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（　）内は前月比。2018年2月末日現在
（転入・転出は2月中）の住民基本台帳
による。
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市の組織が変わります
市営住宅入居者募集
住宅の安全・安心を支援します
企画提案を募集
ときわ公園のイベント
八十八夜お茶まつり
志立市民大学受講生募集
今月の日曜・祝日当番医　
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主な内容

再生紙を使用しています

宇部志立市民大学をリニューアル
新たな学びの扉が開く～あなたの“やる気”に応えます

久保田市長 今月のイチオシ

　平成23年に開校した宇部志立市民大学。卒業生
の皆さんは、学んだ知識や経験をもとに「まちづ
くりサポーター」として、さまざまなイベントな
どで活躍。まちづくりの大切な“人財”となってい
ます。
　平成30年度は学部を再編。環境や文化・アート
を通じてわがまちへの理解を深める「環境・アー
ト学部」と、障害者への理解を深めてコミュニケー
ション支援の方法などを学ぶ「共生社会学部」を設
置。各学部では、第一線で活躍する講師をお招き

し、魅力的な講座を予定。実技やフィールドワー
クなど体験を交えて学ぶことができます。
　また、地域活動やキャリアアップに役立つ特別
コースを開設。障害のある人や高齢者などの目線
で考え、行動するユニバーサルマナーの資格取得
プログラムなど、多彩なコースであなたの「志」に
応えます。現在、平成30年度の受講生を募集中。 
　
　さあ、学びの扉を開きましょう。（5面掲載）

山口銀行駐車場

新天町アーケード

新天町ファームプラザ

平和通り（シンボルロード）

市役所前駐車場・ヒストリア宇部

中津瀬神社

■問い合わせ　新川市まつり実行委員会　☎31－0251　>22－3470

宇部の春の風物詩
盛大に開催！

きつねの化粧をした花嫁花婿の門出をまちじゅうでお祝いします
うべ狐の嫁入り行列：5月5日㈷うべ狐の嫁入り行列：5月5日㈷

５月 ３日（木・祝）/４日（金・祝）/５日（土・祝）３日（木・祝）/４日（金・祝）/５日（土・祝）／

中央街区公園

新天町アーケード

中津瀬神社平和通り（シンボルロード）
11時40分～花婿出発 12時～花嫁旅立ちの儀

14時30分～結婚式

12時30分～
出会いの広場

●中津瀬神社春季例大祭
　5月3日㈷～5日㈷

●子どもまつり
　5月5日㈷10時～16時

●宇部地産地消
　ふるさとフェア
　5月5日㈷10時～16時

●よさこいフェスタ
　5月5日㈷10時～16時

●UBEキッズフェスタ
　▽手作りアスレチック「KOSUKE（コスケ）」
　▽飲食店ブース
　　5月5日㈷10時30分～16時

●馬替え大抽選会
　5月5日㈷10時～16時
5月5日㈷まで実施中の「ワンコインパスポー
トdeスタンプラリー」で、4つのシールを貼っ
た専用はがきを新天町ファームプラザに持参
すると、1万円（30本）、5千円（60本）などが当
たります

15時～　披露宴

平和通り（シンボルロード）

新天町ファームプラザ

中央街区公園



広報うべ 2018年4月号 広報うべ 2018年4月号❷ ❸

事業者やNPOなどから企画提案を募集 募集要領や仕様書などは、
市ホームページに掲載します

4月から募集するもの（【事業名】と概要）

今後募集予定のもの（【事業名】と概要） 募集予定時期

事業費上限額 企画書提出
期限（期間） 問い合わせ

問い合わせ

【宇部産タケノコブランド化推進事業】宇部市や近郊で収穫し、市内で加工されるタケノコ水煮
や、市内で収穫されるタケノコ青果のブランド化
【がんばるふるさと企業応援事業】市内企業に対する補助金（※）申請の受付と相談
※販路拡大に取り組む市内企業による商談会・展示会出展、販促物作成などへの補助金
【子育てグッズ・子ども用スポーツグッズリユース事業】子育て用品や子ども用スポーツ用品、
学生服、学用品の回収と譲渡
【中小企業等ICT導入促進事業】市内の中小企業などを対象にしたICT技術向上のためのセミ
ナー実施と個別相談

【シティプロモーション推進事業】本市のイメージと認知度を高める事業や交流人口の増加につな
がる事業の実施

【ICTを活用した健康ビジネス創出事業】ICTを活用した健康づくりプログラムなどの開発・実証
試験取組への補助金
【ヘルスツーリズム企画運営事業】地域資源を複合的に組み合わせたヘルスツーリズムの企画・
運営への補助金
【商品開発・販路開拓サポート事業】宇部産の一次産品と加工品の県外（主に首都圏）向け商品
の開発、販路開拓・拡大の支援
【協働のまちづくり提案サポート事業】市民ニーズや社会的課題に対応する事業の実施。対象は
市民活動団体
【ときわミュージアムにおける企画展等開催事業者募集】イベントホールを使用した、市民参加
型のワークショップ・講習会・イベントなどの企画と自主運営

6次産業推進課
☎34－8372200万円

100万円

125万円

500万円

400万円

100万円

200万円

申請前に
要連絡

5月11日

4月下旬

4月下旬～
5月下旬

4月下旬～
5月下旬

5月中旬～
6月中旬

4月中旬～
下旬

4月16日

4月16日

4月10日

6次産業推進課
☎34－8372

ときわ公園課（ときわミュージアム）
☎37－2888

健康増進課
☎31－1777
健康増進課
☎31－1777

市民活動課
☎34－8233

商工振興課
☎34－8355
廃棄物対策課
☎34－8247

①住宅リフォーム助成
　●対象工事　住宅の健康・省エネリフォーム工事
　●助成金額　上限10万円 (対象工事費の1/10)
　●受付期間　来年3月8日まで（完了報告書を提出）
②住宅リフォーム融資
　●対象工事　住宅の健康・省エネリフォーム工事、
　　　　　　　耐震改修工事
　●融資内容　最大500万円、借入期間10年以内、
　　　　　　　固定金利年1.0％、保証料率年1.0％
　　　　　　　※取扱金融機関所定の審査があります
　●助成金額　上限27万円（融資に係る保証料相当額） 
　●受付期間　来年3月8日まで（完了報告書を提出）
③木造住宅の耐震診断と改修費用の補助
　●対象住宅　旧耐震基準（昭和56年5月31日以前）で着工
　　　　　　　された一戸建て木造住宅
　　▽耐震診断（耐震診断員派遣方式）　無料
　　▽耐震改修　補助額：改修費用の23％（上限80万円）
　●受付期間　12月14日まで

　地域の障害福祉に関しての課題、計画の策定、関係機関に
よるネットワークづくりに関することなどを検討する協議会
の委員を募集します。
●募集人数　1人　●任期　5月1日から2年間
●応募資格　20歳以上で、年間2～3回程度平日に開催する会
議に出席できる市民※本市の附属機関の委員を2つ以上兼
務していないこと
●応募方法　応募用紙と小論文「障害の特性に応じたコミュ
ニケーション支援とは」（A4用紙で1,200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、各市民センターに設置のほか、市ホームページか
らダウンロード可
　※点字、音声テープ、代筆による提出も可能
●応募期限　4月13日㈮［必着］
■申込先　障害福祉課　☎34－8314　>22－6052
　syou-fuku@city.ube.yamaguchi.jp

　減額を受けるには、「標準負担額減額認定証」を申請し、入院
先に提示する必要があります。（既に認定証を持っている人は、
改めて申請する必要はありません。）
●対象者　
　▽国民健康保険　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世帯の人
　▽後期高齢者医療制度　世帯全員が住民税非課税の世帯
　の人
●申請に必要なもの
　被保険者証　※申請には個人番号も必要です
●申請場所　保険年金課（国民健康保険は⑨番窓口、後期高
齢者医療は⑧番窓口）、北部総合支所、各市民センター
■問い合わせ　保険年金課　 ☎34－8285（国民健康保険）
　　　　　　　☎34－8343（後期高齢者医療制度）
※国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の人は、ご加入
の健康保険に問い合わせてください。

〇政策企画グループ（総合計画、移住定住など）
〇ＩＣＴ・地域イノベーション推進グループ（新
事業の創出、ＩＣＴの活用推進など）
〇コンパクトシティ・共生型包括ケア推進グ
ループ（コンパクトシティ、共生型包括ケアの
推進など）
〇ガーデンシティ推進グループ（ガーデンシ
ティ構想、花いっぱい運動など）
〇地域エネルギー・バイオマス産業都市推進
グループ（再生可能エネルギーの推進など）

●防災危機管理課（消防団業務などを統合）

●政策調整課（ふるさと納税、行政改革など）
●広報広聴課（広報・広聴活動）

□財政課
◎人事課（職員課から名称変更）
◎契約課（入札監理課から名称変更）

●観光・グローバル推進課（観光、シティプロ
モーション、国際交流）
●ときわ公園課（世界を旅する植物館業務な
どを統合）
〇UBEビエンナーレ推進課（UBEビエンナー
レ、彫刻など）
□文化・スポーツ振興課

●市民活動課（市民相談業務などを統合）
□市民課

◎地域福祉・指導監査課（地域福祉課から名
称変更）
◎健康増進課（健康推進課から名称変更）

〇子育て支援課（児童手当、児童扶養手当など）
〇こども・若者応援課※多世代ふれあいセン
ターに配置（こども・若者の育成支援、家庭
児童の相談支援、母子保健など）
〇保育幼稚園学童課（保育、幼稚園、学童保育）

◎6次産業推進課（6次産業推進室から名称変更）
◎雇用創造課（企業誘致・雇用創造課から名
称変更）

●土木河川港湾課（河川・水路業務などを統合）
●道路整備課（道路の建設と管理）
●都市計画・住宅課（都市計画、市営住宅）
〇新庁舎建設課（新庁舎建設）
□公園緑地課※本庁舎3階に配置

●北部地域振興課（総合支所で行う市民生活
に関する業務を統合）
●農林振興課（土地改良、農業集落排水業務
などを統合）
□地籍調査課

●教育支援課（特別支援教育、いじめ・不登校）
◎コミュニティスクール推進課（社会教育課
から名称変更）

〇下水道企画室（官民連携、広域化の検討）

住宅の安全・安心を
支援します

地域自立支援協議会 委員募集

入院時の食事代が変わります

●募集予定住宅
　新築　見初（世帯向け）
　空き住宅　中央町第三借上、鵜の島、西岐波、風呂ヶ迫、岬、第
六平和荘、亀浦
　※借上住宅は居住期限があります
●申込案内
　4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JV ②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　4月20日㈮～5月1日㈫［消印有効］

●入居予定日　6月1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（新築・空き住宅）入居者募集

市の組織が変わります

住宅リフォーム等総合支援

　建築物の耐震化を進めるために、旧耐震基準（昭和56年5月31日以前）で
着工された建築物の耐震診断に係る費用の一部を補助します
●対象　一定規模以上の共同住宅・幼稚園・保育所・病院など
●補助額　診断費用の2/3（上限100万円）
●受付期間　12月14日まで

建築物の耐震化支援

②改修の支援措置
　土砂災害に対して安全な構造となるよう改修する費用の一部を補助します
　○対象　次の要件を全て満たす建築物
　　▽居室を有するものであること
　　▽土砂災害特別警戒区域の指定前から、土砂災害に対する構造基準
　　（建築基準法施行令第80条の3）を満たしていないこと

　○補助額　改修費用の23％（最大759千円）
●受付期間　12月14日まで

①移転の支援措置
　危険住宅（構造基準に適合していない住宅）の、区域外への移転に対
して費用の一部を補助します

土砂災害特別警戒区域内の既存建築物に対する支援

■問い合わせ先　建築指導課　☎34－8434　>22－6013
※いずれも、予算の上限に達した場合は、受け付けを
　終了します

危険住宅に代わる
住宅の建設
※融資を受けた場合

危険住宅の除去など
対象費用

利子相当額
一戸あたり415万（建物319万円、土地96万円）

一戸あたり80万2千円
補助限度額

【TOKIWAファンタジア事業】イルミネーションイベント「TOKIWAファンタジア」における、光と音楽
を融合させたメディアアートを導入した事業の実施

未定
未定
未定
未定
未定

8月～9月（未定）
7月中旬～8月下旬
6月中旬～7月下旬

5月～6月（未定）
4月中旬～5月中旬
4月～5月（未定）

都市計画・住宅課☎34－8465
土木河川港湾課☎34－8405
地域エネルギー・バイオマス産業都市推進グループ☎34－8483
政策企画グループ☎34－8113
ICT・地域イノベーション推進グループ☎34－8531

こども・若者応援課☎34－8447
人権・男女共同参画推進課☎34－8307
人権・男女共同参画推進課☎34－8272

こども・若者応援課☎34－8447
文化・スポーツ振興課☎34－8616

【空き家であなたの夢実現プロジェクト】空き家を活用した地域活性化の拠点となる企画提案
【宇部版ミズベリング・プロジェクト推進事業】市内の河川やその水辺の賑わいを取り戻すための企画・実施
【農業用水路等への小水力発電設備の導入支援事業】
【移住定住プロモーション業務】宇部市への移住・定住者増加に向けたプロモーションの実施
【オープンイノベーション推進事業】「うべ産業共創イノベーションセンター志」の運営とセミナーなどの企画・実施

【子育て情報ガイドブック「うべ子育てマップ」制作業務】子育て家庭向けのガイドブックの作成
【人間が尊重される都市づくり講座（人権交流ひろば）】人権課題をテーマとした啓発行事の企画と実施

10月～ 6 次産業推進課☎34－8372【食の魅力づくり推進事業】宇部市の一次産品を使った料理コンテストの運営など、「食の魅力づくり」の推進

【女性活躍推進啓発事業】女性の活躍推進をテーマとした啓発事業の企画・実施

【平成31年宇部市成人式事業】成人式事業の企画と実施
【芸術祭活性化事業】宇部市芸術祭の参加者・来場者増など、新たなにぎわい創出につながる事業の実施
【ときわ公園まつり事業】公園内で開催するイベントのステージ出演者やイベントの企画運営

4月～5月（未定）
ときわ公園課☎54－0551

20万円（要件を満
たすものは増額）

ICT・地域イノベーション推進グループ
☎34－8531

観光・グローバル推進課
☎34－8155

なし

■問い合わせ　総務管理課　☎34－8105　>22－0686
市民に分かりやすく、また効率良く事業を推進するため、市の組織（上下水道局含む）を変更します　※新設・変更となる部署のみ掲載

災害に備えて、避難先や避難経路、非常用持ち出し品や食料・飲料などの
備蓄を確認しておきましょう。

宇部市緊急避難場所・避難所の
追加指定・指定の取り消し
宇部市緊急避難場所・避難所の
追加指定・指定の取り消し

■問い合わせ　防災危機管理課　☎34－8139　>29－4266

500年
に1度

100年
に1度

洪水
高潮 (※)

土砂
災害津波地震

災害種別

施設名
緊急
避難
場所

避難所所在

所在
【指定の取り消し】

恩田

厚南

恩田

葉月ヶ丘自治会集会所

厚南中学校

隣保館厚南会館
（厚南ふれあいセンター）

ユーピーアールスタジアム ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○

○ ○ × ○ ○ ○ × ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（4月2日付け）

取り消しの理由施設名
耐震改修工事に伴い使用できないため俵田翁記念体育館

【追加指定】

※100年に1度…平成11年台風18号規模の浸水が予想される場合
　500年に1度…宇部市高潮ハザードマップで想定する規模の浸水が予想される場合

所得区分に応じて減額が受けられます
4月1日から 一食　360円　→　460円

○新設（担当する主な業務）　●統合、再編（統合する業務）
◎名称変更（元の名称）　　　□担当部の変更

総合戦略局 観光・シティプロモーション推進部

防災危機管理監

政策広報室

市民環境部

商工水産部

都市整備部

北部・農林振興部

教育委員会

上下水道局

健康福祉部

こども・若者応援部
総務財務部
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!4月14日㈯9時～15時#うべ新
鮮市場元気一番$焼き貝試食（9
時～）、魚のつかみ取り（10時・14
時、小学生以下15人、500円）、貝
汁試食（9時～）、串焼き車エビの
販売（13時～、100円）、餅まき（15
時～）、地元水産物・加工品、農産
物の販売}県漁協宇部岬支店
（☎31－0233）

中央銀天街の空き店舗にオープ
ンする「昭和女子屋台ラボ（屋台
で売る雑貨店）」のオープニングイ
ベント。約40店舗が集まるハンドメ

イド雑貨のマルシェやワークショッ
プを開催します!4月21日㈯10時～
15時#中央銀天街アーケード～中
央街区公園}㈱にぎわい宇部（☎
39－6907、>39－6908）

簡単な体操で1日10分多く体を動
かしましょう。日常生活の合間にで
きる運動「プラス10エクササイ
ズ」、宇部市民の歌に合わせた体
操「頭とからだのお元気体操」、
「ラジオ体操」の3種類の体操を
実践・紹介します!4月～来年3月
の毎月最終水曜10時～11時（1人3
回まで）<室内用運動靴、筆記用
具、飲み物、タオル#}保健セン
ター（☎31－1777、>35－6533）

基礎的な日本語と日本の生活習
慣などをクラス別に学ぶ講座!4
月25日～7月11日の水曜19時～21

時（全12回）#常盤工業会会館な
ど%市内在住か就労する外国人
&500円|4月25日19時～受け付け
とクラス分け※日本人ボランティ
アスタッフも募集します}観光・グ
ローバル推進課（☎34－8137、
>22－6083）

「よしもと新喜劇」が宇部市に初登
場！おなじみのギャグやアクションで
爆笑の渦を巻き起こします!6月10
日㈰昼の部13時～、夕方の部16時
半～#渡辺翁記念会館&全席指
定Ｓ席5,000円、Ａ席4,000円。文化
会館で販売~4月7日～}文化創
造財団（☎35－3355、>31－7306）

宇部産の農林水産物を使って、市

内で加工した製品を「うべ元気ブ
ランド」として認証し、販路拡大や
製造促進を支援します%市内に
生産施設がある食品などの製造
業者、市内の農林畜水産業者で
構成する団体・協同組合、農林畜
水産業者|申請書を提出~6月1
日まで_6次産業推進課（☎34－
8372、>22－6041）

必要書類を申込先に持参。募集
要項は申込先に設置のほか、市
ホームページに掲載
●ふれあいセンター（常盤・恩田・
川上・小羽山・鵜の島・原・黒石・二
俣瀬・船木・万倉・吉部）と隣保館
上宇部会館、各1台~4月20日まで
_市民活動課（☎34－8233、>22
－6016）
●宇部市楠総合センター、2台~5
月7日まで_高齢者総合支援課
（☎34－8302、>22－6026）

お知らせ

催し 事前申込なしで
参加できます

募　　集

うべ新鮮市場　
元気一番「周年祭」

昭和女子屋台祭りin銀天街

はじめての体操教室
～プラス10レッスン～

外国人のための
日本語講座（春期）

吉本新喜劇＆
バラエティーショー

飲料の自動販売機を
設置する事業者

宇部産の加工品を
「うべ元気ブランド」に認証

●宇部陶芸連盟　新作陶芸展　湖
　日時　4月6日㈮～8日㈰9時～17時
　　　　（8日は16時まで）
●石炭まつり　石
　日時　4月7日㈯～8日㈰10時～15時
　展望台まで階段でのぼろう、紙芝居（7日の
み）、SL投炭チャレンジ！、化石割り（参
加料300円・各日先着100人）

●飼育の日特別イベント　動
　日時　4月14日㈯、15日㈰　受付　動物園入口
　▽お台所見学ツアー（各13時～、先着20人）
　▽動物のお部屋拝見～ナマケモノ～
　（各13時30分～、先着5人）
　▽私は何の飼育員でしょう？クイズラリー
（各9時30分～、先着200人）
●ぶちのりパスポート　遊
　日時　4月15日㈰9時30分～17時（パスポー
ト販売時間は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）

●ぼたん・しゃくやくまつり　他
　ボタン・シャクヤクの見頃にあわせて、ぼ
たん苑を夜間ライトアップ。また、お茶の
無料接待もあります

　場所　ぼたん苑
　▽ぼたん苑ライトアップ（4月21日㈯～5月
20日㈰18時30分～22時）

　▽ぼたん苑お茶の無料接待（4月29日（日・祝）
10時～、先着200人）

●ハーブの種子をまいて、大きく育てよう！
　ミ　

　春まきハーブの種まきと発芽苗のポットへ
の移植体験

　日時　4月26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　4月5日～23日
　申込方法　氏名、住所、連絡先を電話、　
　FAXで連絡

　申込先　ときわ公園課（ときわミュージアム）
　　☎37－2888　>37－2889
●突撃！ときわのサルごはん～サルといえば
バナナ？～

　日時　4月28日㈯13時～13時30分
　集合場所　動物園入口
　定員　10人（先着順）
　申込先　常盤動物園協会　☎21－3541
●石炭記念館冒険ラリー　石
　日時　4月28日㈯～5月6日㈰9時30分～17時
　クイズに挑戦して素敵なプレゼントをゲッ
トしよう！

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（6面参照）　　…はつらつポイント対象□必

　昼はレトロ車や音楽隊が歩く白
狐パレード、夜は白狐姿のたいまつ
行列で賑わいます。また、ぐるめ街
道トラック屋台や内湯入浴券の販
売などのイベントも行います。
●日時　4月7日㈯10時～20時、
　8日㈰10時～15時30分
●場所　井上公園（湯田温泉）、
　県道204号線周辺
■問い合わせ　実行委員会
　（☎083－941－5379）

　美祢市役所横の厚狭川河川敷
では、約150本の桜並木があり、祭
りと花見を一緒に楽しむことができ
ます。当日は、ステージイベントやバ
ザー、有料で着物の着付けも行い
ます。
●日時　4月7日㈯11時～19時
●場所　美祢市役所駐車場、美祢
さくら公園ほか
■問い合わせ　実行委員会
　（☎0837－52－0434）

　桜の開花時期に合わせた約40
分の「桜観賞コース」を運航しま
す。橋本川土手の美しい桜並木を
船上からご覧ください。
●日時　4月上旬～中旬9時～16時
●場所　遊覧船乗場（萩城跡入口
付近）

●費用　中学生以上1,200円、小
学生以下600円

■問い合わせ　萩八景遊覧船
　（☎0838－21－7708）

　ステージイベント、もちまき、バ
ザー、フリーマーケット、スタンプラ
リー、バードウォッチ、写真展示、人
力車乗車体験　ほか
●日時　4月15日㈰10時～15時　
※小雨決行
●場所　江汐公園
■問い合わせ
　事務局（☎82－1134）

　県内外から多くの参加がある
「おんなみこし連合渡御」では、女
性がみこしを担いで練り歩きます。
今回は、「最大の連続した神輿パ
レード」で世界記録に挑戦します。
●日時　4月29日（日・祝）10時～
●場所　防府駅～防府天満宮
■問い合わせ　実行委員会
　（☎0835－22－4352）

永明寺と亀井家の歴史を紹介しな
がら、永明寺が所蔵している貴重
な歴史資料や美術品などを公開し
ます。
●日時　5月14日㈪まで
　　8時30分～17時　※火曜休館
●費用　大人400円、
　中高生300円、小学生150円
■場所・問い合わせ　津和野町郷
土館（☎0856－72－0300）

■問い合わせ　ときわ公園課　☎54－0551　>51－7205

園内施設休業日：毎週火曜（4月3日と5月1日除く）開催場所の表示
湖…ときわ湖水ホール　ミ…ときわミュージアム　動…ときわ動物園　
遊…ときわ遊園地　石…石炭記念館　他…その他

のイベント

　スペイン・カステジョン市とは平成25年から交流が始まり、
これをきっかけに東京オリンピック・パラリンピックにおける
スペインのホストタウンに本市が登録されました。
　7月には、姉妹都市提携も視野に入れた今後の交流を協議す
るため、行政訪問団がカステジョン市を訪問します。この訪問
に合わせ、市民訪問団員を募集します。滞在中は、カステジョ
ン市内の観光や市民との交流などを行います。
●訪問期間　7月9日㈪～7月15日㈰の7日間
●訪問場所　スペイン（カステジョン市・バルセロナ市・バレ
　ンシア）
●費用　約50万円
■申し込み・問い合わせ
　観光・グローバル推進課　☎34－8137　>22－6083

　産業施設や遺構を巡り、産業の発展と深く
結びついた地域の歴史や地域社会に貢献する
企業の取り組みなどを楽しみながら学べるツ
アーです。各コースの内容は、宇部観光コン
ベンション協会や各市民・ふれあいセンター
などに設置のパンフレットやホームページで
ご確認ください。
●日程・旅行代金など　コースにより異なる
●対象　大人
　（子どもの参加については問い合わせ）
●申込方法　電話か専用ホームページ

●申込期間　4月23日㈪10時から
　（出発日により異なる）
■申込先　交通局（☎31－2442）、
　　　　　㈱船鉄観光旅行社（☎83－3275）
■問い合わせ
　宇部観光コンベンション協会
　☎34－2050　>29－3303

スペイン・カステジョン市への
市民訪問団員を募集

産業観光バスツアー
大人の社会派ツアー

遊

遊

石

石

石

ミ

ミ

ミ

動

動

動

他

他

湖

大人の社会派ツアー 検索

八十八夜お茶まつり

▽申込方法　電話かFAXで、氏名、住所、連絡先、乗車便（①～③）と乗車場所を
連絡（4月2日から受け付け、各便先着45人）

▽費用　2,000円（茶摘み体験、新茶30g、お土産付き）
①宇部新川駅（8時40分発）　→助田　→平原　→東割　→流川　→中野　→厚南鍋
倉　→宇部駅前　→学びの森くすのき前
②市役所前（9時10分発）　→常盤町二丁目　→梶返入口　→上宇部会館前　→琴崎
八幡宮前　→北迫　→木田
③松山町二丁目（8時50分発）　→恩田　→ときわ公園入口　→床波　→西岐波学校
前　→丸尾　→岐波
■問い合わせ・送迎バスの申し込み　農林振興課　☎67－2819　>67－2316

市内から送迎バスを運行
※アクトビレッジおのに9時50分着、帰りの便は13時30分発

●春のコレクション展　
　宇部派　彫刻家の意外なお仕事！　湖
　日時　5月20日㈰まで10時～16時
　意外な分野で活躍する彫刻家たちのさまざまな仕事を紹介
　▽アメリカンフラワーであそぼう！
　　日時　4月8日㈰10時30分～14時30分　
　　ワイヤーで作った枠を樹脂液に浸して花をつくろう　
　（参加料100円）

　▽プラ板 de バッジ
　　日時　4月29日（日・祝）10時30分～14時30分　
　　プラ板に好きな色を塗って、カラフルなバッジをつくろ
　う（参加料200円・先着100人）

　▽春いっぱいのアートハウスであそぼう！　
　　日時　5月20日㈰まで10時～16時
　　ダンボールでできた春色のアートハウスで、自由に遊
　ぼう

●セレモニー　日時　4月28日㈯9時～11時
　植物館の監修者：西畠清順によるトークショーやガイドなど
　※先着100人に、オリジナルポストカードをプレゼント！
●企画展・ワークショップ
　▽植物館の成長の振り返り
　　日時　4月28日㈯～5月27日㈰9時～17時
　▽ステンドグラスの展示とワークショップ
　　日時　5月3日（木・祝）～6日㈰9時～17時

世界を旅する植物館リニューアル１周年記念

事前申込

事前申込

●日時　5月3日（木・祝）10時～14時30分
　（雨天時は13時30分まで）
●会場　アクトビレッジおの、藤河内茶園
●イベント内容
　▽茶摘み体験（10時30分～14時、参加費500円、
　　中学生以下無料、新茶30g付き）
　▽厚東川中学校夢太鼓　▽お茶の入れ方教室　▽茶香炉の部屋　▽製茶体験
　▽新茶・地元野菜や特産品の販売、バザーなど

維新の郷
湯田温泉白狐まつり

みね
桜まつり

萩八景遊覧船
桜観賞コース運航

江汐公園
つつじまつり

春の幸せます
フェスタ

亀井家墓所国史跡指定記念
「津和野藩主亀井家と
永明寺」展

湖

山口宇部空港にぎわいフェスタ
講座内容をリニューアルしました

宇部志立市民大学受講生募集
●とき　5月27日㈰10時～16時（一部のイベントは10時以前から）
●ところ　山口宇部空港
　航空・空港の仕事を体験できるイベントや、子ども用制服試
着撮影会、飲食の販売、手作り市場、音楽やパフォーマンスな
どイベントが盛りだくさん！

●開講期間　5月～12月（各15回程度）
●年間受講料　一般：6,000円、中学生～大学生：3,000円
　※別途教材費などが必要な場合あり
●定員　各学部30人程度
●申込方法　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
●申込期限　5月1日㈫
■申し込み・問い合わせ　政策調整課　☎34－8891　>22－6063

●管制塔・気象観測室見学会　▽時間　①9時20分～10時10分
　②14時10分～15時　▽対象　小学4年～中学生　▽定員　各10人
●飛行機見学撮影会　▽時間　JAL9時20分～10時40分　ANA12
時～13時15分　SFJ14時20分～15時25分　▽定員　各80人

●空港消防隊体験入隊　▽時間　10時30分～11時30分
　▽定員　50人
●「バラの育て方教室」（初～中級コース）　▽時間　10時～11時
　▽定員　50人　※バラ苗の即売会も同時開催
申込方法　往復ハガキで、4月30日（月・休）［必着］までに郵送
往復ハガキの記入方法

※小学生以下は保護者同伴で参加してください（管制塔・気象
　観測室見学会の保護者は1人まで）
※イベントごとに別の往復ハガキで応募してください
※往復ハガキ1枚につき、4人まで申し込みできます
■問い合わせ　山口宇部空港ビル㈱　☎31－2200

（往信）

7 5 5 0 0 0 1
（返信）

宇部市沖宇部625－17
山口宇部空港ビル
株式会社内
にぎわいフェスタ
2018事務局

代表者の
●郵便番号
●住所
●氏名

●郵便番号
●住所
●電話番号（携帯）
●参加者（4人まで）
①氏名　生年月日
②…
●イベント名と時間

空白

事前申込が必要なイベント

市民教養講座市民教養講座

●会場　渡辺翁記念会館
●費用　2,000円（3講座通し）
　※託児所（1歳児以上、1人300円）を設置（予約不要）
●チケット販売場所　宇部井筒屋、幸太郎本舗宇部店、フジグ
ラン宇部、ユーピーアールスタジアム（宇部市野球場）、くす
くすの湯(楠こもれびの郷)、文化会館、図書館、学びの森くす
のき、各ふれあいセンター、多世代ふれあいセンター、厚南
市民センター、男女共同参画センター、青少年会館、港町庁舎、
サンパークあじす
■問い合わせ
　コミュニティスクール推進課　　☎37－2780　>22－6071

4月13日㈮
チケット販売開始

（東洋大学教授・慶応大学名誉教授）
「日本経済の将来と今後の展望」竹中　平蔵第1回

●日時　5月19日㈯14時～15時30分
（歌手、声のドクター）　
「モーツァルトと美空ひばり、そして市民の歌セラピー」三鷹　　淳第2回

●日時　6月2日㈯14時～15時30分
（JAZZ　SINGER）
「家族との関わり～母の介護をとおして～」綾戸　智恵第3回

●日時　6月9日㈯14時～15時30分

学　部 環境・アート学部、共生社会学部　

特別コース
申し込み・
問い合わせ

募集
期間受講料開講

期間等定員コース名

プレイリーダー
養成講座

おもてなしゼミ
in English
（詳細は6面に掲載）

花の育て方
スクール

10人
程度

16人

30人

5月～
（全4回）

5月～6月
（全8回）

5月～12月
（全8回）

1千円

4千円
※学生
半額

6千円
※学生
半額

4/2～
4/20

公園緑地課
☎34－8167　>22－6050

観光・グローバル推進課
☎34－8137　>22－6083

ガーデンシティ推進グループ
☎34－8485　>22－6008

※ユニバーサルマナーコース、絵本の読み聞かせコース、
　ICTベンチャー養成講座も開講予定です

　今月号から、平成29年3月に7市町で形成した「山口県央連携都市圏
域」の情報を紹介します。市内のイベントと合わせて、お出かけしません
か？※「山口ゆめ回廊」は応募総数328点の中から選ばれた愛称で、圏
域の明るい未来を願ってつけられたものです。

湖
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百歳のお祝いにふさわしい手作り
の作品を募集。1個4,000円未満で
必要個数（80個程度）を準備でき
ることなどの要件があります。要
項は市役所、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%市内
の団体、個人|*?∑（6面）と作
品の概要~5月31日まで_高齢者
総合支援課（☎34－8302、>22－
6026）

4月上旬に受診券を送付します。
対象者で受診券が届かない人は
連絡してください▽検診の種類：
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、
歯周病検診!4月2日㈪～12月20日
㈭%健診の種類ごとの開始年齢
に達し▽過去3年以内にいずれか
のがん検診を受診▽国民健康保
険に加入▽会社などで受診する
機会がない、のいずれかに当ては
まる人&健診の種類や年齢により
異なる（受診券に印字）_保健セ
ンター（☎31－1777、>35－6533） 

宇部の歴史や文化などを英語で
紹介する方法を学ぶ講座。ガイド
ツアー体験も行います!5月～6月
の原則火曜18時半～20時半（全8
回）%英検2級以上程度&一般
4,000円、中学生～大学生2,000円
{16人|申込書を提出。申込書
は市役所、各市民・ふれあいセン
ターに設置のほか市ホームページ
に掲載~4月20日まで_観光・グ
ローバル推進課（☎34－8137、
>22－6083）

市が指定する区間の市道の草刈
り作業をする団体・グループを募
集。作業面積1㎡当たり年間54円
を支払います%5人以上で組織
し、500m以上の区間で作業できる
団体|申込書は申込先に設置の
ほか、市ホームページに掲載~5
月31日まで_道路整備課現場事
務所係（☎21－2348、>34－3050）

採択された事業には、助成金の交
付、チケット販売の協力・行事の告
知などを行います。応募予定者は
募集説明会への参加が必要です
▽募集説明会!4月6日㈮19時～・
7日㈯10時～・13日㈮19時～#文化
会館%市民文化団体などが、4月1
日～来年3月31日に実施する文化
事業~4月9日～27日_文化創造
財団（☎35－3355、>31－7306）

バドミントン、卓球、テニス、ソフトテ
ニス、ボウリング、体幹教室、体育
教室、ジャズダンス、ヒップホップ
ダンスなど%&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~4月11日
～24日_市体育協会（☎31－
1507、>21－7138）
shougakuseisports@ube-taikyou.or.jp

●宇部の維新150年～福原越後
公ゆかりの地を歩こう$福原史跡
公園、宗隣寺、宇部護国神社を巡
ります（約5km）!4月8日㈰9時50
分～13時~4月6日まで
●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）!4
月15日（日）9時50分～12時~4月13
日まで
#琴崎八幡宮バス停集合{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）

一般公開する3科目（アジア文化
論、デザイン概論、生命と生活の
質持論）の受講生を募集!4月12
日～7月※科目により日程が異なる
&各5,000円#_山口県立大学
（☎083－928－3495）

子どもの救急救命、絵本の読み聞
かせなどを学生と一緒に学びませ
んか。子育て支援者としてのスキ
ルを修得できます●受講説明
会!①4月13日㈮16時～17時②4
月14日㈯14時～15時※内容は同じ
#}山口県立大学（☎083－928－
3562）

!4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）~4月5日から
_こども・若者応援課（☎31－
1732、>21－6020）

詐欺被害防止に効果がある警告
メッセージ付き通話録音装置を5
月～9月に貸し出します%満65歳
以上の人が居住し、装置を設置で
きる固定電話（黒電話を除く）を使
用している市内の世帯{20人
|申請書を提出。申請書は市役
所、各市民・ふれあいセンター、福
祉会館に設置のほか、市ホーム
ページに掲載~4月20日まで_宇
部市消費生活センター（☎34－
8157、>22－6004）

スナッグゴルフは、ゴルフの基本
的な技術やルールを楽しく学べる
スポーツです。これからゴルフを始
めるジュニアゴルファーをお待ちし
ています!4月21日～8月25日各14
時～16時半（初回は13時半～）、全
10回#宇部72カントリークラブ%5
歳～小学6年&6,000円{20人（先
着順）<運動靴|*?=∑（6面）
と学校名、学年、性別、身長、保護
者氏名~4月20日まで_スポーツ
コミッション事務局（☎34－8629、
>22－6083）
usc@helen.ocn.ne.jp

▽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（抽選）
|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~4月23日～5月7日（定員
に満たない場合9月28日まで随時
受付）_保険年金課（☎3 4－
8294、>22－6019）、北部総合支
所、各市民センター

●黒木の大フジと八女で新茶の
茶摘み・試飲そして新茶会席と久
留米織工場見学! 5月2日㈬
&8,800円（昼食付き）~4月20日ま
で（先着順）
●書写山圓教寺と精進料理そし
て国宝姫路城!5月11日㈮～12日
㈯&25,000円～（2日目の朝食・昼
食付き）~4月27日まで（先着順）
●福岡ソフトバンクホークスvs北
海道日本ハムファイターズ!5月12
日㈯&9,900円~4月27日まで（先
着順）
●二大蟹食べ放題と門司港レト
ロ!5月26日㈯&8,800円（昼食付
き）~5月18日まで（先着順）
_交通局（☎31－2442、>22－
1772）

講義とゴーヤの種の芽切り実演、
ゴーヤの苗の無料配布!5月12日
㈯13時半～15時#図書館{45人
<ビニール袋|*?Ⓦ∑（6面）
~5月10日まで_環境政策課（☎
34－8245、>22－6016）

工作教室、体験学習、作品展示会
など!5月12日～来年3月9日まで、
第2・4土曜の9時半～12時#青少
年会館ほか%小学4～6年生（保護
者の送迎が必要）&年5 ,000円
{30人（先着順）|+?=∑（6
面）と性別、学校名、学年~4月27
日まで_少年少女発明クラブ事
務局（〒755－0029新天町一丁目2
－36市民活動センター内、☎36－
9555、>39－2272）
mail@ubenet.com

シルバー人材センターが設置した
女性委員会「遊楽里（ゆらり）」で
は、市内在住の50歳以上の女性
を対象に講習会を開催します。1
回目のテーマは、「肌美人はおな
かから」「見た目年齢を変えるメイ
クアップ」です!5月15日㈫13時半
～15時半#多世代ふれあいセン
ター{30人（先着順）<筆記用具
_シルバー人材センター（☎31－
3251、>31－4334）

妊婦の交流、歯科医師・保健師・
栄養士の話、赤ちゃんの世話など
の体験学習!5月18日㈮、6月27日
㈬各13時～15時、7月27日㈮18時
半～20時半（全3回）#保健セン
ター%妊娠中期（16週）以降の第
1子妊婦とその家族&700円{36
組（先着順）~4月9日～5月11日
_こども・若者応援課（☎31－
1732、>21－6020）

上下水道局の業務全般について
の研修受講やアンケート調査の
集約などを行うモニターを募集。
任期は6月1日から2年間%市内在
住の20歳以上{24人|*+?=
∑（6面）と年齢、性別、校区名、件
名に「水道モニター応募」と記入
~4月20日［必着］_上下水道局
（〒755－0022神原町一丁目8－3、
☎21－2171、>21－2172）
soumu@ubesuido.jp 

音楽の祭日は、演奏者のジャン
ル、プロ・アマを問わず誰もが無料
で音楽を楽しむイベントです。記
念会館における出演者を募集しま

す!6月17日㈰#渡辺翁記念会
館など~4月30日まで_文化創造
財団（☎35－3355、>31－7306）

小・中学生を対象とした伝統文化
体験講座の開催に協力していた
だける文化団体を募集。参加者の
募集と取りまとめは財団が行い、
市の施設を利用する場合の会場
使用料を免除します!7月～来年2
月に8回以上%非営利者で、市内
を中心に活動する伝統文化分野
の文化団体&会場の付属設備・
冷暖房使用は実費~4月23日まで
_文化創造財団（☎35－3355、
>31－7306）

ニューカッスル市で、ハイスクール
通学、英語プレゼンテーション、
ホームステイ、政府系機関訪問な
どの研修!派遣期間7月下旬～8
月上旬の約10日間、選考試験4月
下旬～5月%市内に居住し通学す
る中学生&50,000円～60,000円※
免除制度あり{10人|申込書な
どを提出_観光・グローバル推進
課（☎34－8137、>22－6083）

おうちの電気、ガス、水などの無
駄使いをチェックして報告しよう。
入隊記念品・優秀者賞あり!活動
期間7～9月%小・中学生{各100
人|*+?=∑（6面）と学校名、
学年~6月30日まで_地球温暖化
対策ネットワーク（〒755－0032寿
町二丁目11－28、☎>38－8183）
unccainfo@ybb.ne.jp

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

就職支援助成金として10万円を
交付します※書類審査あり%保
育士資格取得見込み、保育士養
成機関を来年3月卒業見込み、市
内の私立保育園・認定こども園や
小規模保育事業実施施設に就職
が内定し、常勤保育士として2年
以上継続して勤務する{15人
|申請書と必要書類を提出。申
請書は市役所に設置のほか、市
ホームページに掲載~12月3日～
来年1月31日［必着］_保育幼稚
園学童課（☎34－8244、>22－
6051）

在学中の保険料の納付が猶予さ
れる「学生納付特例」の平成30年
度の申請を4月から受け付けます
※昨年度納付を猶予され、4月以
降も在学期間がある学生には日
本年金機構から通知が送付され
ます%20歳以上の第1号被保険
者で、所得が一定以下の学生
<年金手帳、学生証（写し可）か
在学証明書、印鑑（本人自署の場
合不要）_保険年金課（☎34－
8292）、北部総合支所、各市民セ
ンター}宇部年金事務所（☎33－

7111）

4月下旬に県後期高齢者医療広
域連合から、受診券（オレンジ色）
を発送します。生活習慣病で通院
していて、平成28・29年度に健康
診査を受けていない人は、受診券
の交付を停止しています。必要な
人は、保険年金課に申請してくだ
さい。※平成30年度から、血液検
査項目が追加されます#県内の
健診実施医療機関%後期高齢者
医療被保険者&500円}県後期
高齢者医療広域連合（☎083－921
－7112、>083－932－5321）、保険
年金課（☎34－8338、>22－6019）

4月1日から産婦健康診査（産後2
週間・1カ月）の受診票が変わりま
す。該当者には新しい受診票を送
付しています。届いていない場合
は、問い合わせてください}こど
も・若者応援課（☎31－1732、>21
－6020）

指定医療機関に予約をして接種
してください!4月1日～来年3月31
日%平成30年度に、65歳、70歳、75
歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳
になる人▽60歳～64歳で、心臓・
腎臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能に身
体障害1級程度の障害を有する人
※過去に肺炎球菌ワクチン（ポリ
サッカライド）を受けた人は対象外
&2,780円、生活保護受給者は無
料}保健センター（☎31－1777、
>35－6533）

指定医療機関で接種スケジュー
ルを相談し、予約して接種してくだ
さい!4月1日～来年3月31日%ロ
タウィルスは生後6週～32週（ワク
チンの種類により異なる）、おたふ
くかぜは1歳以上2歳未満&接種
費用（医療機関により異なる）から
助成金額を差し引いた額<印鑑、
健康保険証、親子健康手帳な
ど}保健センター（☎31－1777、
>35－6533）

大切な人を自殺で亡くした遺族
が、自身の体験や想いを語り合い
分かち合う場です。初めて参加す
る人は要事前連絡!8・12月を除く
毎月第3土曜、13時半～15時半
#防府総合庁舎（防府市）&200
円}県精神保健福祉センター（☎
0835－27－3480）

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

譲り受ける前に講習会の受講が
必要です。子犬のしつけ方教室も
実施します（要予約）!4月～9月の
第2日曜#_県動物愛護センター
（☎083－973－8315）

「宇部新都市の地区計画、小野
田・楠企業団地地区の地区計画」
の変更原案を縦覧します※縦覧
期間から一週間を経過する日まで
は、意見書の提出ができます!4
月4日㈬～18日㈬#}都市計画・
住宅課（☎34－8465、>22－6065）

!4月13日㈮$最新のVR(バー
チャル・リアリティ)を活用したシミュ
レータを導入し、より高度な参加・
体験型交通安全教育を行います。
また、キッズコーナーや授乳室も完
備。親子で楽しく学べます※団体
での利用は要事前予約}県交通
安全学習館（☎083－973－1900）

14件の市有地を売却します。※物
件により入札中止の場合あり
●現地説明（要予約）!4月16日～
5月15日※詳細は市ホームページ
「市有地売却情報」にも掲載
●入札と開札（要事前申込）!5
月30日㈬、31日㈭#市役所~5月
15日まで
_財政課（☎34－8177、>22－
6063）

コミュニケーションの取り方や薬の
相談に専門医が応じます!5月12
日㈯▽統合失調症13時～15時
%家族▽うつ病15時15分～17時
%本人、家族#福祉会館_むつ
み会（☎35－3365）

!7月21日㈯20時～21時※雨天時

は22日㈰に順延#宇部港}花火
大会実行委員会（☎31－0251、
>22－3470）

結婚を希望する男女に1対1の出

会いをサポートします。約1,500人
が登録し、これまで22組の結婚報
告がありました%20歳以上の未婚
の人&登録料：年5,000円|電話
かホームページで予約後、申込書
と必要書類を持参_やまぐち結婚
応縁センター（☎083－976－8300）

❻ ❼

お知らせ

百歳長寿者に贈る記念品

がん検診で健康チェック

山口県立大学
平成30年度前期公開授業

交通局の旅プラン

緑のカーテン講習会

子ども伝統文化わくわく
体験学校の実施団体

姉妹都市ニューカッスル市へ
研修派遣する中学生

地球防衛戦隊
エコレンジャー隊員

保育士のトライアル雇用

市内に就職する
新卒保育士に助成金を交付

少年少女発明クラブ

女性のための
キレイ・健康セミナー

マタニティ♥サロン

水道モニター

『音楽の祭日 in 宇部
 “À plus!”』出演者

山口県立大学
桜の森アカデミー子育て支援リーダーコース

離乳食教室（前期）

高齢者に通話録音装置を
貸し出します

スナッグゴルフ教室

国民健康保険　脳ドック

宇部志立市民大学
「おもてなしゼミ in English」

市道の草刈り作業を行う団体
（うべみちサポート）

市民文化団体が実施する
文化事業に助成します

体育協会小学生スポーツ教室

てくてくまち歩き

国民年金保険料の
学生納付特例

後期高齢者医療制度の
健康診査

ストマ用装具の申請受け付け
（4月～9月分）

犬・猫の譲渡会と子犬の
しつけ方教室

ご利用ください
やまぐち結婚応縁センター

宇部都市計画地区計画の
変更原案の縦覧について

県交通安全学習館
リニューアルオープン

市有地を一般競争入札で
売却します

統合失調症・うつ病相談会

第64回花火大会　
開催日決定

産婦健康診査受診票の変更

成人用肺炎球菌ワクチンの
定期接種

ロタウイルス・おたふくかぜ
ワクチン接種に助成

山口自死遺族の集い
クローバー

∑…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
網本 昭輝（恩田町）………………………………………… 50,000円
公益財団法人 渡辺翁記念文化協会（大字小串）……… 800,000円
一般財団法人 山口県学校保健予防会 理事長 石丸 英治（山口市） 500,000円
宇部ハーモニーライオンズクラブ 会長 河野 幸恵（神原町） 300,000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
（2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

!4月8日㈰10時～15時半#宇部護国神社$バザー、福原家にち
なんだ展示、演芸、餅まき}実行委員会（®090－9060－9752［脇］）

!4月16日㈪▽一般女性9時半～10時半▽子ども同伴の女性か妊
婦10時半～11時半#三和Gallery宇部&700円{各10人~4月15日
まで|日本マタニティ整体協会（®090－7545－1419［中村］）

!4月26日から毎週木曜（全8回）、韓国語18時～19時、英会話19
時半～20時半#男女共同参画センター &6,000円とテキスト代実
費{各15人（先着順）~4月20日まで|国際文化交流協会（®090
－6489－2803［前田］）

福原まつり

骨盤底筋レッスン

大人のための英会話・韓国語入門講座

市民の掲示板 詳細は_}に問い合わ
せてください

>22－6063

　石炭で発展した宇部で、南蛮車で巻き上げ作業を行いながら
歌った労働歌「南蛮唄」。これを現代化した「南蛮音頭」は、郷土
の生活の中から生まれた唄です。
　歌ったり演奏したり「南蛮音頭」を楽しみながら、普及し保存
するための活動に参加してみませんか。
●練習日程　月1回、各14時～15時
　4月、5月の練習日は、4月19日㈭、5月17日㈭
●練習会場　青少年会館
●練習内容　南蛮唄、南蛮音頭演奏（三味線・尺八・太鼓・かね）
　※三味線と尺八は、持参可能な経験者を募集します
■申込先　観光・グローバル推進課　☎34－8353　>22－6083

　2月26日・27日に、神原・吉部・鵜ノ島
小学校で開催したパラリンピアン講演の講
師として、現役パラリンピアンの官野一彦
選手が来宇されました。

◆官野選手から市民の皆さんへ
　2020年のオリンピック・パラリンピックは、ぜひ会場で観戦
してください。ウィルチェアラグビー日本選手団は、金メダル
を目指してがんばります。応援お願いします。

宇部南蛮音頭保存会のメンバーを募集

目指せ参加者10万人！ チャレンジデー2018 

　9月14日㈮～11月4日㈰に山口きらら博記念公園を主会場に
開催される、山口ゆめ花博（全国都市緑化やまぐちフェア）の前
売入場券を販売します
●前売券金額
　普通入場券　大人900円、高校生600円、小・中学生500円
　パスポート券　大人2,400円、高校生1,600円、小・中学生　1,200円
●前売券販売場所　観光・グローバル推進課、各ふれあいセンター
　　　　　　　　　ほか
●前売券販売期間　4月2日㈪～9月13日㈭
　　　　　　　　　※土・日・祝日を除く8時30分～17時15分
■問い合わせ　観光・グローバル推進課　☎34－8353　>22－6083

山口ゆめ花博　前売入場券の販売開始

官野一彦選手来宇
リオパラリンピック銅メダリスト
ウィルチェアラグビー日本代表

5月30日㈬0時～21時

ざ ま し

■問い合わせ　文化・スポーツ振興課　☎34－8628　>22－6083

●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。開催当日には、運動イ
ベントなどのプログラムも予定
しています。※詳細は、「広報う
べ」5月号に掲載。

●チャレンジデーとは？
　　毎年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？

　神奈川県　座間市
　（人口　129,435人　4回目の参加）

宇部市スポーツコミッション 検索随時更新中！



情報カレンダー情報カレンダー 4月1日～5月5日4月1日～5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）

4月1日㈰

4日㈬
5日㈭
7日㈯

10日㈫

12日㈭
13日㈮
14日㈯

15日㈰

15日㈰
16日㈪

17日㈫

18日㈬
21日㈯

24日㈫
25日㈬
26日㈭
28日㈯
30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）
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
行政相談（市役所　9時～12時）
3歳児健康診査（保健センター　13時～14時）
献血・400mL限定（フジグラン宇部　9時半～12時、13時15分～16時半）
司法書士電話相談（ 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）
献血・400mL限定（フジグラン宇部　9時半～12時、13時15分～16時）
トキドキ保健室（西中国信用金庫宇部支店　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）
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）
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・消費生活啓発活動（フジグラン宇部　10時～13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）
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）
おはなしの会（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）
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）
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）

プラネタリウム投影会　!4月1日㈰、8日㈰、15日㈰、22日㈰、29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4月号❽

定
例
無
料
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談
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時
間
延
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時
ま
で
　#
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役
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■弁護士相談
　!4月18日㈬13時半～15時半　予約受付開始4月5日㈭8時半～
　!5月2日㈬13時半～15時半　予約受付開始4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　!4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　!4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　!4月17日㈫　#市役所
{4組　~4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　!4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
　※木曜日は19時まで}うべ若者サポートステーション（☎36－6666）
■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。

■こども・若者相談ダイヤル　☎34－8333
　kodomo-y@aurora.ocn.ne.jp
　「ほっとライン宇部」（青少年の悩み相談）と
　「こどもに関する24時間相談ダイヤル」を統合しました

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4月27日㈮、5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。

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

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

かわかみ整形外科・小児科クリニック
野原
☎37－3700

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

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

宇部第一病院
木田
☎62－1001

宇部記念病院
上町
☎31－1146

宇部記念病院
上町
☎31－1146

宇部記念病院
上町
☎31－1146

宇部記念病院
上町
☎31－1146

上宇部こどもクリニック
常盤台
☎29－1155

宇部協立病院
五十目山町
☎33－6111

宇部協立病院
五十目山町
☎33－6111

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

4月1日㈰ 8日㈰ 15日㈰ 22日㈰ 29日（日・祝） 30日（月・休） 5月3日（木・祝） 5月4日（金・祝） 5月5日（土・祝）

●歯科　日時　29日（日・祝）9時～12時、5月3日（木・祝）～5月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
●眼科・耳鼻咽喉科　日時　5月3日（木・祝）～5月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


