡ください
●国民健康保険$70歳以上75歳
未満の人は高齢受給者証が一体
となっています。市外に学生がい
る場合は、学生用被保険者証の
手続きが必要です}保険年金課
（☎34－8287）●後期高齢者医療
制度$新しい被保険者証は緑色
です}保険年金課（☎34－8343）

平成30、31年度保険料は、均等割
額52 ,444円（平成28、29年度は
52,390円）、所得割率は10.28％（同
10.52％）に改定、保険料の上限額
は62万円（平成29年度は57万円）
です。納入通知書は7月中旬に発
送します}保険年金課（☎34－
8343、>22－6019）

育児を手伝ってほしい人（依頼会
員）とお手伝いしたい人（提供会
員）が登録し、依頼会員が手伝っ
てほしいときに有償ボランティアと
して提供会員を紹介します。登録
を随時受け付けています%▽依
頼会員：小学6年生までの子どもが
いる家庭の人▽提供会員：自宅で
子どもを預かることができる人※
両方登録もできます&1時間600～
700円|印鑑と会員証用写真を持
参（申込時に撮影できます）_宇
部ファミリー・サポート・センター
（多世代ふれあいセンター内、
☎33－3132、>22－4392）

ひとり親家庭の総合相談窓口を
開設しました。子育てや就業、養
育費確保などの相談に、母子・父
子自立支援員が応じます}子育
て支援課（☎34－8331、>22－
6051）

1人1日当たりのごみ排出量を、平
成33年度までに840ｇに削減する目
標に向け、今年度は、「1人1日当た
り100ｇのごみ減量」を目指します
▽生ごみの削減を徹底しよう▽古
着や子供服などの回収ボックスを
利用しよう▽資源物の拠点回収
を利用しよう▽紙ごみの分別を徹
底しよう}廃棄物対策課（☎34－
8231、>33－7294）

!#8月26日㈰美祢市民会館。7・8
月に下松市、柳井市、防府市でも
実施。各前日に同会場で講習会を
開催&新規受験者5,200円など。
講習受講費用は別途必要|申請
書などを提出~7日前まで_美祢
農林水産事務所（☎0837－52－
1071、>0837－52－1689）

7月31日現在の雇用・給与・労働時
間の状況を統計調査員が訪問調
査します。調査へのご協力をお願

いします!7月中旬～8月%常用労
働者数4人以下の事業所}県統
計分析課（☎083－933－2654）

中小企業で働く従業員のための
国の退職金制度です。掛け金の
一部を国が助成、掛け金は全額
非課税、社外積立で管理が簡単
などのメリットがあります%条件を
満たす中小企業}中小企業退職
金共済事業本部（☎03－6907－
1234、>03－5955－8211）

●心とからだの相談室$専門資
格を有する教員が、相談に応じま
す。県弁護士会と共同で法務相
談も行います!平日の9時～17時
&1回40分3,000円
●かたれる♪$県外からの移住
者の相談に応じます!毎月1回10
時～12時~前日の15時まで
……………………………………
#_県立大学地域交流スペース
Yucca（☎083－928－3561）

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

やまぐち幕末ISHIN祭
関連イベント

森と湖に親しむ旬間
ダム施設の見学

宇部志立市民大学
共生社会学部公開講座

世良公則Knock・Knock 
2018 with 宇崎竜童

エコフェスタ

陸海空自衛官

うべ♥PRムービーproject
キャストオーディション

スタインウェイを弾こう！

交通局の旅プラン

リノベーション講座

「芸術祭」に出品する作品

「芸術祭」コーラスの集い
出演団体

第九「歓喜の歌」で
HAPPY END合唱団員

ときわ公園で縁結び
「TOKIWAコン」

宇部志立市民大学
「ユニバーサルマナーコース」

山口県立大学
桜の森アカデミー

ひとり親家庭のための
イベント

大人向けミステリーバス
オリエンテーリング

賢い消費者講座

親子で簡単クッキング
夏を乗り切るインド料理

聴覚に障害がある人の
ための日曜教室

第3回有機栽培技術
講習会（全8回）

アロマの匂いに誘われて

植物の梅雨挿し講習会

へら塩
しお

大作戦！みそ作り
「ムリなくできる！減塩チャレンジ」

離乳食教室（前期）

不妊専門相談

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

国民健康保険と後期高齢者
医療制度の被保険者証更新

後期高齢者医療保険料率等が
改定されました

ご利用ください
ファミリー・サポート・センター

ひとり親家庭の悩みに
寄り添います

みんなで減らそう！1人1日100ｇ
ごみダイエット大作戦！

狩猟免許試験

毎月勤労統計調査特別調査
にご協力を

中小企業退職金共済制度を
ご利用ください

山口県立大学
「心とからだの相談室」事業

募　　集

∑…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
奥村　和彦（福岡県京都郡苅田町）……………………… 50,000円
吉武　秀人（東京都墨田区）……………………………… 50,000円
湊　カツ子（昭和町） 
医療法人社団　今釜整形外科　理事長　今釜哲男（中村）… 15,000,000円
新光産業株式会社（厚南中央）…………………………… 600,000円
宇部ときわライオンズクラブ（松島町）………………… 100,000円
経誠塾　社会貢献交流会　代表者　山田正志………… 100,000円
宇部商工会議所女性会（松山町）………………………… 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
（5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

!7月10日㈫10時～12時#福祉会館&非会員500円（資料代）}在宅
障害児者と家族を支援する会（☎>35－2936）

$手作り品や遊休品、軽食、ゲームコーナー、菓子まきなど!7月14
日㈯17時～19時#}慈光幼稚園（☎33－1005）

バッハのブランデンブルグ協奏曲第5番、ベートーべンの七重奏など
の室内楽コンサート!7月15日㈰14時～16時#ヒストリア宇部}市民オ
ーケストラ事務局（®090－6832－8675）

空襲の炎を浴びた赤レンガ壁のフィールド学習、講演会「宇部空襲と
戦災の記録」、映画上映など、いのちと平和を考えます!7月27日㈮
13時～29日㈰16時#図書館}医療生活協同組合健文会（☎34－
2510）

!$7月30日㈪9時半～10時半：講演会、10時半～14時半：ビューテ
ィーハンドケアなどの体験ブース、ワークショップ（事前予約優先）、
販売ブースなど#三和Gallery宇部|*=氏名※講演会のみ要申込
~7月25日まで_NPO山口ヒメ倶楽部（®090－7545－1419［中村］）
hime.yama@icloud.com

親なき後の「お金」について考える～家族信託と成年後見制度～

慈光幼稚園夏祭りバザー

気軽にアンサンブル

健文会　平和フェスタ

「親子で聴こう いのちのお話」in山ヒメ

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 7月1日～8月5日7月1日～8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）

7月1日㈰
4日㈬

5日㈭
6日㈮
7日㈯

10日㈫

12日㈭
13日㈮

14日㈯

15日㈰
16日㈷
17日㈫

18日㈬
20日㈮
21日㈯

24日㈫
25日㈬

26日㈭
27日㈮
28日㈯

29日㈰
30日㈪

8月1日㈬
2日㈭
3日㈮
4日㈯

ボイスオブアニマルズ「わんにゃん譲渡会」（ジュンテンドー厚南店　10時～12時）
行政相談（市役所　9時～12時）
「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）
「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）
高齢者障害者のための弁護士電話法律相談（☎083－920－8730　10時～12時）
1歳6カ月児健康診査（保健センター　13時～14時）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（学びの森くすのき　10時半～12時）
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）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時～14時半）
おはなしのじかん(幼児向け)（図書館　14時半～15時）
おはなしのじかん(小学生向け)（図書館　15時～15時半）
ボイスオブアニマルズ「わんにゃん譲渡会」（ジュンテンドー厚南店　10時～12時）
「介護相談ふれんど」（多世代ふれあいセンター　10時～12時）
行政相談・特設人権相談（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）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時～14時半）
おはなしのじかん(幼児向け)（図書館　14時半～15時）
おはなしのじかん(小学生向け)（図書館　15時～15時半）
高齢者障害者のための弁護士電話法律相談（☎083－920－8730　10時～12時）
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）
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）
ちびっ子あつまれ！イングリッシュ・スタート（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）
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（市役所　10時～12時45分、14時～16時半）
「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）
「まちなか保健室」介護・健康相談（若者クリエイティブコンテナ　11時～15時）
かみしばい（図書館　14時半～15時）

プラネタリウム投影会　!7月1日㈰、8日㈰、15日㈰、22日㈰、23日㈪、
24日㈫、26日㈭、29日㈰、30日㈪、31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7月号❽
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無
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で
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■弁護士相談
　!7月18日㈬13時半～15時半　予約受付開始7月5日㈭8時半～
　!8月1日㈬13時半～15時半　予約受付開始7月19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　!7月11日㈬、25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　!7月14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2月曜日（祝日などの場合は翌平日）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　!7月17日㈫　#市役所
{4組　~7月10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　!7月17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、相談場所は島一丁目4－55）

■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。

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7月31日㈫、8月1日㈬
※祝日を除く

毎週木曜日と7月24日㈫、31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。

宇部仁心会病院
寿町
☎31－3337

いのくまこどもクリニック
西岐波
☎51－0880

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

とみた小児科医院
妻崎開作
☎44－4150

むらかみこどもクリニック
東須恵
☎44－4976

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

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

かわかみ整形外科・小児科クリニック
野原
☎37－3700

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

7月1日㈰ 8日㈰ 15日㈰ 16日（月・祝） 22日㈰ 29日㈰ 8月5日㈰

■こども・若者相談ダイヤル　☎34－8333
　育児の悩みなど、子どもに関する相談やいじめ・不登校・問題行動
など青少年とその家族からの相談に応じます　
　!平日　8時半～17時15分　%子育て中の保護者、青少年と家族

●歯科　日時　15日㈰9時～12時　場所　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099


