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（　）内は前月比。2018年3月末日現在
（転入・転出は3月中）の住民基本台帳
による。
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架空請求に気を付けましょう
市政情報出前講座
福祉医療費受給者証の申請
介護保険制度の改正
歯の健康フェア
臨時駐車場のご案内
ときわ公園のイベント
今月の日曜・祝日当番医　

NO.1507
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5月号
「宇部市ホームページ」
QRコード

宇部市 検索

主な内容

再生紙を使用しています

「広報うべ」デジタルブック配信開始
～スマートフォンやタブレットで読みやすくなります～

久保田市長 今月のイチオシ

　市民の皆さんに市政をわかりやすく伝え、必要な情報を提供する「広報うべ」。この
たび、「広報うべ」はデジタルブック配信を開始します。デジタルブックでは、文字の
拡大表示や音声読み上げ、多言語翻訳（8カ国語）機能で読む・聞くことができます。
スマホやタブレットで設定しておけば、外出先でも閲覧可能。プッシュ通知で最新号
の配信を自動でお知らせし、大事な情報を逃しません。
　使い方は簡単。無料デジタルブックビューアアプリ『Catalog Pocket（通称：カタポ
ケ）』をダウンロードして、画面上の読みたい箇所、聞きたい箇所を、指で押すだけです。
　市の情報をより身近に、手軽に入手できるデジタルブックを、ぜひご利用ください。

　5月の最終水曜日に、運動やスポーツに取り組んだ住民の割合
を対戦相手と競います。
●今年の対戦相手は？

●参加方法は？
　当日に市内で15分以上継続してからだを動かし、21時30分まで
に、電話、FAX、メールなどで事務局に報告するだけです。

●どんな運動が対象？
　本格的なスポーツだけでなく、家でのストレッチ、徒歩や自転
車での通勤、愛犬との散歩など、15分以上継続し、からだを動
かせばすべて対象となります。

『やまぐち元気ラジオ体操
＆スローエアロビック』
●時間　7時30分～8時
●場所　渡辺翁記念会館前
　　　（雨天時はロビー）

チャレンジデー2018
■問い合わせ　チャレンジデー実行委員会事務局（文化・スポーツ振興課）　☎34－8628　>22－6083 

目指せ参加者10万人！

そのほか、当日は市内各所でイベントが盛りだくさん

5月30日㈬ 0時～21時

▽報告専用フリーダイヤル　☎0800－200－0263
▽チャレンジデー実行委員会事務局
　☎34－8628　>050－3488－4747　メールc-day@ubespo.jp
▽チャレンジデーチラシ裏面の参加報告書に記入し、公共施設
　などに設置の回収ボックスに投函
▽うべ電子申請サービス…………

チャレンジデーとは？

当日のイベント

神奈川県　座間市
ざ ま し

事前申込

（　　　）

詳細は、市役所、各市民・ふれあいセンターに設置のチラシ、
市かスポーツコミッションのホームページをご覧ください。

人口129,435人
4回目の参加

オープニングプログラム

ファイナルプログラム
『長縄跳び競技「ロープジャンプX」』
（全国共通イベント）　

　長さ10mのロープを
使い、跳んだ人数と回
数でポイントを競い合
う大縄跳びです。
●時間　18時40分～19時50分
●場所　新天町アーケード内特設会場
●受付　エフエムきらら前
●募集数　15チーム（先着順）※1チーム3人以上
●申込方法　チーム名、全員の氏名・年齢、代表者連絡先を、
電話かFAXで文化・スポーツ振興課に連絡当

日
報
告
先

カタログ ポケット

ios用QRコード Android用QRコード

無料アプリ「カタポケ」の
ダウンロードはこちらから

※パソコンで「カタポケ ブラウザ版」も
　ご利用いただけます。
※通信料は利用者負担です。

QRコード
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　住み慣れた自宅で自分らしく安心して生活が送れるよう、在
宅サービス利用料の一部を助成します
●対象者　次のすべてに該当する人
　▽積極的な治療を終えて、在宅生活への支援と介護が必要な人
　▽20歳以上40歳未満
●助成内容
　▽訪問介護（ホームヘルプサービス）
　　身体介護、生活援助、通院等乗降介助
　▽福祉用具の貸与や購入
●助成金額
　1カ月あたり最大54,000円（福祉用具購入を含む）
●助成対象期間
　平成30年4月1日以降にサービスを利用したもの
●申請方法
　申請書などを提出。詳細は市ホームページに掲載
●問い合わせ　
　保健センター　☎31－1777　>35－6533

　介護保険制度の改正に伴い、介護サービスの利用料が改定さ
れました。改定率はサービスにより異なりますので、詳細はケ
アマネジャーや入所施設に問い合わせてください。

　次の要件に該当する場合、介護サービスを利用した際の利用
者負担が2割から3割になります。
　単身世帯：本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入
　とその他の合計所得金額が340万円以上
　2人以上世帯：本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世
　帯の第1号被保険者（65歳以上の人）の年金収入とその他の合
　計所得金額が463万円以上
※第2号被保険者（65歳未満の人）の利用者負担割合は、これま
でどおり1割です
※要介護・要支援認定などを受けている第1号被保険者に、1割
から3割の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を発行
します

　「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・
ターミナル」などの機能と「生活施設」としての機能を兼ね備え
た、新たな介護保険施設が創設されました。

　訪問介護や通所介護などについて、高齢者や障害児者が共に
利用できる「共生型サービス」が創設されました。

65歳以上の介護保険料が変わります
介護保険料は3年ごとに、今後3年間の介護サービスの必要量を
見込んで見直します。
具体的な保険料の納付額は、6月中旬頃、郵送でお知らせします。

　福祉医療費受給者証の交付を受けると、医療保険での通院、入院、
薬の処方などの自己負担額が軽減されます。

▽対象者　次のいずれかに該当する人
　①身体障害者手帳（1～3級）の交付を受けている
　②療育手帳「A」の交付を受けている
　③精神障害者保健福祉手帳（1級）の交付を受けている
　④1級の障害年金または特別障害給付金を受けている
　⑤1級の特別児童扶養手当を受けている
　⑥ ①～⑤と同程度の障害があると県が認定している

▽対象者　次のいずれかに該当する人
　①高校生以下の児童を養育する、ひとり親家庭などの父又は母
　と当該児童
　②父母のいない高校生以下の児童
　　（定時制高校や通信制高校などに在学中は延長できる場合あり）
▽所得制限　市民税所得割非課税世帯であること

▽対象者　中学3年までの児童
▽所得制限　父母の市民税所得割額が一定額以下であること
　※未就学児については、平成30年8月から所得制限がなくなります

福祉医療費受給者証
の手続きを

若年がん患者の在宅
ターミナルケアを支援します

介護保険制度が変わります

●軽減期間
　離職の翌日の属する月から来年度末まで（最長2年間）
●対象
　離職日に65歳未満で、雇用保険受給資格証が次の要件をすべ
て満たす人
　▽受給資格者証に、高 特の記載がない（高 高年齢受給資格者
　証、特 特例受給資格者証）
　▽船員保険でない
　▽雇用保険受給資格者証に記載してある離職理由コードが、
　11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかである
●持参するもの
　印鑑、雇用保険受給資格者証、国民健康保険証
●申請場所　保険年金課、北部総合支所、各市民センター
■問い合わせ　保険年金課　☎34－8287　>22－6019

倒産、解雇、雇い止めなどでの
離職者の国民健康保険料を軽減

■問い合わせ
　重度心身障害者…障害福祉課　☎34－8314　>22－6052 
　ひとり親家庭、乳幼児・子ども…
　　　　　　　　子育て支援課　☎34－8332　>22－6051

更新が必要な人には、事前に申請書を郵送でお届けします。
更新申請書が届いたら、早めに手続きをしてください。
※重度心身障害者については、昨年度から、資格の確認ができる
　人の更新手続きを省略しました。

受給者証を持っている人 有効期限が近づいています

重度心身障害者

対象要件に該当しても、所得制限などにより、交付を受けること
ができない場合もあります。申請前に、必ずお問い合わせください。

新規の申請 随時受け付けています

ひとり親家庭

乳幼児・子ども

（通称：カクフク）
4月から　介護報酬が改定されました

8月から　現役並みの所得を有する人の
利用者負担割合が変わります

4月から　介護医療院が創設されました

4月から　共生型サービスが創設されました

■問い合わせ　高齢者総合支援課
　　　　　　　　資格、保険料…☎34－8297
　介護保険係　要介護認定…☎34－8298
　　　　　　　　介護保険サービス…☎34－8396
　高齢者支援係　介護予防・日常生活支援総合事業…☎34－8303

　市職員が地域に出向き、市の制度や計画などについて説明します。出前講座と
あわせて市の旬な情報（支援制度、補助金・助成金制度、イベント情報）も追加で
きます。
●対象　10人以上の市民で構成する団体など
●日時　開催を希望する日　※土・日・祝日も開催できます
　　　　9時～21時の2時間以内
●場所　市内で申込者が確保
●申込方法　開催希望日の3カ月前から2週間前までに、郵送、FAXで各講座担当
課に申込書を提出。申込書と講座メニュー表は、市役所案内、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

ご利用ください！市政情報出前講座

1.災害に備えて
2.だまされないぞ！！悪質商法
3.終活を行うために知っておきたいこと
4.高齢者や障害者の虐待を防ぎましょう
5.プラス10エクササイズ

■問い合わせ
　市民活動課　☎34－8126　>22－6004

実施件数　161件　　延べ参加者　5,592人

昨年度の人気講座
昨年度の実施状況（3月31日現在）

●身に覚えのない請求の場合は、相手にせず無視しましょう。
●記載されている電話番号には、絶対に連絡しないでくだ
さい。連絡することで、電話番号などの個人情報を与え
ることになります。
●不安を感じたり、判断に迷った場合は、消費生活センタ
ーに相談しましょう。

　「訴訟取り下げの相談を
受けるので、期日までに
電話をかけるように」と書
いてあった。身に覚えが
ないが、電話すると弁護
士を紹介された。紹介さ
れた弁護士に電話したと
ころ、訴訟取り下げ費用
を請求された。どうした
らよいか。

　クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の
販売方法で商品の申し込みや契約をした場合、消費者が、一定
期間内に契約を解除することができる制度です。ただし、販売
方法に指定があり、対象とならない商品・役務もあるので注意
が必要です。

はがきやメールでの架空請求に気を付けましょう！
～まずは消費生活センターへ相談を～

消費者トラブルに遭わないための心得

ご存知ですか、クーリング・オフ

アドバイス

①世の中に「うまい話はない」
②個人情報はむやみに他人に明かさない
③1人で決めずに家族・知人にまず相談
④勇気をもって、はっきり言おう「いりません！」
⑤簡単に書くな名前、押すな印鑑、じっくり読
　もう契約書

消費生活について学んでみませんか？

事例１
[消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ]
というはがきが届いた。 　送信元として大手通販サ

イト名が記載されていたが、
このサイトを利用したこと
はない。どうしたらよいか。

事例 2
[有料動画の未納料金が発生しています。
本日中にご連絡なき場合、法的手続きに
移行します。]という
メールが届いた。

＜送付されているハガキ見本＞

【消費生活パネル展】
　悪質商法の事例を具体的に紹介したパネルや、資料を掲示します
　●日時　5月8日㈫～18日㈮
　●場所　市役所　ロビー
【賢い消費者講座】
（消費生活リーダー養成講座も兼ねています。）

●場所　福祉会館
●申込方法　氏名、住所、電話番号、希望日時を連絡
●申込期限　①5月18日㈮　②6月15日㈮
●申込先　市民活動課　☎34－8159　>22－6004

テーマ

①

②

時間と　き

6月25日㈪

5月25日㈮

13時30分～
15時

13時30分～
15時30分

片付けて体も心もすっきり 
～モノの捨て方・活かし方～

お金を貯める力・増やす力・
守る力

■問い合わせ 　宇部市消費生活センター　☎34－8157　>22－6004　8時30分～17時15分（土・日・祝日、年末年始を除く)

　はがきやメールによる架空請求が急増しています。
慌てず落ち着いて、消費生活センター、警察、家族な
どに相談しましょう。

法的手続き
に移行？

XXXX
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　6月から始まる新庁舎建設のための調査や立体駐車場の工事に伴い、「宇部市駐車場」の
一部を閉鎖します。「宇部市駐車場」が満車の場合は、「寿町第二駐車場」をご利用ください。
なお、来庁者には無料券を発行しますので、用務先の職員にお尋ねください。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　調査・工事期間　平成30年6月1日～平成31年3月31日（予定）
※調査・工事期間中は、「宇部市駐車場」を無料開放します。ただし、平日の窓口業務終了
　後の夜間は、安全管理のため閉鎖します。
■問い合わせ　新庁舎建設課　☎34－8200　>22－6064

●無料歯科健診（歯ブラシプレゼント）
　歯科なんでも相談、歯磨き指導、フッ化物洗口、唾液検査（先
着200人）、くじ引きなど
●市民歯科講座　11時～ 12時
　『口腔ケアの意義とその実践』
　▽参加特典：先着200人にデンタルミラーセットをプレゼント
●大切な人のために禁煙チャレンジをはじめませんか？
　▽薬剤師による個別禁煙方法の相談　
　▽禁煙チャレンジの申込受付、たばこクイズ、ストローを用い
　　たCOPD模擬体験
■問い合わせ　保健センター　☎31－1777　>35－6533

　「宇部市立地適正化計画」の策定にあたり、意見交換会を開催し
ます。どなたでも参加可能ですので、ご意見を聞かせてください。
●日時・場所
　▽5月21日㈪　福祉会館（14時～、19時～）
　▽5月22日㈫　万倉ふれあいセンター（14時～）
　▽5月22日㈫　二俣瀬ふれあいセンター（19時～）
　▽5月23日㈬　東岐波ふれあいセンター（14時～）
　▽5月23日㈬　西岐波ふれあいセンター（19時～）
　▽5月24日㈭　厚南市民センター（14時～）
　▽5月25日㈮　原ふれあいセンター（19時～）
　▽5月27日㈰　福祉会館（14時～）　
■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

新庁舎建設工事に伴う臨時駐車場のご案内

歯の健康フェア

持続可能で暮らしやすい
地域共生型のまちを目指して

活動の休止について

出入口

宇
部
市

駐
車
場

宇部市役所現庁舎

税務署

臨時駐車場 位置図

真
締
川

臨時駐車場
（寿町第2駐車場：60台）

差額260,116円は、今後、大規模災害が発生して活動を
再開する際の活動費とします。

復興支援うべの
活動報告

■問い合わせ　防災危機管理課
　　　　　　　☎34－8139　>29－4266

東日本大震災 

歳入内容

歳入合計

歳出合計

金額（円）

歳出内容

平成28年度繰越金
市民などからの寄附金
預金利息

1,337,317
73,650

7
1,410,974

●日時　6月3日㈰　13時30分～
●場所　ときわ湖水ホール
●内容　平成30年度職員採用試験のスケジュール、募集予定人数、
勤務条件、市の仕事紹介・体験、質疑応答など　
●対象　採用試験を受験予定の人、大学・高校の就職担当者など
●申込期間　5月7日～28日
●申込方法　電子申請で申し込み
　▽パソコン用　宇部市ホームページトップページ→オンライン　
サービス→うべ電子申請サービス
　▽携帯用　宇部市ホームページ携帯版→便利機能→電子申請
■問い合わせ　人事課　☎34－8129　>22－0686

　公民が連携して立ち上げた「東日本大震災復興支援宇部市
民協働会議」とその中心的な役割を担うプロジェクトチーム
「復興支援うべ」の活動は、活動を休止することになりました。
ご支援・ご協力をいただき、誠にありがとうございました。

平成29年度　復興支援うべの主な取り組み

平成29年度　復興支援うべの決算状況

●東北スタディツアー（平成29年8月1日～4日）
　「現地へ行き、見て、聞いて、考えて、伝えよう。」をキーワー
ドに、これからの社会を担う次世代の中学・高校生を対象
として、被災地（宮城県・福島県）の現状や、震災当時の体
験や教訓を学び、防災や減災について考えるとともに、震
災当時の体験、教訓などを継承することを目的に実施。中
学生1人・高校生3人が参加。

市職員採用セミナーを
開催します

金額（円）
東北スタディツアー運営費
協働会議開催経費

1,046,918
103,940
1,150,858

被災地の現状や震災当時の教訓などを学びました。（福島県富岡町）

日時　6月3日㈰10時～15時
場所　多世代ふれあいセンター

萩焼の展示即売、海産物などの萩
の特産品販売を行います。また、
テーブルコーディネート展やカフェ
コーナーもあります。
●日時　5月1日㈫～5日（土・祝）
　　　　9時～17時30分
●場所　萩市民体育館
■問い合わせ　実行委員会
　（☎0838－25－3333）

5月上旬～中旬にかけて10万株の
つつじが見頃を迎えます。
※5月3日（木・祝）～6日㈰、12日㈯、13
日㈰はバザーなどが行われます。
●場所　大平山山頂公園
■問い合わせ
　防府市おもてなし観光課
　（☎0835－25－4547）

ドイツ・ミュンヘンで200年以上も続
くビールイベント。ドイツから直輸入
した8メーカー30種類の生ビールと
グルメのほか、ドイツの文化を体感
できます。
●日時　5月6日㈰まで
　11時～21時（平日は16時～）
●場所　山口市中央公園
■問い合わせ　山口市ふるさと
　産業振興課（☎083－934－2812）

日本五大稲荷のひとつ、津和野太
皷谷稲成神社の春の大祭が開催
されます。宮司の祝詞に続き、参列
者の祈願祭が行われ、巫女による
悠久の舞が奉納されます。
●日時　5月15日㈫10時～
■場所・問い合わせ　太皷谷稲成
　神社（☎0856－72－0219）

矯正処遇の紹介、刑務所作業製品
の展示・販売コーナー、地域住民に
よる飲食店出店、ステージイベント
など。センター内の施設見学もあり
ます。
●日時　5月20日㈰9時～15時
■場所・問い合わせ
　美祢社会復帰促進センター　
　（☎0837－57－5131）

ステージイベント（よさこい総踊りほ
か）、しゃぎり、パレード、バザー　ほ
か
●日時　5月26日㈯16時30分～
　21時、27日㈰10時～16時
●場所　住吉神社周辺
■問い合わせ
　事務局（☎83－3360）

■問い合わせ　ときわ公園課
　☎54－0551　>51－7205のイベント

山口
オクトーバーフェスト

豊田前愛のまごころ
矯正展

萩焼まつり 復活！
住吉まつり

大平山のつつじが
見頃を迎えます

太皷谷稲成神社
春季大祭

「山口県央連携都市圏域」のイベント情報を紹介します。

●緑と花のステンドグラス作品展　ミ
　花や植物をデザインしたステンド
グラス、ストラップ、ミニテラリ
ュームなどの作品展示
　日時　5月3日（木・祝）～6日㈰
　　　　9時～17時（6日は15時まで）
　▽体験教室：10時～15時（6日は12
時まで）※有料
●石炭記念館ガイドツアー　石
　学芸員が館内の展示について解説
します
　日時　5月3日（木・祝）～6日㈰
　　　　14時～15時
●バードウィーク野鳥観察会　他
　
　野鳥観察やワークショップを行い
ます
　日時　5月13日㈰9時～11時
　場所　ときわ公園正面入口集合
　申込期限　5月10日
●ときわ公園フリーマーケット　他
　日時　5月20日㈰7時～14時
　場所　東駐車場
●ハーブ公開講座「クリスタライズ
ドハーブをつくり、ハーブティー
を楽しみましょう！」　ミ　　
　事前申込①　
　日時　5月23日㈬10時30分～12時、
　　　13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　5月7日～21日
●こどもタネだんご作り教室　他　
事前申込②
　日時　5月26日㈯10時～11時30分
　　　　（9時30分から受け付け）
　場所　旧青年の家周辺
　対象　小学生以下

　費用　100円
　定員　20人
　持参品　ビニール手袋か軍手
　申込期限　5月18日[必着]
●突撃！ときわのサルごはん
　～シシオザルはジャックフルーツ
がお好き？～　動
　事前申込④
　日時　5月26日㈯13時～13時30分
　場所　シシオザル展示場前（動物
　　　園入園料が必要）
　定員　10人（先着順）
●カワウソの日特別イベント　動
　5月30日の世界カワウソの日にち
なんだ、野生での現状などのお話
　日時　5月26日㈯～27日㈰
　　　　12時30分～
　場所　コツメカワウソ展示場前
　　　　（動物園入園料が必要）
●ヤマアジサイ展　ミ
　ヤマアジサイ、ガクアジサイ、ウ
ツギ、季節の山野草などの展示
　日時　5月30日㈬～6月3日㈰
　　　　9時～17時
　▽園芸相談　5月6日㈰、
　　6月2日㈯～3日㈰
　　10時～12時、13時～16時
　▽ヤマアジサイ栽培ワークショップ
　事前申込③
　　ヤマアジサイの栽培方法につい
　て学びます
　日時　5月30日㈬10時30分～12時
　定員　20人
　持参品　軍手、ハサミ
　申込期間　5月7日～21日
●「kozi69×宇部彫刻2018」
　イラスト展　ミ
　日時　6月30日㈯まで　9時～17時
　場所　UBEビエンナーレライブラリー

●福田幸広写真展
　「アナグマはクマではありません」　モ
　県内外で撮影されたアナグマの写真展
　日時　5月19日㈯～6月17日㈰9時30分～17時
●「アナグマはクマではありません」福田幸広ギャラ
リートーク　モ
　撮影時のエピソードや動物写真家としての経験な
どの楽しいお話
　日時　5月19日㈯13時～15時　
●野生動物のフィールドサインを探してみよう　他
　
　ときわ公園に生息する野生動物の足跡やけもの道
などのサインを探してみよう
　日時　5月20日㈰10時～12時
　場所　スポーツ広場集合
　定員　20人（先着順）

事前申込が必要なイベントの申込方法
①④⑥…申込方法　電話　
　申込先　常盤動物園協会　☎21－3541
②⑤…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
③…申込方法　電話、FAX、はがきで住所、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

園内施設休業日　毎週火曜（5月1日除く）　　
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　石…石炭記念館　他…その他

開催場所の表示
ミ

ミ

ミ

ミ

ミ

動

動

動

石

石

モ

モ

モ

他

他

他

他

他

日時
6月3日㈰
11時～、14時～
会場
ときわ遊園地
内容
ステージショー、
写真撮影会

観覧無料

事前申込①

事前申込②

事前申込③

事前申込⑤

事前申込④

事前申込⑥
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ボランティア団体による、読み聞か
せ、うた、人形劇、紙芝居、腹話
術、手品など!5月5日㈷14時～15
時45分%幼児・児童と保護者
<靴を入れる袋#}図書館
（☎21－1966、>21－3801）

職人が注ぐクラフトビールを飲み
ながら、市内飲食店の料理に舌鼓
!5月27日㈰10時～15時#多世代
交流スペースしばふ広場}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）

●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）!5
月6日㈰、20日㈰、6月3日㈰9時50
分～12時#琴崎八幡宮バス停集
合~5月4日、18日、6月1日まで
●「上を向いて歩こう！」霜降山の
木々ウオッチングとドウダンツツジ
$馬の背池新緑と上品な花を楽
しみましょう（約5km）!5月19日㈯
9時20分～12時#霜降山管理道
ゲート手前集合~5月18日まで
●則貞から岬（見崎）、江戸期の
海岸線を歩く$伊能忠敬測量隊
が計量した海岸線をたどります
（約5km）!6月2日㈯9時半～12時
#亀浦公園グラウンド集合~6月1
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）

農薬と化学肥料を使わない夏野
菜の基本的な栽培方法や有機野
菜の基礎知識を学びます!第1回
5月12日㈯9時～12時#広瀬公会
堂（広瀬563－1）、日高自然農園
%有機栽培に興味のある栽培初
心者&8,000円（全8回）{15人
<手袋、タオル、長靴、水筒、農具
（可能な人）~5月11日まで_有機
ネット山口西部（®090－5690－
5758［天野］）

!5月16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）~5月7日から
_こども・若者応援課（☎31－

1732、>21－6020）

!$5月19日㈯「中世武士の足跡
と仏教文化」、26日㈯「『平家物
語』入門」、6月2日㈯「国木田独歩
と〈やまぐち〉」、各13時半～15時
{各30人|*+?∑（7面）~5月
13日まで#_学びの森くすのき
（〒757－0216大字船木361－6、
☎67－1277、>67－0691）

申込書と募集団地一覧表を5月1
日から配布します~5月20日～31日
_県施設管理財団宇部支所
（☎37－0878）

●福岡市博物館『レオナルド・ダ・
ヴィンチと「アンギアーリ」の戦い』
展と九州国立博物館『至上の印
象派展　ビュールレ・コレクション』
そして自然派レストラン「リタの農
園」!5月27日㈰&11,000円（昼食
付き）~5月18日まで（先着順）
●吉部ほたるまつり!6月2日㈯
&大人3,000円、小人2,000円（昼
食(ゆうれい寿司)付き）~5月25日
まで（先着順）
●須佐湾遊覧船と須佐男

み

命
こと

いか
&活きあわび御膳!6月2日㈯、7月
21日㈯&9,000円（昼食付き）~5
月25日、7月13日まで（先着順）
●フェリーで行く大乗寺と餘部鉄
橋そして砂の美術館!6月23日㈯
～24日㈰&20,000円～（2日目朝・
昼・夕食(弁当)付き）~6月15日ま
で（先着順）
……………………………………
_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

国指定の重要文化財である渡辺
翁記念会館の見学ツアー、介護
予防に役立つオリジナル体操「ケ
アビクス」の体験!5月30日㈬10
時～11時半#渡辺翁記念会館
{50人~5月29日まで_文化創造
財団（☎35－3355、>31－7306）

第1部で起業基礎知識、第2部で
事業計画作成を学びます。※第1
部のみの参加も可※第2部の最
終回のプレゼンテーション会上位
者には、市内で開業後、ふるさと
起業家支援金を交付。（最大150
万円）
!▽第1部（全6回）5月30日、6月6
日、13日、27日、7月4日各18時～21
時、6月23日13時～17時▽第2部
（全5回）7月11日、18日、25日、8月1
日各18時～21時、8月4日13時～17
時%創業を予定している人
&各部5,400円{各30人|申込書
を提出か、宇部商工会議所ホーム
ページの申し込みフォームから~5

月11日まで#_宇部商工会議所
（☎31－0251、>22－3355）

!6月10日㈰9時～11時#東岐波
体育広場か白土海水浴場集合
<軍手、運動靴、帽子|*?団体
で参加の場合は要申込。団体名、
人数、代表者の連絡先~5月31日
まで_土木河川港湾課（☎34－
8406、>22－6050）

手話が分からない聴覚障害者に
対して、話の内容を要約し、文字
にして伝える要約筆記者を養成す
る講座。手書きとパソコンコース
あり!6月10日～12月9日の日曜日
10時～17時（全24回）&テキスト代
3,600円{20人<パソコンコースは
ノートパソコン（Windows7以上）と
LANケーブル|申込書と返信用
封筒（長形3号の封筒に82円切手
を貼付し、宛名に住所・氏名を記
入）を同封の上、郵送~5月28日
［必着］#_県聴覚障害者情報セ
ンター（〒747－1221山口市鋳銭司
南原2364－1、☎083－985－0611、
>083－985－0613）
lookym33@c-able.ne.jp

!①6月16日㈯9時～12時、②7月7
日㈯9時～12時（女性限定）※託児
あり（要予約）$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、前立腺がん（①
のみ）、特定健康診査%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5月16日から、②は5月31日
から#_保健センター（☎31－
1777、>35－6533）

旬の梅を使った「さしす漬け」や
梅酢を使った料理を作ります!6
月21日㈭13時～15時&1 ,600円
{20人（先着順）<エプロン、三角
巾、筆記用具、保存用瓶（1㎏位）
|*?=∑（7面）~6月18日まで
#_アクトビレッジおの（☎64－
5111、>64－2800）
actvillageono＠gmail.com

再就職に有利な技能・技術を身に
つける職業訓練▽募集科：プロダ
クトデザイン、金属加工技術、電気
設備技術、住環境コーディネー
ト!7月3日㈫～12月26日㈬%求職
者&教科書・作業帽などの実費
~5月31日まで#}ポリテクセン
ター山口（☎083－922－2143）

学力面で高校進学への不安が大

きい中学生向けの無料学習会。
希望する科目の学習を、スタッフ
や大学生のボランティアなどが支
援します!6月から#市内3カ所
%生活保護か就学援助を受けて
いる家庭の中学生{60人（先着
順）※1カ所20人|申込書を提
出。申込書は市役所、多世代ふれ
あいセンター、各市民・ふれあいセ
ンターに設置_こども・若者応援
課（☎34－8447、>21－6020）

子どもたちの将来の夢の実現に
つながる活動にかかる経費に対
し、10万円か30万円を上限に助成
%小学4年～高校3年※所得制限
あり、対象の活動や経費は問い合
わせ|申込書と作文を提出。申込
書は申込先、市役所、北部総合支
所、各市民・ふれあいセンターなど
に設置~活動開催月の前々月末
まで※最終は来年1月31日まで
}こども・若者応援課（☎34－
8447、>21－6020）

●全国小・中学生箏曲コンクール
in宇部!8月5日㈰9時半～16時
（予定）%小・中学生~6月15日ま
で
●邦楽ミニ演奏会$箏曲正絃社
による演奏! 8月4日㈯16時～
&2,000円（市内小・中学生とコン
クール参加者は無料）{500人~7
月27日まで
……………………………………
#文化会館}文化創造財団
（☎35－3355、>31－7306）

障害者の雇用と就労を支援する
「宇部市障害者就労支援ネット
ワーク会議」のサポーターを募
集。特典として、サポーターの名
称を公表します%県民、県内に本
店・支店・営業所がある法人など
&協賛金額：個人1口2,000円、法
人・団体1口10,000円から|申込書
を提出。申込書は申込先、市役所
に設置のほか、市ホームページに
掲載~6月29日まで_光栄会障害
者就業・生活支援センター（新天
町一丁目2－32、☎39－5357、>39
－5359）
syuugyo@koueikai.or.jp

高齢者の筋力や体力の維持・向
上に効果的な「やまぐち元気アッ
プ体操」を実施する市民のグルー
プ・団体を募集。※週1回、3カ月以
上継続して実施すること。講師を
計4回無料で派遣、初回と3カ月後
は体力測定、2・3回目は講義と実
技を実施。会場、D V Dプレー
ヤー、椅子などは申込み団体で用
意!5月～来年3月%高齢者を含
む5人以上の市民のグループ・団
体|申込書を提出。申込書は、市

役所に設置のほか、市ホームペー
ジに掲載~開始の1カ月前まで
_高齢者総合支援課（☎34－
8302、>22－6026）

寄贈図書を活用して、市内の店舗
などで、気軽に読書を楽しむこと
ができる「まちかどブックコー
ナー」を開設します
●設置事業者の募集：図書や備
品などは市が準備します。詳細は
問い合わせてください{5カ所程
度|申請書を提出。申請書は図
書館に設置のほか、市ホームペー
ジに掲載~ 5月25日まで
●設置図書の募集：%不要になっ
た図書、単行本、絵本など（雑誌、
漫画、公序良俗に反する有害図
書は除く）#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受け付け
……………………………………
}図書館（☎21－1966、>21－
3801）

空き家を活用した地域活性化のモ
デルとなる企画提案を募集。選定
されたモデル事業には改修工事な
どの費用を助成します（上限あり）
|事前相談の上、応募用紙を提
出。応募用紙は市ホームページに
掲載~8月31日まで_都市計画・
住宅課（☎34－8465、>22－6065）

市長と一緒に地元産食材の弁当
を食べながら、皆さんの活動や市
政に関することなどについて、ざっ
くばらんにおしゃべりする会です
!#申し込み順に日時・会場を調
整します%10～20人程度の団体・
グループ&弁当代（500～1,000円
程度）}広報広聴課（☎3 4－
8124、>22－6063）

健康福祉部を対象にした定期監
査の結果を掲示しています!5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）

事業計画を変更しましたので、関
係図書を縦覧します!5月7日㈪～
21日㈪#}下水道企画室（☎21－
2191、>21－2179）

身体障害などで一定の要件に該
当する場合、軽自動車税を減免し
ます。減免を受けるには手続きが

必要です。納税通知書が届いたら
問い合わせてください~5月31日ま
で}市民税課（☎34－8197、>22
－6084）

!5月7日㈪～6月6日㈬#}県宇
部港湾管理事務所（☎31－3311）

西日本高速道路㈱が維持管理す
る山陽道宇部下関線の一部区間
において、舗装補修・道路設備な
どの点検補修のため、夜間通行
止めを行います!①宇部インター
チェンジ～下関ジャンクション5月
14日㈪～18日㈮②小野田インター
チェンジ～下関ジャンクション5月
21日㈪～25日㈮、各21時～翌朝6
時}Nexco西日本山口高速道路
事務所（☎083－972－5091）

「宇部新都市地区、小野田・楠企
業団地地区の地区計画」の変更
案を縦覧します※期間中は意見
書の提出ができます!5月17日㈭
～31日㈭#}都市計画・住宅課
（☎34－8465、>22－6065）

補装具の要否判定、適合判定な
ど!5月29日㈫16時～17時#多世
代ふれあいセンター~5月18日ま
で_障害福祉課（☎34－8314、
>22－6052）

コミュニケーションの取り方や薬の
相談に精神科医が応じます!6月
2日㈯13時～15時%家族#福祉会
館_むつみ会（☎35－3365）

障害のある人へのコミュニケー
ション支援に関する専門的知識を
身につけるための資格取得などに
必要な費用を助成します▽対象
経費：手話通訳士、手話通訳者、
要約筆記者、同行援護者、職場適
応援助者（ジョブコーチ）の資格
取得に必要な受講料やテキスト代
など※条件あり。詳細は問い合わ
せてください%市内に在住か通
勤・通学する人。障害者を雇用か
支援する事業所などに所属し、2
年以上継続してコミュニケーション
支援活動に従事すること|申込
書を提出。申込書は市役所に設
置のほか、市ホームページに掲
載}障害福祉課（☎34－8457、
>22－6052）

身近な地域で気軽に集い交流で
きる「ご近所ふれあいサロン」の
整備や活動に対して助成金を交

付します。「健康づくり」「生きがい
づくり」「仲間づくり」の場としてサ
ロン活動を始めてみませんか。詳
細は問い合わせてください%自主
的に住民活動を行う団体や社会
福祉法人など}宇部市社会福祉
協議会（☎33－3134、>22－4391）

労働関係法令に関する知識や、
労働時間などの相談を受け付け
ます!平日の8時半～17時15分
%中小企業事業主など#}宇部
労働基準監督署（☎31－4500）

専門の相談員が、労働問題（賃
金、労働時間、退職、解雇、セクハ
ラ、パワハラなど）の電話相談に
応じます▽労働ほっとライン
（☎083－933－3232）!月曜～金曜

9時～18時※祝日、年末年始を除く
}県労働政策課（☎083－933－
3210）

宇部年金事務所では、年金相談・
年金請求手続きの予約を実施し
ています!予約相談の実施時間：
月曜8時半～18時（祝日の場合は
翌開所日）、火～金曜8時半～16
時、第2土曜9時半～15時_ねんき
んダイヤル（☎0570－05－1165）、
宇部年金事務所（☎33－7111）

5月～6月に工業統計調査の調査
員が各事業所を訪問します。調査
へのご協力をお願いします%製造
業を営む事業所}県統計分析課
（☎083－933－2654）、総務管理課
（☎34－8114）

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

みんなおいでよ
こども春まつり

まちなかWAKUWAKU
フェスタ

てくてくまち歩き

「リフレッシュ瀬戸内」
海岸清掃

ポリテクセンター山口
7月期受講生

「やまぐち元気アップ
体操」実施団体

「まちかどブックコーナー」
の設置事業者と図書

空き家であなたの
夢実現プロジェクト

うべ弁ミーティング
参加団体

中学生への学習支援
「きらめき学習会」

子どもの夢の実現を支援
「子ども笑顔サポート助成金」

「全国小・中学生箏曲コンクール
in宇部」と関連イベント

うべ障害者就労ネット
サポーター

要約筆記者養成講座

総合集団健診

ハーブ教室
(畑クッキング)

県営住宅入居者

交通局の旅プラン

記念会館探検ツアー
＆ケアビクス

起業塾

有機栽培技術講習会

離乳食教室（前期）

県立大学サテライトカレッジ
「やまぐちの文学と歴史」

監査結果の公表

宇部港廃棄物埋立護岸築造
事業環境監視結果の縦覧

山陽道宇部下関線
夜間通行止め

「労働時間相談・支援
コーナー」の設置

年金相談・年金請求
手続きの予約

工業統計調査に
ご協力を労働問題の電話相談に

応じます

都市計画（地区計画）の
変更案の縦覧

身体障害者の巡回相談

統合失調症相談会

手話通訳者や要約筆記者など
の資格取得を支援します

住民の集いの場づくりを
応援します

都市計画下水道事業の
事業計画の変更

身体障害者などの
軽自動車税の減免

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
小柴　満美子（東京都練馬区）…………………………… 50,000円
一般社団法人　やまぐち保健企画（五十目山町）……… 100,000円
松永貨物有限会社（大字東岐波）………………………… 50,000円
山口宇部空港ビル株式会社（大字沖宇部）……………… 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
（3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

!5月12日㈯8時半～15時#上小野集会所集合&2,500円、小学
生以下1,500円（昼食付き）{25人（先着順）~5月9日12時まで_里
山之宝（☎64－2644、®090－2294－9013［井上］）

ほたるの舞や幻想的な竹灯ろうの観賞。焼きそばなどの屋台もあ
ります!5月26日㈯18時～21時#横瀬八幡宮と周辺}小野ふれあ
いセンター（☎64－2024）、上小野自治会（®090－1689－7253［金
子］）

ヨガ、骨盤底筋レッスン、親子でリトミック、きれいな姿勢と歩き
方など!5月30日㈬10時～14時#三和Gallery宇部}NPO山口ヒメ
倶楽部（®090－7545－1419［中村］）

!6月9日㈯～10日㈰10時～15時#}アクトビレッジおの（☎64－
5111、>64－2800）

小野の宝！えびね園・史跡巡りと山菜採り

上小野ほたる祭り

チャレンジデーin山ヒメ

ラベンダー祭り

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

乗りたいバスが
簡単に検索できます
　スマートフォンやパソコンなどで、交通局の
路線バスの運行状況を確認できるバスロケー
ションシステム「うべバスナビ」の運用を開始し
ました。現在位置や地図、施設名称からの検索
も可能です。
https://ube.bus-navigation.jp/
※宇部新川駅バス停には、バスの運行状況が確認できる運行情
　報表示機（サイネージ）を設置しています
■問い合わせ　交通局　☎31－1134　>22－1772

うべバスナビ

ＱＲコード



情報カレンダー情報カレンダー 5月1日～6月5日5月1日～6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）

5月2日㈬
5日㈷

6日㈰

8日㈫

10日㈭
11日㈮
12日㈯

15日㈫

16日㈬

19日㈯

20日㈰
21日㈪
22日㈫
23日㈬
24日㈭
26日㈯

27日㈰
30日㈬

6月2日㈯

行政相談（市役所　9時～12時）
献血・400mL限定（新川市まつり　10時～11時45分、13時～15時半）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時～14時半）
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）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
トキドキ保健室（宇部郵便局　10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）
行政相談・特設人権相談（万倉ふれあいセンター　9時半～11時半）
1歳6カ月児健康診査（保健センター　13時～14時）
「なかよし絵本ひろば」よみきかせのじかん（1～3歳くらい）（図書館　10時半～10時45分）

献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　14時～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）
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）
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）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
ちびっ子集まれ！イングリッシュ・スタート（第1回）（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（山口宇部空港　10時～12時、13時15分～16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）
かみしばい（図書館　14時半～15時）

プラネタリウム投影会　!5月6日㈰、20日㈰、27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5月号❽

定
例
無
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談

窓
口
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時
間
延
長

!
19
時
ま
で
　#
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役
所

■弁護士相談
　!5月16日㈬13時半～15時半　予約受付開始5月7日㈪8時半～
　!6月6日㈬13時半～15時半　予約受付開始5月17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　!5月9日㈬、23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　!5月12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　!5月15日㈫　#市役所
{4組　~5月8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　!5月15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5月31日㈭、6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

松岡小児科　　　　　　　　　
西宇部南
☎41－8005

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

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

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

セントヒル病院
今村北
☎51－5111

宇部第一病院
木田
☎62－1001

宇部記念病院
上町
☎31－1146

宇部記念病院
上町
☎31－1146

宇部記念病院
上町
☎31－1146

上宇部こどもクリニック
常盤台
☎29－1155

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

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

6日㈰ 13日㈰ 20日㈰ 27日㈰ 6月3日㈰5月3日（木・祝） 4日（金・祝） 5日（土・祝）

●歯科　日時　5月3日（木・祝）～5日（土・祝）9時～17時、6日㈰9時～12時※12時～13時は待合時間　場所　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099
●眼科・耳鼻咽喉科　日時　5月3日（木・祝）～5日（土・祝）各9時～17時 ※12時～13時は待合時間　場所　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099


