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主な内容

再生紙を使用しています

暮らしの中に健康づくりを
健康・元気がポイントに！「宇部市はつらつポイント制度」が変わります

久保田市長 今月のイチオシ

　気候も良くなり、健康づくりのためにウオーキングなど
体を動かしたくなる季節ですね。生き生きと活動的に生
活するためには、バランスの良い食事や運動を心がけ、
健康であることが大切です。
　宇部市は「健幸長寿のまち」を目指し、みなさんの健
康維持管理のため、健康診査受診率の向上や医療費
に対する助成の充実などさまざまな取り組みをすすめ
ています。
　その取り組みのひとつが「はつらつポイント制度」。ま
ずは登録の申し込みを。台紙を受け取り、市が指定する

健康づくりイベントなどに参加するとポイントがもらえま
す。ためたポイント数に応じて換金（上限5000円）または
寄付をすることができ、また、登録者が金利優遇を受け
ることができる「宇部市はつらつポイント応援定期預金」
もあります。
　平成30年4月からは、対象年齢を40歳以上から20歳
以上に拡大。より多くの方が参加できるようになりました。
　これからも、より利用しやすい制度へと充実していきま
すので、みなさんの健康づくりにぜひ活用してください。

健康づくりイベントのチラシ
などにある「ゲンキー」マークが
目印です。

笑顔満開！わくわく笑顔満開！わくわく

園内施設休業日…毎週火曜日（園内は自由に散策いただけます。）　
※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

●とびだす！彫刻メッセージカードをつくろう
　彫刻のイラストにぬり絵をして、開くと飛び出す
　メッセージカードをつくろう
　日時　6月24日㈰まで　9時～17時
　場所　UBEビエンナーレライブラリー
●植物と萩焼・日本画・つばのコラボ展
　萩焼と絵画、刀の鍔

つば

による、植物をモチーフに
　した作品展
　日時　6月16日㈯～24日㈰9時～17時
　　　　（24日は16時まで）
●熱帯植物観察会と熱帯果実抽選会

　日時　7月7日㈯14時～16時
　費用　700円（観察会は別途植物館入館料が必要）
　定員　70人（先着順）
　申込期間　6月22日～7月4日

●ハーブ公開講座　
▽足浴・手浴・フェイシャルスティームで
　ビューティーハーブを楽しみましょう
　日時　6月20日㈬ ①10時～12時
　　　　　　　　　②13時30分～15時30分
　費用　1,000円　定員　各10人（先着順）
　持参品　タオル、筆記用具
　申込期間　6月7日～18日
▽ラベンダーでクラフトづくりと交流を楽しみましょう
　日時　7月1日㈰10時～15時30分
　費用　200円～300円　定員　30人（先着順）
▽精油を使った虫刺され用クリームと
　虫除けスプレーをつくりましょう
　日時　7月4日㈬ ①10時～12時
　　　　　　　　②13時30分～15時30分
　費用　1,000円　定員　各10人（先着順）
　持参品　筆記用具
　申込期間　6月7日～7月2日

●オウム・インコDAY
　オウムとインコの違いや野生での現状などを、
飼育員がガイドします。各回先着20人に缶バッチ
をプレゼント！

　日時　6月9日㈯①11時30分～　②14時～
　　　　雨天の場合は、翌日に延期
　場所　コンゴウインコ展示場前集合（動物園入
園料が必要）

●アルパカの毛がり
　飼育員によるアルパカの毛
　がりの様子を公開します。
　先着20人にアルパカの毛を
　プレゼント！
　日時　6月16日㈯13時～
　　　　雨天の場合は、翌日に延期
　場所　アルパカ展示場前（動物園入園料が必要）
●入園者にアルパカの毛プレゼント
　各日先着20組にプレゼントします
　日時　6月23日㈯、24日㈰、30日㈯、7月1日㈰
　　　　各9時30分～
　場所　ときわ動物園入口（動物園入園料が必要）
●突撃！ときわのサルごはん　事前申込④
　糖尿病のため、食事で治療をしているリスザル
についてのお話

　日時　6月23日㈯13時～
　場所　ときわ動物園入口集合（動物園入園料が必要）
　定員　10人（先着順）

●五十鈴古流晴美会いけばな展
　～お花でつなぐ親子のふれあい～　10時～17時

い す ず こりゅう せい び かい

しょうぶまつりしょうぶまつり
ときわミュージアム内で開催
●琴とフルートの演奏会　10時～14時
憩いの家で開催

日時　6月10日㈰　10時～15時
会場　しょうぶ苑と周辺園路ほか

ときわミュージアム

ときわ公園内

ときわ動物園

花いっぱいキャンペーン花いっぱいキャンペーン

●お茶席　10時～　先着500人、1席300円
●屋台村　10時～
●ハナショウブの苗販売　10時～
　約300株、1株500円（1人1株）
●ハナショウブの栽培相談所　10時～14時
●しょうぶ苑ガイドツアー　①11時30分～　②13時～

①②③…申込方法　電話、FAX、はがきで住所、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
④………申込方法　電話　申込先　常盤動物園協会　☎21－3541

事前申込が必要な
イベントの申込方法

事前申込①

事前申込②

事前申込③

事前申込④

　「池坊花逍遥100選」に認定されているしょうぶ苑では、約150品
種・約8万本の美しいハナショウブが見頃を迎えます。また、水辺
に浮かぶスイレンの花やあじさい苑もお楽しみください。

園内のさまざまな花のスポットを巡り、スマホでスタンプを集めて賞品をゲットしよう！
開催期間　6月2日㈯～24日㈰

●フラワースマホスタンプラリー

■問い合わせ　健康増進課
　☎31－1777　>35－6533
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介護保険の施設やショートステイ
利用時の食費・部屋代の軽減を
受けるには毎年申請が必要です

　宇部市の昨年の梅雨入りは6月20日頃、梅雨明けは7月13日頃で
した。梅雨時期の雨は、「水資源を確保する」という重要な一面を
持っていますが、しばしば河川の氾濫や土砂崩れなどの災害を引
き起こしますので、梅雨時期には十分な警戒が必要です。

●大雨注意報
　▽非常持ち出し品の点検、緊急避難場所や避難経路の再確認な
　どをする
　▽危険な場所には近づかない（がけ、川、ため池、水路など）
●大雨警報
　▽危険を感じたら安全な場所へ避難するなど、身の安全を守る
　▽市が発令する避難勧告などに注意する
●土砂災害警戒情報（土砂災害発生の危険が高まった際に発表され
ます）
　▽市が発表する避難勧告などに注意し、いつでも避難行動をとれる
　ようにする

　▽土砂災害の前ぶれを感じた際にはすぐに避難する（緊急避難場所
　への移動が難しい場合は2階など建物内のより安全な場所への移
　動）
●大雨特別警報（警報の基準をはるかに超える場合に発表されます）
　▽発表されたときは、直ちに命を守る行動をとる

▽土砂災害警戒区域・特別警戒区域　県宇部土木建築事務所、市
土木河川港湾課、各市民・ふれあいセンターなどで、確認でき
ます。県や市のホームページでも閲覧可能です。
▽大雨　集中豪雨や、長時間にわたり雨が降り続く時は、土砂災
害の危険性が高まります。
▽地震　地震により土砂災害が発生することもあります。大きな
揺れを感じた際には、土砂災害警戒区域などの危険な場所には
近づかないようにしましょう。

　次のような現象は、土砂災害の前ぶれです。すぐに避難して土
砂災害110番に連絡してください。
▽山鳴りがする、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、川
が濁り流木が混ざる　など　⇒　土石流
▽地面にひび割れができる、沢や井戸の水が濁る、斜面から水が
噴き出す　など　⇒　地滑り
▽がけに亀裂ができる、小石がぱらぱら落ちてくる
　など　⇒　がけ崩れ
【土砂災害110番】土木河川港湾課　☎34－8407
　　　　　　　　県宇部土木建築事務所　☎21－7125

　大雨特別警報や土砂災害警戒情報が発表されないからといっ
て安心することは禁物です。周囲の状況を確認するとともに、
気象情報を活用し、早め早めの避難行動をとることが大切です。

平成21年7月21日の大雨で冠水した琴芝駅通り

大雨などの気象警報・注意報が
発表されたら

梅雨の大雨に備えて梅雨の大雨に備えて 8月から乳幼児医療費助成制度の
所得制限がなくなります

土砂災害の前ぶれに気付いたら、
迅速に避難しよう

土砂災害が起こりやすい場所や
状況を知ろう

　避難勧告や緊急地震速報、弾道ミサイル情報などは、携帯事業
者を通じて、緊急速報メールにより携帯電話・スマートフォンに
配信されますが、緊急速報メールを受信できない機種もあります。
お持ちの携帯電話・スマートフォンが受信できるかどうか確認し
ておきましょう。
　確認方法については、販売店や回線契約をしている事業者にお
問い合わせください。
　なお、受信できない場合は、宇部市の「うべメールサービス」へ
の登録や、民間事業者のスマートフォンアプリ（Yahoo!防災速報）
を活用しましょう。

●うべメールサービス
　登録者に、宇部市に発令された警報や避難勧
告などの情報がメールで届きます。メールアドレ
スがあれば、誰でも登録できます。（防災情報のほ
か、市政情報、イベント情報、ごみ収集日のお知
らせなどのメニューが選択できます。）
▽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「Yahoo!防災速
報」を活用して、宇部市における防災情報の配信を開始しました。今後、
災害発生時や台風接近時などに、避難情報や注意喚起などの防災
情報を配信予定です。
▽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

　毎週土曜日の13時から、ＦＭきらら（80.4メガヘルツ）で、災
害に役立つ情報や心構えなどを放送しています。ぜひ聴いてみ
てください。

緊急速報メール（エリアメールを含む）は
受信できますか

土砂災害の前ぶれ

防災意識啓発ラジオ番組「ようこそＢＯＵＳＡＩカフェ」
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【件名】避難勧告
【本文】
○○時○○分、土砂災
害が発生するおそれ
があるため、○○地区
に避難勧告を発令し
ます。土砂災害警戒
区域等にお住まいの
方は、安全な場所に
避難してください。
また、今後の気象情
報に十分注意してく
ださい。

平成29年度

　市では、「宇部市個人情報保護条例」に基づき、保有する個人
情報について適切に取り扱うとともに、市民の基本的人権を擁護
しながら、制度の適正な運用を図っています。

　乳幼児医療費助成制度は、未就学児の医療費の一部を保護者
に対して助成する制度です。新たに対象となる人には5月下旬
に申請書を送付しますので、手続きをしてください。
※現在受給中の人は申請不要（更新手続きが必要な人はお知ら
　せします）
●申請に必要なもの
　児童の健康保険証（写し）、印鑑
　※所得課税証明書などが必要になる場合があります
●申請期間
　所得制限撤廃による事前申請は6月1日から受け付けます
　※その他の新規申請は随時受け付けています
●申請方法
　▽持参（市役所、北部総合支所、各市民センター）
　▽郵送
　▽うべ電子申請サービス
　　https://s-kantan.com/ube-u/
●受給者証の交付
　6月申請分：7月下旬に郵送
　7月以降申請分：順次郵送
●受給者証の有効期間
　申請月の初日（事前申請した場合は8月1日から）～翌年7月31日
　※出生の場合は、60日以内に申請すれば出生日から有効
●払い戻し手続き
　受給者証が届く前に医療費を支払った場合は、払い戻し手続
　きができます。詳細は問い合わせてください。
■申請先・問い合わせ
　子育て支援課　☎34－8332　>22－6051

　介護保険の施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護
療養型医療施設、介護医療院）やショートステイを利用する時の
食費・部屋代は原則として自己負担ですが、所得が一定以下の
人は、課税状況や資産の状況に応じて自己負担が軽減されます。
施設やショートステイを利用する人は手続きをしてください。
　現在、「負担限度額認定証」を持っている人には、6月中旬に申
請書類を送付します。
■問い合わせ　高齢者総合支援課　☎34－8396　>22－6026

熱中症を予防しましょう！
　熱中症は、夏本番だけでなく、じっとりとした湿気とともに気
温も上昇するこの時期から注意が必要です。屋外だけでなく、室
内で何もしていないときでも発症し、救急搬送されたり、場合に
よっては命に関わることもあります。次のことに気を付けて、熱
中症による健康被害を防ぎましょう。

元気なまちづくり提案サポート事業
公開プレゼンテーション大会
　「元気なまちづくり提案サポート事業」は、校区のコミュニ
ティ団体や市民活動団体が企画提案・実施する、地域の活性化
や社会的課題の解決につながる事業に対し、事業費を助成する
ものです。
　各団体のプレゼンテーションを一般公開で行いますので、ぜ
ひあなたの一票を投じてください。
●日時　6月24日㈰9時～16時30分（予定）
●場所　ときわ湖水ホール
●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
　　☎34－8270　 >22－6008
　市民活動課　☎34－8233　>22－6016

　市では、市民の皆さんに、市政に対する理解と信頼を深めても
らい、市民参加によるまちづくりを進めるために、「宇部市情報公
開条例」に基づき、請求に応じて公文書を公開しています。

●個人情報の開示請求　25件
　▽開示（部分開示含む）…20件
　▽不存在…4件　▽取下げ…1件

捜査関係事項の照会
生活保護に関する照会

成人式該当者の氏名 自治会

宇部警察署ほか
宇部県税事務所ほか

■問い合わせ　総務管理課　☎34－8105　>22－0686

●公開請求・公開申し出件数
　▽公開請求（条例の施行日以後に作成した公文書についてのもの）
　　…205件
　▽公開申し出（条例の施行日前に作成した公文書についてのもの）
　　…6件
●決定状況
　▽全部公開…191（うち公開申し出3）件
　▽部分公開…22（うち公開申し出3）件
　▽不存在…1件
●公開しなかった主な情報
　▽特定の個人が識別される個人情報
　▽法人等情報
●不服申し立て件数と処理状況
　申し立てなし
●主な請求内容
　公共工事に関する資料
■問い合わせ　市民活動課　☎34－8126　>22－6004

情報公開制度の運用状況

個人情報保護制度の運用状況

提供内容 提供先

日本年金機構国民年金被保険者資格取得届の
届出勧奨などに係る情報

●個人情報取扱業務　　899件
●個人情報の提供申請　144件
　▽承認…139件
　▽不存在…5件
●承認し提供した主な個人情報

平成29年度

⒈のどの渇きを感じなくても、こまめに水分を補給しま
　しょう
⒉室内では扇風機やエアコンで温度を調整しましょう
⒊外出時は日傘や帽子を利用しましょう
⒋通気性のよい衣服を着用し、からだに熱が溜まるのを
　避けましょう
■問い合わせ　保健センター　☎31－1777　>35－6533

■問い合わせ　防災危機管理課　☎34－8139　>29－4266
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　国の天然記念物にも指定されて
いる一の坂川のゲンジボタルの乱
舞を観賞できます。6月2日㈯はほた
る祭りも開催されます。
●日時　6月7日㈭まで
●場所　一の坂川周辺
■問い合わせ　山口市観光交流課
　（☎083－934－2810）

●日時・場所・内容
▽ほたる祭り6月9日㈯17時～20時

旧畑迫小学校、地域住民による
余芸や屋台、会場近くの川沿い
でホタルの鑑賞
▽あじさいウオーク7月1日㈰9時～
畑迫公民館、約4,000株のあじさ
いを眺めながらウオーキング
■問い合わせ　畑迫公民館
　（☎0856－72－2119）

　約4,000本のあじさいが江汐公
園内を彩るおまつり。散策ツアー
（管理棟前集合10時半）、苗の抽選
会、苗木販売、鉢植えの展示（6月

13日㈬～20日㈬）、バザー　ほか
●日時　6月17日㈰10時～15時
●場所　江汐公園管理棟・あじさ
　　　　い園
■問い合わせ　江汐公園管理棟
　（☎83－5378）

　取ったマスをバーべキュー施設
（有料）で焼いて食べることもでき
ます。
●日時　6月23日㈯、24日㈰各10
　時～、10時半～
●対象　3歳～小学生
●費用　500円（マス2匹まで）
●定員　各15人
●申込期限　6月18日
■場所・申込先　秋吉台家族旅行村
　（☎0837－62－1110）

●日時・場所・内容　

▽6月23日㈯14時～　明倫小学校
体育館、薩長土肥の女流剣士
（国体強化選手）の模範試合、記
念講演会など
▽24日㈰9時～　萩市民体育館、
高杉晋作旗争奪少年剣道大会
■問い合わせ
　萩市スポーツ振興課
　（☎0838－25－7311）

　西のアジサイ寺として知られる
東大寺別院阿弥陀寺の緑豊かな
境内には、約80種4,000株が植えら
れ、訪れた人を華やかな浄土の世
界に誘います。
●日時　6月30日㈯まで9時～17時
●入山料　大人200円、中学生以
　下無料
■場所・問い合わせ
　東大寺別院阿弥陀寺
　（☎0835－38－0839）

あじさいまつり

旧萩藩校明倫館
「有備館」剣道大会

ますのつかみ取り
ミニイベント

あじさいまつり

ほたると
あじさいまつり

ほたる観賞Week！

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。

●試験　第1次…7月22日㈰9時30分～
　　　　男女共同参画センター
●申込期限　　　　
　▽持参・郵送…6月21日㈭［消印有効］
　▽うべ電子申請サービス…6月22日㈮
※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、市のホームページに掲載
●その他　中級（短大卒業程度）、初級（高校卒業程度）などの採用試
験の実施については、広報うべ8月号と市ホームページでお知ら
せします。
■申込先・問い合わせ　人事課　☎34－8129　>22－0686

●試験区分・試験職種・受験資格

区分、職種 受験資格（条件をすべて満たす人）

建　築

土　木

行　政

行　政

採用予
定人数

12人

2人

1人

7人

▽平成2年4月2日～平
成9年4月1日生まれ

▽大学(短期大学を除
く)を卒業したか、
平成31年3月末まで
に卒業見込み

▽昭和61年4月2日～平成4年4月1日生まれ　
▽大学(短期大学を除く)を卒業した人
▽平成30年5月31日現在県外に居住し、採
用後、宇部市に定住する意向のある人
▽公務では得られない多様な経験や専門性
を活かし、宇部市の行政課題に積極的に
取り組む熱意がある人

▽専門科目を履修
済みか履修中

上
級

（
大
学
卒
業
程
度
）

上
級

（
社
会
人
経
験
者（
Ｕ
Ｉ
Ｊ
）対
象
）

宇部市職員採用上級試験
大学卒業程度・社会人経験者

●日時　6月24日㈰8時50分～12時
●場所　小野田消防署（山陽小野田市高栄一丁目6－1）
●内容　消防業務と山口県消防学校の紹介など
●対象　採用試験を受験予定の人と家族
●定員　70人　●申込方法　電話
●申込期間　6月4日㈪～20日㈬
■申込先　宇部・山陽小野田消防局総務課　☎21－6112

●内容　花壇コンクールの審査など　●募集人数　2人
●任期　7月（予定）～平成32年3月31日
●応募資格　市内に居住し、平日に開催する会議や花壇コンクー
ルの審査・表彰式に出席できる20歳以上75歳未満
●応募方法　応募用紙と意見・提言「花いっぱい運動や花壇コン
クール」（様式自由、800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
　※メールの場合は、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　6月15日㈮[必着]
■申込先　ガーデンシティ推進グループ
　☎34－8485　>22－6008　g-city@city.ube.yamaguchi.jp

●募集人数　15人程度　●任期　6月～平成32年3月
●応募資格　市内在住、在勤、在学で、毎月1回程度開催する会
議に出席できる20歳以上

●応募方法　応募用紙と小論文「世界一のUBEビエンナーレを目
指して」（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、北部総合支所、各市民・ふれあい
センターに設置のほか、市・ときわ公園のホームページに掲載
●応募期限　6月18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

宇部・山陽小野田消防局
職員採用ガイダンス

●業務内容　動物の飼育管理、動物園の運営全般
●勤務場所　ときわ公園内　●任期　10月1日～
●対象　次のいずれかに該当する普通自動車免許取得者（AT
限定不可）
　▽大学、高等専門学校、専修学校などで、動物に関連する
　課程・学部・学科を卒業・修了か卒業・修了見込みの人
　▽高校を卒業か卒業・修了見込みで、日本動物園水族館協
　会の飼育技師の資格を有する人
●申込方法　申込書を持参か郵送。申込書は申込先に設置の
ほか、ときわ公園ホームページに掲載
　（https://www.tokiwapark.jp/zoo/）
●申込期限　7月13日㈮［必着］
●試験　1次：書類審査
　　　　2次：7月22日㈰：基礎能力試験、小論文審査
　　　　3次：8月11日㈯：集団討論、面接審査
■申込先　（公財）宇部市常盤動物園協会
　　　　　☎21－3541　>21－5099

常盤動物園協会
動物飼育員（正規職員）の募集

●業務内容　保険給付に係る窓口業務など
●採用期間　8月1日～平成31年3月31日　●採用予定人数　1人
●申込方法　履歴書を郵送か持参　
●申込期限　6月25日㈪［必着］
●試験　▽日時　7月11日㈬9時～　▽場所　市役所
　　　　▽内容　作文・面接
■申込先　保険年金課　☎34－8285　>22－6019

保険年金課窓口業務等職員
（嘱託職員）の募集

●対象　次の要件をすべて満たす人
　　　　▽市内に住所か本籍があり、焼骨を持っている
　　　　▽2年以内に墓碑を建てる予定がある
　　　　▽同一世帯の人が市営墓地を使用していない

●申し込みに必要な書類など
　　埋葬・火葬許可証か焼骨の所在を証明できる書類、市内
に住所がある人は本籍続柄記載の住民票（世帯全員）、市内
に本籍だけある人は戸籍謄本、印鑑
　※返還された空き区画については、随時申し込みを受け付
　けています。
●申込期間　6月4日㈪～8日㈮
■申込先　生活衛生課　☎34－8251　>22－6016

市営墓地の予約受け付け市営墓地の予約受け付け

募集区画

面積

使用料

墓地名称

21区画
4.00㎡

198,000円

第1墓園D 4区 2区
楠岡ノ坂

9区画
4.00㎡

198,000円

16区画
6.25㎡

309,375円

白石公園

-

　まちなかで、住宅の新築・増築や起業・創業
などをするときに、さまざまな優遇措置・支援制
度があります。ぜひご活用ください。
※詳しい要件などがありますので、お問い合わ
せください。
①建築物を新築・増築する
　▽助成の内容　家屋、土地の固定資産税相
当額を課税初年度から3年間

②所有する空き家を解体し、住宅を新築する
　▽補助の内容　解体費の3分の1
　　（上限50万円）
③空き家を取得し、住居としてリフォームする
　▽補助の内容　改修費の3分の1以内（上限100万円）
④空き物件を再生（リノベーション）し、事業を行う
　▽補助の内容　改修費の2分の1以内（上限500万円）
⑤まちなかで創業する
　▽補助の内容　家賃の2分の1以内
　　（上限は1カ月10万円）を3年間
⑥共同住宅を建設する
　▽補助の内容　整備費などの3分の1以内
⑦市外から転入する
　▽助成の内容　引っ越しや住宅に係る費用の

一部、子育て支援助成金など
⑧市外から転入する医療・福祉・保育・建設・
ICTの仕事に従事する人が住宅を借りる
　▽助成の内容　家賃の2分の1
　　（上限は1カ月2万円）を最大12カ月
⑨店舗をリニューアルする
　▽補助の内容
　　改装費の2分の1以内（上限80万円）
■問い合わせ
　①～⑥は
　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
　⑦⑧は
　おいでませ！うべ移住・定住サポートセンター
☎34－8480　>22－6008
　⑨は商工振興課　☎34－8355　>22－6041

　遊休農地の活用や新規就農者のチャレンジを支援します。随時受け付けています
ので、ぜひご活用ください。
　※詳しい要件などがありますので、お問い合わせください。
①一定規模の不作付地に農作物の作付けをする
　▽補助の内容　10ａ当たり1万円
②茶園団地の遊休農地に農作物の作付けをする
　▽補助の内容　10ａ当たり5万円
③一定規模の遊休農地に農作物の作付けをする
　▽補助の内容　農業用機械やハウスなどの購入費の2分の1以内（上限150万円）
④新規就農者が施設園芸作物の栽培にチャレンジする
　▽補助の内容　ハウスなどの整備費の2分の1以内（上限250万円）
⑤農業の生産性・所得向上などにつながる、ICT・IoTなどの先端技術を活用する
　▽補助の内容　施設・設備費などの2分の1以内（上限100万円）
⑥オリーブの作付けをする
　▽補助の内容
　　8年物程度の作付け（商品化促進）：苗木購入費・重機借上料・土壌改良費の80％
　　3年物程度の作付け（産地化促進）：苗木購入費の50％
※対象者　①②③⑤⑥は農業従事者、④は新規就農者（就農後5年以内）
■問い合わせ　農林振興課　☎67－2822　>67－2316

　夏の魅力的なイベントとして宇部港の夜空を飾
る花火大会。光と音の芸術「音楽花火」、空に広が
る大迫力「連続打上花火」など、楽しい演出で来場
者を魅了します。
　花火大会を盛大に開催するため、協賛金を募集します。
皆さまのご協力をお願いします。
●協賛金額　1口5,000円以上（グループなどでの連名も可能）
●特典
　▽抜群のロケーション「スポンサー席」に招待（1口で2人分、飲み物とお菓子付き）
　▽名前をチラシに掲載（希望者）
●申込方法　申込書と協賛金を、宇部商工会議所、宇部観光コンベンション協会、
　観光・グローバル推進課に持参してください。
　※申込書は、各申込先、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
●申込期限　6月15日㈮
■問い合わせ　宇部商工会議所　☎31－0251
　　　　　　　宇部観光コンベンション協会　☎34－2050
　　　　　　　観光・グローバル推進課　☎34－8353　>22－6083

「まちなかに住まい」
「まちなかで事業」を応援

がんばる農業者を支援します

花火大会
開催日時　7月21日㈯　20時～21時

協賛募集

委員募集

UBEビエンナーレ世界一達成市民委員会委員

ガーデンシティ緑化運動推進委員会委員　
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DJの音楽と光の豪華な演出の中で、
おいしいビールと料理はいかがです
か!6月9日㈯17時～21時#多世代交
流スペースしばふ広場}まちなかイ
ベント実行委員会（☎38－8825）

3㎞か6㎞のコースを当日選んで歩き
ます（小雨決行）!6月12日㈫9時半～
12時#ときわ湖水ホール<帽子、飲
み物、タオルなど}保健センター
（☎31－1777、>35－6533）

6月の食育月間にあわせて減塩キャン
ペーンを実施します。高血圧の原因と
なる塩分の摂取を見直し、日常生活
の中での適塩の意識を高めましょ
う!$▽6月15日㈮～22日㈮減塩に関
するパネル・図書展示▽19日㈫10時
半～12時「ヘルシー！おいしい！へら塩
レシピ集」の配布、けんこうスープの
試食（先着100人）、血圧測定、塩分
チェック#図書館}保健センター
（☎31－1777、>35－6533）

ジャンルやプロ・アマを問わないライ
ブコンサート
●宝林寺本堂!6月16日㈯14時～
●渡辺翁記念会館!6月17日㈰13時
半～
●ＪＡＺＺ ＳＰＯＴ ＢＯＢ!6月17日㈰14
時～
※出演者の詳細は、財団ホームペー
ジに掲載
}文化創造財団（☎35－3355、>31－
7306）

!6月21日㈭13時半～16時#国際ホ
テル宇部%求職者、来年3月に大学
などを卒業予定の人}県若者就職
支援センター（☎083－976－1145）

親子で楽しく身体を動かそう。人形を
使った歯磨きの話もあります!6月22
日㈮10時～11時半#西部体育館
%乳幼児と保護者<タオル、飲み物、
体育館用シューズ}こども・若者応援
課（☎31－1732、>21－6020）

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!6月23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）

親子で遊びながら、用具を使って多様
な運動をする3B体操を楽しもう!6月
24日㈰10時～12時#琴芝小学校体育
館%小学生以下と保護者<室内用

シューズ}（公社）日本3B体操協会山
口県支部（®080－9138－3131［丸山］）

!7月14日㈯18時～20時#渡邊翁記
念会館<整理券}自衛隊宇部地域
事務所（☎31－4355）

「BS日本・こころの歌」から誕生した日
本を代表するコーラスグループ「フォ
レスタ」のコンサート。「日本の素晴ら
しい風土と文化を歌い継ぐ」をテーマ
に懐かしくも美しい歌声が織りなす、
多彩なハーモニーをお楽しみくださ
い!9月22日㈯14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}文化創造
財団（☎35－3355、>31－7306）

CMソングやNHK紅白歌合戦出場、
俳優業などで注目される竹原ピスト
ルの全国ツアー。パワフルな歌声、魂
のライブパフォーマンスをお楽しみく
ださい!9月30日㈰17時～#渡辺翁
記念会館&全席指定4,320円}文化
創造財団（☎35－3355、>31－7306）

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
~6月4日～15日_保健センター（☎31
－1777、>35－6533）

%県内に1年以上居住し、犬種ごとに
定める障害の程度に該当する18歳以
上の人▽盲導犬：視覚障害の程度が
1級かこれに準ずる程度▽介助犬：肢
体不自由1～2級かこれに準ずる程度
▽聴導犬：聴覚障害の程度が2級かこ
れに準ずる程度※その他の条件あ
り。詳細は問い合わせてください&▽
第二次審査にかかる審査料、旅費▽
共同訓練か合同訓練の経費▽補助
犬給付後の飼育などの経費{県内
で1～2人<身体障害者手帳、印鑑、
申請書、誓約書、世帯全員の平成30
年度の所得課税証明書、借家などに
居住する人は家屋の所有者か管理
者の同意書~6月29日まで_障害福
祉課（☎34－8314、>22－6052）

%企業、NPO法人などの団体。要件
などは申込先や市ホームページで募
集要項を参照|申込書を提出~6月6
日～25日_こども・若者応援課（☎34
－8447、>21－6020）

田植えの体験!第2回6月9日㈯9時～
12時（全8回）#森部農園（船木原
1910）%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）~6
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$江
戸時代の道を確認しながら神社仏閣
を巡ります（約4km）!6月17日㈰9時
50分～12時#琴崎八幡宮バス停集
合~6月15日まで
●JRふれあいウオーク「宇部のア－ト
とランチでお腹一杯になっちゃおう！」
$川崎美術館でのアート散策とレスト
ランでのランチ（約5.5km）!6月23日
㈯10時10分～15時10分#JR琴芝駅
前集合&2,000円程度（入館料と昼食
代）~6月22日まで
………………………………………
{各40人（先着順）<タオル、飲み物
_観光・グローバル推進課（☎34－
8353、>22－6083）

!6月20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）~6月5日から_こど
も・若者応援課（☎31－1732、>21－
6020）

!$第1回：6月23日㈯「学校の怪談か
ら見える子どもの世界」▽第2回：7月7
日㈯「『雨月物語』菊花の約

ちぎり

を読む」、
各13時半～15時※部分受講も可能
{50人（先着順）|*?∑（7面）~6
月15日まで#_図書館（☎21－1966、
>21－3801）

希少種であるヒヌマイトトンボや同じ
地域に生息する昆虫類の観察会!6
月24日㈰10時～12時#厚東川河口の
中川ポンプ場付近<タオル、帽子、飲
み物、長靴、双眼鏡（可能な人）_宇
部自然保護協会事務局（®090－7137
－4955）
tmfuku1927@yahoo.co.jp

料理初心者歓迎の調理実習!6月24
日㈰10時～13時#男女共同参画セン
ター%市内に在住か在勤で18歳以上
の男性。小学生以上の子ども同伴可
&中学生以上600円、小学生300円
{24人（先着順）<エプロン、三角巾
かバンダナ、タオル、飲み物|*?∑
（7面）とフリガナ、年齢、子どもは学年
~6月15日まで_人権・男女共同参画
推進課（☎34－8308、>22－6016）

第一次発酵からパンを作ります!6月
28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|*?=∑（7面）~6
月25日まで#_アクトビレッジおの
（☎64－5111、>64－2800）
actvillageono@gmail.com

有機野菜を使用した料理教室!第1
回6月30日㈯10時～13時（全4回）#ア
クトビレッジおの&1,500円{20人
<エプロン、三角巾、タオル、筆記用
具、タッパー~6月29日まで_有機ネッ
ト山口西部（®090－4895－8361［平
中］）

子供向けのプログラミング言語

「Scratch」を使用してプログラミング
の基礎を学びます!6月30日～来年3
月16日の原則毎月第4土曜9時半～11
時半#山口東京理科大学%小学校4
年～中学生&2,052円（テキスト代）
{15人|+?=∑（7面）と性別、学
校名、学年、ノートパソコンの有無、参
加同意保護者氏名~6月14日まで
_実行委員会事務局（〒755－0051上
町一丁目3－2㈱ニシマル内、>050－
3737－0341）ykodomop@gmail.com
}33－4422（平日13時～17時）

●「雁木」酒蔵見学と天然記念物シ
ロヘビ!6月30日㈯&9,500円（昼食・
試飲付き）~6月22日まで（先着順）
●フォレストヒルズガーデンランチと
ショコラミル体験!7月14日㈯&12,000
円（昼食付き）~7月6日まで（先着順）
●シーサイドももち花火ファンタジア
Fukuoka2018!7月18日㈬&9,000円
（観覧指定席）~7月11日まで（先着
順）
●福岡ソフトバンクホークスvs北海道
日本ハム!8月11日㈷&9,600円~8月
3日まで（先着順）
………………………………………
_交通局（☎31－2442、>22－1772）

レノファ山口を応援しに行こう！▽行
き：宇部駅15時40分発→試合会場17
時着▽帰り：試合会場21時30分発→
宇部駅22時50分着!7月1日㈰19時～
（横浜ＦＣ戦）#維新みらいふスタジ
アム&1 ,500円（チケット代は別途）
{45人_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

初夏から秋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!7月7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{ 3 0人（先着順）
|*+?∑（7面）と参加人数~6月
29日まで_ときわ公園課（〒755－0001
大字沖宇部254、☎51－7252、>51－
7205）

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!#7月9日㈪、
13日㈮保健センター、23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）
|*?∑（7面）とフリガナ、年齢~6
月6日～29日_保健センター（☎31－
1777、>35－6533）

地域の子育てを支え、頼れる応援団
となって一緒に働きませんか？!7月
18日㈬、19日㈭各9時半～12時、20日
㈮13時～15時半#宇部マテ“フレッセ
ラ”テニスコート%市内在住でシル
バー人材センターへ入会し、就業が
可能な60歳以上{10人~7月4日まで
_県シルバー人材センター連合会
（☎083－921－6070）

!7月21日㈯13時～17時#宇部港港
町埠頭%市内に在住か勤務する10
人のチーム{36チーム（先着順）※女
性の部あり~6月18日まで_事務局
（☎33－3242）

バラとハーブの育成や技術・知識の
習得を行う講座!7月～11月の毎月
第3土曜、各10時～12時半（全6回）
#にぎわい宇部&3,000円{20人（先
着順）|+?∑（7面）とフリガナ~7
月13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）

10人乗りの手漕ぎボートで往復240m
を競漕!7月29日㈰9時～15時半%中
学生以上で10人のチーム&1チーム
7,000円{30チーム（先着順）<着替
え、水筒、帽子など|申込書を提出。
申込書は市かアクトビレッジおのの
ホームページに掲載~6月4日～22日
#_アクトビレッジおの（☎64－5111、
>64－2800）
actvillageono@gmail.com
●同時開催イベント▽カヌー教室（事
前申込、有料）▽ふれあいバザー（地
元特産品、飲み物、軽食などの販売）

起業に必要な知識や発想力・課題解
決力を養成する講座。ICTを活用した
学習や演習、起業家との意見交換な
どを行います!7月～11月（全8回）
&一般6,000円、中学生～大学生3,000
円※平成30年度宇部志立市民大学
の環境・アート学部か共生社会学部
の受講生は半額{20人|電子申請
か申込書を提出。申込書は市ホーム
ページに掲載~7月2日まで_ICT・地
域イノベーション推進グループ（☎34
－8118、>22－6008）

▽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~9月
28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

●特定健康診査!12月20日まで%40
歳以上の国民健康保険被保険者
&1,000円（平成30年4月1日時点で40・
45・50・55・60・65・70歳の人は無料）
●後期高齢者健康診査!来年3月31
日まで%後期高齢者医療被保険者
&500円
………………………………………
#保健センター、実施医療機関など

<被保険者証、健康診査受診券、質
問票、健診費用}保険年金課（☎34
－8338、>22－6019）、県後期高齢者
医療広域連合（☎083－921－7112、
>083－932－5321）

テレビ、ラジオやインターネットで幅広
い分野を学べる通信制の大学です。
10月入学の学生を募集します~6月15
日～9月20日_放送大学（☎083－928
－2501）

●水道施設の一般公開!6月7日㈭ま
で9時～16時#広瀬浄水場、桃山3号
配水池展望塔~前日まで_広瀬浄
水場（☎41－6004、>41－8548）
●公道の漏水を発見し、通報した人
に粗品を進呈!6月7日㈭まで_上水
道整備課（☎21－2406、>21－2172）
}上下水道局総務企画課
（☎21－2171、>21－2172）

産業振興部と農業委員会を対象にし
た定期監査の結果を掲示していま
す!6月14日㈭まで#市役所、北部総
合支所、各市民センター、万倉・吉部
出張所}監査委員事務局（☎34－
8726、>22－6013）

小・中学校の全教科全発行者分の教
科書、小学校教科書見本・中学校道
徳見本（来年度用）、教科書目録、一
般図書一覧などの展示!7月26日㈭
まで、図書館の開館時間中#図書
館}学校教育課（☎34－8611、>22－
6071）

歯や歯肉の状態、口腔清掃状態など
をチェックする歯科健診。対象者には
受診券が届きます▽健診項目：虫歯
や歯周病の有無、噛む力の確認、舌
の動きの確認、のみこむ力の確認な
ど!来年1月31日まで#対象の歯科
医療機関%平成29年度に75歳到達
か障害認定により後期高齢者医療制
度の被保険者資格を取得した人<受
診券、質問票、後期高齢者医療被保
険者証}県後期高齢者医療広域連
合（☎083－921－7112、>083－932－
5321）

国民健康保険の医療費通知の6月発
送分（平成29年12月、平成30年1月受
診分）から、「被保険者が支払った医
療費の額」を記載していますので、医
療費控除の申告の際に、医療費の明
細書として使用することができます
}保険年金課（☎34－8285、>22－
6019）

児童手当を受給している人は、届い
た現況届を6月中に提出してくださ
い。郵送や電子申請でも手続きでき
ます。提出されない場合は、6月分以
降の手当が受けられなくなります}子
育て支援課（☎34－8330、>22－
6051）

①盲人用時計の耐用年数を10年から
5年へ短縮②視覚障害者用ポータブ
ルレコーダーの再生専用機の基準額
を48,000円へ増額%①18歳以上で視
覚障害1～2級の人②視覚障害1～2級
の人&原則として購入費用の1割を
自己負担（所得などにより負担の割合
が変わります）<身体障害者手帳、印
鑑|申請書を提出_障害福祉課
（☎34－8314、>22－6052）

活動中のスズメバチの巣を登録駆除
業者に依頼して駆除した人に、駆除
費用の2分の1（上限1万円）を補助し
ます※詳しい要件や登録業者は問い
合わせてください}生活衛生課
（☎34－8252、>22－6016）

農地の実態把握と無断転用の防止、
耕作放棄地の発生防止と解消を重
点に、農業委員・農地利用最適化推
進委員が現地確認を行います!6月
～9月}農業委員会事務局（☎34－
8731、>22－6079）

宇部市地域の安全づくり連絡協議会
と協働で市内各公園の遊具などの一
斉点検を行います。遊具の不具合な
ど、お気づきの点がありましたら、お知
らせください!6月24日㈰～7月20日
㈮}公園緑地課（☎54－2181、>51－
2185）

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、6月21日までに予
約をお願いします!6月24日㈰8時40
分～12時（受付は11時40分まで）
#_市民課（☎34－8264、>22－6017）

各市民センターなどで、臨時にマイナ
ンバーカードの申請手続きを支援しま
す。開催日時は、市ホームページか各
市民センターなどでご確認ください
#各市民センター、北部総合支所
{各15人程度<通知カード、個人番
号カード交付申請書、運転免許証な
どの本人確認書類~開催日の3日前
まで_市民課（☎34－8264、>22－
6017）

コミュニケーションの取り方や薬の相
談に精神科医が応じます!7月7日㈯
13時～15時#福祉会館%家族_む
つみ会（☎35－3365）

外国人が能力を発揮できる適切な人
事管理と就労環境を整備しましょう
}山口労働局職業対策課（☎083－
995－0383）、ハローワーク宇部（☎31
－0164）

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

ガーデンフェスタ
「ラグジュアリービアガーデン」

ときわ湖畔ウオーク

自衛隊音楽隊演奏会
「市民と音楽の夕べ」

フォレスタコンサート
 in 宇部

禁煙チャレンジ

離乳食教室（後期）

交通局の旅プラン

まちなかセラピーガーデン
インストラクター養成講座

小野湖交流ボート大会

放送大学学生

水道週間の行事

日常生活用具の給付における
耐用年数と基準額の変更

マイナンバーカードの
受け取りは済みましたか

マイナンバーカードの
申請をお手伝い

統合失調症相談会

外国人雇用はルールを
守って適正に

スズメバチの巣の
駆除費用の一部を補助

農地パトロールに
ご協力を

公園遊具などを
一斉点検します

監査結果の公表

教科書展示会

後期高齢者医療制度の
歯科健康診査

医療費のお知らせ（医療費
通知）の記載事項の変更

児童手当現況届の提出

宇部志立市民大学
「ICTベンチャー育成講座」

国民健康保険
脳ドック随時募集中

特定健康診査・後期高齢者
健康診査の受診を！

レノファ山口
観戦バスツアー

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～

これなら続く！
らくらくエクササイズ

保育補助講習受講者

海の日
カッターレース競技会

県立大サテライトカレッジ
「怪談・妖怪から探る日本の文化」

ヒヌマイトトンボ
自然観察会

エプロン男子の
手軽に洋風料理

パンを焼いてみよう！

有機農産物調理講習会

こどもプログラミング教室

補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）
受給希望者

平成31年成人式の
企画・運営団体

有機栽培技術講習会

てくてくまち歩き

竹原ピストル全国弾き語りツアー
2018″GOOD LUCK TRACK″

音楽の祭日2018 in 宇部
“À plus!”

ふるさと山口企業合同
就職フェア

ねいぶるフェスタ

まちなかエコ市場

親子・子育て世代のつどい

へら塩
しお

大作戦　
～食育月間もレッツ！へら塩

しお

～

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
生田　敦（千葉県八千代市）……………………………… 135,000円
笠井　明（東京都練馬区）………………………………… 75,000円
田邉　克己（大阪府吹田市）……………………………… 50,000円
長州産業株式会社（山陽小野田市）……………………… 500,000円
海景山　善福寺　住職　島地 担（上条）……………… 300,000円
宇部ボランティア連絡協議会（川上）…………………… 100,000円
日立建設株式会社（大字妻崎開作）……………………… 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
（4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

!6月14日㈭～18日㈪10時～19時（18日は15時まで）#ヒストリア宇部
&▽前売り：一般1,000円（当日1,200円）、18歳以下500円（当日600円）
※幼児無料※文化会館、ＦＭきららで販売}野原チャックキルトスクー
ル佐藤育子教室（®070－7560－8772［佐藤］）

イギリス人講師による英会話教室!6月15日～7月20日の毎週金曜（全
6回）、中級10時～11時、初級11時～12時#文化会館&6,000円と教
材費600円{各10人~6月14日まで_（®090－6839－1291［長谷］）

!6月17日㈰～9月まで毎月1回、各9時～12時%小学生以上&各1,620
円{各20人~各2日前まで#_アクトビレッジおの（☎64－5111、>64
－2800）

!6月20日㈬、29日㈮▽一般女性9時半～10時半▽妊婦・子ども同伴
の女性10時半～11時半#三和Gallery宇部&700円{各10人~各前日
まで_日本マタニティ整体協会（®090－7545－1419［中村］）

野原チャックキルト展in宇部

楽しいロンドン英会話

小野湖ボート・カヌー教室

骨盤底筋レッスン

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

スクラッチ



情報カレンダー情報カレンダー 6月1日～7月5日6月1日～7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）

6月1日㈮
2日㈯

3日㈰
6日㈬

7日㈭
8日㈮

9日㈯

10日㈰
12日㈫
14日㈭

15日㈮

16日㈯

16日㈯
17日㈰
18日㈪
19日㈫

20日㈬
21日㈭
22日㈮
23日㈯
24日㈰

27日㈬

28日㈭
29日㈮

7月4日㈬
5日㈭

「まちなか保健室」介護・健康相談（若者クリエイティブコンテナ　11時～15時）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時～14時半）
かみしばい（図書館　14時半～15時）
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）
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（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）
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16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」介護・健康相談（学びの森くすのき　10時半～12時）
献血・400mL限定（山口大学医学部付属病院　13時半～16時半）
行政相談・消費生活啓発活動（フジグラン　10時～13時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（若者クリエイティブコンテナ　11時～15時）
おはなし会（幼児～小学生向け）（図書館　11時～11時半）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時～14時半）
おはなしのじかん(幼児向け)（図書館　14時半～15時）

おはなしのじかん(小学生向け)（図書館　15時～15時半）
ボイスオブアニマルズ「わんにゃん譲渡会」（ジュンテンドー厚南店　10時～12時）
「介護相談ふれんど」（多世代ふれあいセンター　10時～12時）
献血・400mL限定（宇部興産㈱本社　9時半～11時）
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（1～3歳くらい）（図書館　10時半～10時45分）
献血・400mL限定（中国電力山口電力所宇部制御所　9時半～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）
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（ミスターマックスメルクス宇部　14時半～16時半）
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）
女性やLGBTの権利110番・弁護士電話相談（☎083－920－8730　10時～16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）
「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）

プラネタリウム投影会　!6月3日㈰、17日㈰、24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6月号❽
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■弁護士相談
　!6月20日㈬13時半～15時半　予約受付開始6月7日㈭8時半～
　!7月4日㈬13時半～15時半　予約受付開始6月21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　!6月13日㈬、27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　!6月9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　!6月19日㈫　#市役所
{4組　~6月12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　!6月19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）

■こども・若者相談ダイヤル　☎34－8333
　kodomo-y@aurora.ocn.ne.jp
■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。

金子小児科
上町
☎22－0006

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6月29日㈮、7月2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

松岡小児科　　　　　　　　　
西宇部南
☎41－8005

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。

とみた小児科医院
妻崎開作
☎44－4150

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

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

6月3日㈰ 10日㈰ 17日㈰ 24日㈰ 7月1日㈰


