
（　）内は前月比。2020年11月末日現在
（転入・転出は11月中）の住民基本台帳
による。
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　新年あけましておめでとうございます。

　昨年11月に第30代宇部市長に就任し、市長とし
て初めての新年を迎えました。新たな年を迎え、
決意を新たに、「暮らし満足度ナンバー 1！宇部」の
実現に向けて全力で取り組んでまいります。

　まずは、市民の皆様の安心・安全な暮らしを守
るために、昨年、市民生活に大きな影響を及ぼし

た新型コロナウイルス感染症対策に取り組むとともに、コロナ禍によ
り低迷する地域経済の回復を図ってまいります。そして、皆様のご
意見をしっかりとお聴きしながら、5つの基本政策をベースに、現行
の事業との融合を図りながら中心市街地の活性化など本市の課題一
つ一つに丁寧に取り組み、市政運営を着実に行ってまいります。

　本市は今年、いよいよ市制施行100周年という大きな節目を迎え
ます。ふるさとの先人の方々に感謝を申し上げるとともに、新たな時
代に向けて、次世代によりよい宇部を引き継いでいくため、皆様の
お力添えを賜りながら、活力と活気があふれるまちづくりに取り組ん
でまいります。

　新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願い、皆様にとり
まして笑顔あふれる1年となりますようお祈り申し上げ、新年のごあ
いさつといたします。

　

希望の持てるまちづくりを目指して100周年 先人に感謝し、
次世代により良い宇部市を！ 　あけましておめでとうございます。

　輝かしい令和3年の年頭に当たり、一言ごあいさ
つを申し上げます。

　振り返れば昨年は、新型コロナウイルス感染症の
拡大が、経済や教育をはじめとする市民生活に大き
く影を落とした一年でした。
　また、他方では、少子高齢化・人口減少問題、
中心市街地の活性化対策、大規模災害に備えた防
災対策など、本市を取り巻く情勢は年々その厳しさ
を増しています。

　これらの諸問題については、これまでもさまざまな角度から議論がな
されてきましたが、新型コロナウイルス感染症により、まちづくりに対す
る考え方や取り組み方は根本から変えていかなければならなくなりまし
た。まさに今、私たちは時代の分岐点に立っているのです。
　しかしながら、見方を変えれば、これは新たなまちづくりの始まりと
捉えることもできます。

　今年、宇部市は市制施行100周年を迎えます。
　我々市議会としても、新たな時代を切り開く節目の年に、この機会
を十分に生かすべく市民の皆様と手を携えて、市民にとって希望の持
てるまちづくりに積極的に取り組むとともに、市勢の発展と市民福祉の
向上のため議員一人ひとりの力を結集し、その役割をしっかりと果たし
ていくことを改めてここに決意するものです。

　結びに、新しい年が市民の皆様にとりまして明
るい幸せな年でありますよう心からお祈り申し上
げまして、新年のごあいさつといたします。

宇部市議会議長
射場　博義

宇部市長
篠﨑　圭二

新庁舎イメージ図

初代市役所

市制施行100周年記念サイト
https://www.ube100th.jp/

2021年
宇部市は市制施行
　　　100周年を迎えます

ワクワク市政実現宣言！まちづくりの5つの基本政策
▷活力に満ちた強い産業を創ります
▷未来を担う人を育てます
▷人々が行き交うまちを創ります
▷安心・安全な暮らしを守ります
▷ひとつになって市政を進めます

※新型コロナウイルスの影響により、今号に掲載している情報が変更される場合があります
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市の施設などで働く人を募集

1月4日㈪～18日㈪

▷日時　1月30日㈯ 9時～
　※申し込み多数の場合、
　　1月31日㈰の場合あり
▷場所　市役所

職　種 試　験 申込方法 申込期間 申込先人　数
令和3年4月1日～令和4年3月31日採用期間

障害者就労
ワークステーション

事務職員

車両整備員

2人程度

1人

申込書を提出。申込書
や受験案内は、申込先、
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

障害福祉課 障害者就労
ワークステーション
　☎34－8342
　>22－6052

1月8日㈮～22日㈮

▷日時　1月30日㈯ 9時～
　※申し込み多数の場合、
　　1月31日㈰の場合あり
▷場所　宇部市清掃事務所
　　　　（廃棄物対策課棟）

▷日時　2月7日㈰ 9時～
▷場所　宇部市清掃事務所
　　　　（廃棄物対策課棟）

環境業務員 若干名 廃棄物対策課
　☎33－7291
　>33－7294

市営住宅（空き住宅）入居者募集

宇部市障害者福祉計画（案）などの意見を募集

広告掲載事業者を募集

封筒の種類

使用期間

児童手当・児童扶養手当・
福祉医療費助成制度等通知用
令和3年4月～

発送予定枚数
広告枠の規格
（縦×横）
広告料（1枠）

約50,000枚

5cm×9cm

40,000円
募集数 2枠
申込期限 2月26日㈮

申込先 子育て支援課
☎34－8330　>22－6051

●市が送付する封筒
●募集予定住宅　石原、亀浦、鍋倉、則貞、八王子、東山、風呂ヶ迫、岬、見初、西岐波、新栄
●申込案内　1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・日曜休み
　▷申込方法　①か④に申込書を持参か、①に郵送
　▷申込期間　1月20日㈬～2月1日㈪[消印有効]
●入居予定日　3月1日㈪
　　　　　　　※随時募集している市営住宅もあります（詳細は問い合わせてください）
■問い合わせ　アジアJV　☎37－0211　 info@asia-jv.com

　障害のある人のための施策に関する基本計画である「第四次宇部
市障害者福祉計画（改定）」（案）、障害福祉サービス分野の数値目標
などを定めた実施計画である「第6期宇部市障害福祉計画」（案）、
「第2期宇部市障害児福祉計画」（案）について、意見を募集します。

●閲覧方法
　▷閲覧場所　市役所、北部総合支所、各市民・ふれあいセンターなど
　▷市ホームページ

●対象　市内に居住か通勤・通学している人
●提出方法　意見と該当ページ、氏名、住所（市外の人は勤務先か
　学校名）を記入し、メール、FAX、郵送、持参のいずれかで提出　
　※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
●募集期間　1月19日㈫～2月9日㈫
●提出先・問い合わせ　障害福祉課　☎34－8527　>22－6052
　syou-fuku@city.ube.yamaguchi.jp

宇部市　パブリックコメント 検索

イベントの
■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（12月29日を除く）、
　　　　　　　　12月31日㈭、1月1日（金・祝）
※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

　期間　1月16日㈯～31日㈰
　場所・時間
　　体験学習館モンスタ：9時30分～17時
　　フジグラン宇部：9時～21時
●市制１００周年記念彫刻プロジェクト紹介
　パネル展示
　　　～100周年、その先の未来へ～
　＆冬のコレクション展
　　　～UBEビエンナーレ60年の軌跡～
　市制100周年記念彫刻プロジェクトの紹介
　と、UBEビエンナーレ関連作品や模型の展
　示

　日時　1月22日㈮～2月28日㈰ 10時～16時
　場所　アートギャラリー
●彫刻カルタであそぼう！
　オリジナル彫刻カード（カルタ）でゲームに
　挑戦しよう
　日時　3月8日㈪まで　9時～17時
　場所　UBEビエンナーレライブラリー

●光とシャボン玉と夜の野外彫刻
　ライトアップされた野外彫刻と、たくさんの
　シャボン玉をお楽しみください
　日時　1月16日㈯ 17時30分～18時30分
　　　　※雨天・荒天中止
　場所　UBEビエンナーレ彫刻の丘
●ときわ動物園、宇部市内郵便局コラボ企画
　「2020年生まれの赤ちゃんに年賀状を送ろ
　う！」作品展
　ときわ動物園の2020年生まれの動物に送ら
　れた年賀状の展示

…ときわミュージアムミ
…ときわ湖水ホール

ミ

ミ

湖
…体験学習館モンスタ
…その他

湖
開催場所
の表示 モ

他

モ 他

会計年度任用職員
新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ ※12月16日時点の情報をもとに作成

　しています

詳細はこちら

市ホームページ
県ホームページ

県内の感染者発生状況

新型コロナウイルスに関する各種相談窓口
発熱などの症状がある場合の受診・相談
①かかりつけ医
②受診・相談センタ－　☎083－902－2510（毎日24時間対応）

不当な偏見、差別などの人権相談窓口
■みんなの人権110番　☎0570－003－110
消費生活（不審電話、便乗詐欺など）相談窓口
■消費者ホットライン　188（いやや）
■宇部市消費生活センター　☎34－8157　>22－6004

宇部市新型コロナウイルス感染症総合相談窓口
相談先がわからない場合に、問い合わせ窓口をご案内します
　^0800－2000－585　>22－6063

感染予防、健康相談などに関する問い合わせ
■宇部市　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

新型コロナウイルス 生活なんでも相談窓口
収入減少、失業、生活の不安などの相談
■宇部市　地域福祉・指導監査課　☎34－8393　>22－6028

感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫をしましょう
●飲酒をする時は、
　①少人数・短時間で、②なるべく普段一緒にいる人と、③深酒・はしご酒などはひかえる
●箸やコップは使い回さず、一人ひとりで使用する
●座席は斜め向かいに配置する（正面や真横はなるべく避ける）
●会話する時はなるべくマスクを着用する
●感染拡大予防ガイドラインを遵守したお店を選ぶ
●体調が悪い人は参加しない

住民票などが自動交付機で取得できます

「本人通知制度」の登録をお願いします

　マイナンバーカードで証明書が取得できる自動交付機を設置します。申請書を書く
必要がなく、待ち時間も短縮できますので、ぜひご利用ください。
●取得できる証明書など　住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、戸籍附票
　の写し、所得課税証明書
　※戸籍証明書、戸籍附票の写しについて、本籍地が宇部市外の人は、本籍地の
　　市区町村へお問い合わせください
●設置場所　市役所ロビー、万倉ふれあいセンター、吉部ふれあいセンター
●利用開始日　1月4日㈪　※市外居住者は1月20日㈬から利用可能
●利用可能日時　平日　8時30分～17時15分
　※市役所本庁のみ、木曜日は19時まで延長
　※戸籍証明書と戸籍附票の写しは9時～17時
●持参品　マイナンバーカード

　「本人通知制度」とは、住民票の写しや戸籍証明書などを第三者などに交付した場
合に、本人にその事実を郵送でお知らせする制度です。交付の事実を速やかに本人
にお知らせすることで、個人情報の不正取得の早期発見や防止につながります。
　同一世帯員の一括登録、郵送申請、オンライン申請もできますので、ぜひ登録をお
願いします。

　配達時に不在や宛先不明などで市役所に返納さ
れた「通知カード」を、令和3年4月末に廃棄します。
まだ受け取っていない人は、市民課に電話などで確
認の上、受け取りをお願いします。
※「通知カード」とは、マイナンバーをお知らせるため
　に令和2年5月まで郵送していた紙製のカード
　で、マイナンバーカードの受け取り時に返納する
　ものです。

●手続窓口　市民課、北部総合支所、各市民センター
●オンライン申請（本人、同一世帯員のみ申請可能）
　「うべ電子申請サービス」　https://s-kantan.jp/ube-u/
●手続きに必要なもの
　①手続きをする人の本人確認書類
　　（運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど）
　②手続きをする人が法定代理人の場合は、①の書類と戸籍謄本などの資格を
　　証明する書類
　③手続きをする人が任意代理人の場合は、①の書類と委任状（原本）
■問い合わせ　市民課　☎34－8243　>22－6017

■問い合わせ　市民課　☎34－8243　>22－6017

「通知カード」を
廃棄します

●受取方法
　▷市民課窓口での受け取り
　　受け取りができる人…本人、同一世帯員、法定
　　　代理人、任意代理人
　　必要なもの…本人確認書類
　　　※代理人の場合は、代理人の本人確認書類と
　　　　代理権を証明する書類
　▷郵送による受け取り
　　本人か同一世帯員からの請求に限り、転送不要
　　の簡易書留で、住民票上の住所に世帯主宛で
　　送付します
■問い合わせ
　市民課　☎34－8264　>22－6017

市役所に保管している

（イメージ）
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■問い合わせ　こども・若者応援課　☎31－1732　>21－6020

誰ひとり取り残さない子育て応援
「家族」「地域」「社会」で支える

SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

　赤ちゃんの健やかな成長と、家族へのお祝いの気持ちを込めて
プレゼントする「赤ちゃん誕生おめでとう箱」が完成しました。箱の
中には、うべ妊婦・子ども応援団の協力で、赤ちゃん用品などが入っ
ています。また、箱は丈夫なつくりになっています
ので、中の用品を使った後は、思い出の品を
収めて保存できます。

　子どもを安心して産み育て、子ども達が健やかに育つよう、地域
全体で子育て家庭を応援する企業などを「うべ妊婦・子ども応援団」
として登録しています。

　子育てに関する情報や、妊婦応援都市宣言
セレモニーの様子などを掲載しています。

●取組内容　▷赤ちゃん誕生おめでとう箱への物品提供
　　　　　　▷妊婦・子ども応援基金への寄附
　　　　　　▷子育て支援への積極的な取り組み
●対象　市内の企業、店舗、事業所、団体など

赤ちゃん誕生を
まちぐるみでお祝い

「赤ちゃん誕生おめでとう箱」ができました！
宇部市オリジナルデザイン

●対象者　令和2年11月以降に生まれた赤ちゃん
　※対象者には申請書を送ります
　※令和3年1月末頃から配送予定

箱の外側は市章をモチーフにしたオリジナル
デザインで、内側はこのデザインのパーツを
使ったフラワーシャワーになっています

申込方法や現在の登録企業などはこちら▶

「うべ妊婦・子ども応援団」随時募集中です！

「妊婦応援都市」公式ホームページを開設しました

https://ninpuouentoshi-ube.jp/

「山口県央連携都市圏域」のおすすめ情報を紹介します。

●日時　1月1日（金・祝）～24日㈰
　9時～17時　
■場所・問い合わせ　毛利博物館
　（☎0835－22－0001）

●営業日時　土・日・祝日
　11時～14時
●場所　萩市立弥富小学校
　（休校校舎）
■問い合わせ　龍の里やどみ企業　
　組合（®090－3374－1393）

●日時　1月9日㈯～11日（月・祝）9時
　30分～18時※最終日は17時まで
●場所　おのだサンパーク
■問い合わせ　山陽小野田市名産品
　推進協議会（☎82－1313）

●日時　2月14日㈰ 10時～15時
●場所　秋芳洞、秋芳洞ふれあい
　広場
■問い合わせ　美祢市観光協会
　（☎0837－62－0115）

●日時　2月14日㈰まで
　9時～17時　※休館：月曜、毎月最
　終火曜、年末年始
■場所・問い合わせ　中原中也記念
　館（☎083－932－6430）

●日時　4月4日㈰まで　9時～17時
　※月曜休館
■場所・問い合わせ　森鷗外記念館
　（☎0856－72－3210）

毛利博物館企画展
「正月飾り」

そば処「龍の里やどみ」
がオープン１周年

テーマ展示「教科書で読んだ
　　中也の詩―思い出の一篇」

2021出張萌えサミット
in 秋芳洞

名産品フェア

森鷗外記念館
コレクション特別展

■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

「ぶちいいね！ヘルシーメニュー」
　健康アイデアなどを盛り込んだメニューを「ぶちいいね！ヘルシーメニュー」に
認証しています。ぜひ、ご賞味ください。

●付与ポイント数
　1回の喫食につき40ポイント　※月に5回まで（最大200ポイント）　※1ポイントは1円に相当
●ポイントの付与方法
　専用シールを交付　※店舗から手渡し、または弁当に添付しています

認証されたヘルシーメニューを食べると、はつらつ健幸ポイントが付与されます。

必須項目
　▷主食・主菜・副菜がそろっている
　▷独自の取り組みがある
　

認証条件　※次のいずれかに該当すること
　▷1食分あたりの野菜の使用量が120ｇ以上
　▷1食分あたりの食塩相当量が3ｇ以下
　▷1食分あたりのエネルギーが650kcal以下

認証基準

健康的な
食生活を応援

認証メニューの詳細は
こちらから

宇部　ヘルシーメニュー 検索

※ヘルシーメニューは随時募集しています

公認心理師の国家資格を目指
せる「社会人入学制度」と、安
価な学費で心理学やビジネス
の講義、教養科目などが自由に
学べる「教養履修制度」の説
明と相談。卒業時に学士（心理
学）と認定心理士の資格が取
得可能!1月7日㈭、14日㈭、28
日㈭、2月4日㈭、18日㈭、25日
㈭、3月4日㈭、各13時半～14時

半#}宇部フロンティア大学
（☎38－0511）

保存期間が終了した雑誌を無
料で配布します※1人10冊まで
!1月16日㈯10時～※要事前
申込<マイバッグ#}図書館
（☎21－1966、>21－3801）

!$①1月17日㈰サクソフォン
演奏（Vol.8）②30日㈯バイオリ
ン演奏（Vol.９）、各14時～#渡
辺翁記念会館{各200人（要
事前申込）_文化創造財団

（☎37－2051、>31－7306）

$県内の事業所担当者との面
談!2月5日㈮10時～12時半、
13時半～16時（午前と午後で
企業入替）%大学などの今春
卒業見込者を含む求職者、保
護者#山口グランドホテル（山
口市）}山口しごとセンター（☎
083－976－1145）

●「古地図を片手にまちを歩こ

う」健脚向け（小串周辺コース
約6.5km）!1月10日㈰9時20分
～12時40分#JR宇部新川駅前
集合~1月8日まで
●「北向地蔵尊大祭＆飛上り
地蔵尊の寒参り　ご利益を願
って‼」（約1km）!1月24日㈰8
時～11時#JR宇部新川駅バス
停集合~1月22日まで
{各20人（先着順）<タオル、
飲み物_観光・グローバル推
進課（☎34－8353、>22－
6083）

宇部フロンティア大学
社会人向けの入学説明会

雑誌のリユース

思いやりの時間
～心はすぐそばに～

ふるさと山口
企業合同就職フェア

催　　し

てくてくまち歩き

募　　集

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）　　…はつらつ健幸ポイント対象

お知らせ

新メニューのご紹介

（　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）ご飯の量が調整できる、宇部産の食材を
使っているなど2項目以上に該当

薬膳カフェ　菜菜（黒石北二丁目9－29）
☎44－2369　※前日までに要予約

おうちカフェ　ありがと（笹山町二丁目7－32）
☎39－5363

（生協）コープやまぐち ここと宇部店
（恩田町二丁目2－15）☎32－5516

まごころ弁当　宇部店
（西本町二丁目11－13）☎39－7883

温活薬膳粥セット（福） 温活薬膳粥セット（禄） 温活薬膳粥セット（寿）

体にやさしい和楽ランチ しあわせランチ 野菜カレーセット カロリー調整食

チキンチキンごぼうと
緑黄色野菜のベジデリプレート

はつらつ健幸ポイント「ぶちいいね！ヘルシーポイント」

専用シールのイメージ
（1.5cm×1.5cm）

　宇部市の名産品を取り扱う通販サイト「うべわくわく市場」がプレオープンしました。
　大切な人への贈り物や、自分へのご褒美に、宇部の逸品を買って応援！食べて応援！ぜひご利用ください。
　お得に購入できるキャンペーンも随時、実施します！

宇部市通販サイト「うべわくわく市場」誕生！
■問い合わせ　6次産業推進課　☎34－8372　>22－6041

https://ubeichiba.jp/

グランドオープンは1月下旬予定！

※写真はイメージです

箱の中身はイメージ
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基礎的な日本語と日本の生活
習慣などをクラス別に学習する
オンライン講座!1月13日㈬～3
月17日㈬19時～20時（全10回）
%市内に在住か就労する外国
人|=氏名、国籍、日本語学習
歴※送信後、電話で到達確認
が必要_観光・グローバル推
進課（☎34－8136、>22－
6083）
kokusai@city.ube.yamaguchi.jp

免震装置の見学、シミュレーシ
ョン映像や模型による説明、建
設作業のVR体験コーナーなど
!1月16日㈯①9時半～10時半
②10時半～11時半③13時～14
時※雨天・降雪中止#新庁舎
1期棟建設工事現場%市内に
在住、通勤・通学する人{各30
人程度（先着順）<マスク
|?†氏名、電話番号、希望
時間~1月8日まで_新庁舎建
設課（☎34－8200、>22－
6064）https://s-kantan.jp/ube-u/

「家事×育児×仕事 両立準備
は乳児期に！」育児中のママパ
パはもちろん、将来的に働きた
いと思っているママ必見！夫婦
のコミュニケーション、時短家
事、育児、両立を助ける社会資
源、夫婦の家事育児のシェアな
どを考えてみませんか!1月16
日㈯①10時～11時半②13時～
14時半#多世代ふれあいセン
ター{各10組程度<筆記用具
|*=~1月15日まで_㈱ロー
カルラボ（®090－1582－3053）
local@localab753.jp

MEGASTAR（移動式プラネタ
リウム）による星空のインスタレ
ーションと講演!1月16日㈯、17
日㈰各9時～17時※両日とも講
演2回、インスタレーション4回
開催（詳細は市ホームページに
掲載）#図書館{各30人（先

着順）|†∑（7面）~1月7日ま
で_コミュニティスクール推進
課（☎37－2780、>22－6071） 
https://s-kantan.jp/ube-u/

●パラリンピアン講演会「パラ
リンピックが教えてくれた夢を
叶える楽しさ」、講師：上原大祐
（バンクーバー冬季パラリンピ
ック大会パラアイスホッケー銀
メダリスト）●ボッチャの体験
!1月16日㈯14時～16時#福
祉会館{50人<筆記用具、マ
スク|*?=氏名、電話番号、
必要な支援（手話通訳など）
~1月13日まで_スポーツコミッ
ション（☎39－7653、>39－
6584）info@ube-sc.jp

!$１月16日㈯10時半～12時
「自己分析」、24日㈰「自己分
析　興味タイプ診断」、30日㈯
「応募書類の書き方～基礎編
～」、2月7日㈰「応募書類の書
き方～応用編～」、13日㈯「面
接対策　心構えとマナー」、各
11時～12時{各6人#_ジョブ
スタ（☎39－50 1 3、> 3 9－
5184）
jobsta@aurora.ocn.ne.jp

子どものO脚、X脚、転倒、姿勢
の崩れや、大人の肩こり・腰痛
予防、再発予防のための健康
法を体験しませんか!1月17日
㈰13時半～15時半#男女共同
参画センター{65人<ズボン
着用~ 1月15日まで_末永
整骨院・光（®090－7993－
0369）

①Web版 離乳食教室（前期コ
ース）$講話「離乳食の進め方
について」!1月20日㈬10時半
～11時10分%生後4カ月～8カ
月児の保護者
②Web版  マタニティ♥サロン
$講話「栄養士と保育士のは

なし」!1月22日㈮13時半～14
時10分%原則妊娠中期（16
週）の妊婦
{各10人（先着順）|=∑（7
面）と質問内容、①は児の名
前・生年月日・月齢、②は生年月
日、出産予定日~1月4日から
_こども・若者応援課（☎31－
1732、>21－6020）ubehapi@
city.ube.yamaguchi.jp（要到達
確認）

就労を希望する会員を募集し
ています。まずは説明会にご参
加ください!1月21日㈭、2月4
日㈭各13時半～#多世代ふれ
あいセンター%原則60歳以上
}シルバー人材センター（☎31
－3251、>31－4334）

!1月24日㈰10時～12時#アク
トビレッジおの&有機ネット山口
西部会員1 , 5 0 0円、非会員
2,000円{会員8人、非会員7人
（先着順）<エプロン、三角巾、
マスク、タオル、タッパー（1.5L
程度の丸いものが望ましい）、
筆記用具~1月10日まで_有
機ネット山口西部（® 080－
5232－2660［森國］）

ボルダリングの基礎やルール、
登り方の基本を学びます!1月
24日㈰①ジュニアの部（小学
生）10時～12時②ジュニア・一
般の部（小学生以上）13時～15
時#俵田翁記念体育館{各
15人（先着順）<体育館シュー
ズ、飲み物|*?∑（7面）と性
別、学年、未成年は保護者氏
名、参加希望時間~1月4日～
22日_文化・スポーツ振興課
（☎34－8628、>22－6083）

本格的な腸詰めソーセージ、ビ
ーツの焼きめし、スープを作り
ます!1月30日㈯10時～14時
&2,000円{16人（先着順）

<エプロン、マスク、筆記用具、
持帰り用の容器|*?=∑（7
面）~1月22日まで#}アクトビ
レッジおの（☎64－5111、>64
－2800）
actvillageono@gmail.com

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、前立腺がん検診、特定健
康診査※要事前予約!①1月
30日㈯②2月6日㈯各9時～12
時%事業所などで健診を受け
る機会のない人など&{各健
診により異なる（有料、先着順）
<受診券、検査費用~①は1月
7日から、②は1月13日から
# _保健センター（☎31－
1777、>35－6533）
https://s-kantan.jp/ube-u/

企業の障害者雇用と企業内の
障害者理解を促進するため、
職場での障害者の支援者を養
成する講座!2月6日㈯、13日
㈯各9時～12時、16日㈫9時～
13時（企業見学）#福祉会館
%企業の事業主や社員など
{10人（先着順）|?事業所
名、氏名、電話番号~1月29日
まで_光栄会障害者就業・生
活支援センター（☎39－5357、
>39－5359）

発達障害を持つ人が地域で働
き生活するために、私たちがで
きることを考えます※UDトーク
（会話を文字表示するアプリ）
使用!2月13日㈯10時～12時
%地域や職場で発達障害者と
関わりのある人{100人（先着
順）|=氏名、電話番号、所属
名~1月29日まで_発達障害
等相談センター「そらいろ」（☎
43－6777、>43－7174）
kouenkai@ube-sorairo.com

!$①2月20日㈯『平家物語』

入門②2月27日㈯『広辞苑』の
編者  新村出とやまぐち、各13
時半～15時※部分受講可{30
人（先着順）|*?∑（7面）
~2月5日まで#_図書館（☎
21－1966、>21－3801）

パラスポーツは障害の有無に
関係なく誰もが楽しめるスポー
ツです※詳細は市ホームペー
ジに掲載!2月21日㈰12時半～
15時半#パルセンター宇部
{30チーム程度（1チーム3人
以上）<体育館シューズ
|*=†チーム名、参加人数、
代表者の氏名・メールアドレス・
電話番号~2月10日まで_ＮＥ
Ｃ 東京オリンピック・パラリンピ
ック推進本部（®080－8860－
9693）m-oba@nec.com

テレビ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。4月入学の学生を募集し
ます~3月16日まで_放送大学
（☎083－928－2501）

土地や家屋以外の事業用資産
を所有している人は、1月1日現
在所有している資産について
申告してください。「eLTAX（エ
ルタックス）」によりインターネッ
トを利用した電子申告もできま
す~2月1日まで}資産税課
（☎34－8191、>22－6053）

総務財務部、宇部市シルバー

人材センター、宇部まつり実行
委員会を対象にした監査の結
果を掲示しています!1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）

宇部都市計画都市計画区域
の整備、開発及び保全の方針
が変更になりましたので、関係
図書を縦覧します#}都市計
画・住宅課（☎34－8465、>22
－6049）

下水道計画区域及び計画諸
元（計画人口及び計画汚水量）
を見直しましたので、関係図書
を縦覧します!1月7日㈭～21日
㈭8時半～17時15分#}上下
水道局下水道企画室（☎21－
2191、>21－2179）

市が発注する工事などの入札
参加資格審査と、小規模修繕
工事などを行う事業者の定期
受け付けを行います
●建設工事など▷有効期間：資
格認定の日～令和5年3月31日
●小規模修繕工事など▷有効
期間：4月1日～令和5年3月31日
%市内に主たる事業所を有し、
建設工事等競争入札参加資
格者でない者
|申請書を郵送で提出。申請
書は申込先に設置のほか、市
ホームページに掲載~1月15日
～2月14日_契約課（☎34－
8183、>22－6057）

蔵書点検のため休館します。移
動図書館車「あおぞら号」も運
休します。電子図書館（電子書
籍の貸出し）は休館中も利用で
きます!1月19日㈫～22日㈮
}図書館（☎21－1966、>21－
3801）、学びの森くすのき（☎67
－1277、>67－0691）

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!2月6日㈯13時～15時#福
祉会館%本人、家族_むつみ
会（☎>35－3365）

令和2年度宇部市芸術祭文芸
部門（短歌・俳句・詩）の応募作
品を「うべ市民文芸集」として
発刊し、無料で配布しています
#文化会館、各ふれあいセンタ
ー}文化創造財団（☎35－
3355、>31－7306）

土地台帳の閲覧を、4月1日から
廃止します。必要な場合は、山
口地方法務局宇部支局（新町
10－33、☎21－7211）をご利用
ください。なお、名寄帳兼課税

台帳と分間図等の閲覧は従来
どおり行います}資産税課（☎
34－8193、>22－6053）

▷鉄鋼業、非鉄金属製造業967
円▷電気機械器具製造業893
円▷輸送用機械器具製造業
937円▷百貨店、総合スーパー
859円}山口労働局（☎083－
995－0372）

すべての事業主には、法定雇
用率以上の割合で障害者を雇
用する義務があります。▷新法
定雇用率：2.3％%従業員43.5
人以上の民間企業の事業主
}ハローワーク宇部（☎31－
0164、部門コード33＃）

高校、大学などへの入学時・在
学中にかかる費用を対象とした
公的な融資制度です▷融資額
350万円以内、金利は年1.68％
（固定金利、世帯年収などによ
り軽減の場合あり）、返済期間
は15年以内}日本政策金融公
庫コールセンター（☎0570－
008656）

西原　武雄（新町）　
中明　勇貴（愛知県名古屋市）
笠井　明（東京都練馬区）
船津　亮太郎（山口市）
江本　知正（茨城県龍ヶ崎市）
三原　晋（東京都足立区）　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

山田　弘子（京都府京都市）
余語　久史（神奈川県川崎市）
株式会社山口銀行上宇部支店（北琴芝町）
立正佼成会宇部教会（西宇部南）
成建工業株式会社（大字西岐波）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

・・・・・・・・400,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

寄付金
報　告

ご協力ありがとうございました。■問い合わせ　財政課　☎34－81735万円以上の寄付について報告します（11月分、敬称略）

❻ ❼

ハーブを楽しむ会
腸詰めソーセージ作り

宇部市認証ジョブ
アシスタント養成講座

WEB講演会「発達障害を持ち
ながら地域で生きるということ」

総合集団健診

サテライトカレッジ
「やまぐちの文学再発見」

山口県パラスポーツ大会
「ボッチャ」

放送大学学生

償却資産の申告

監査結果の公表

「うべ市民文芸集」の配布

土地台帳の閲覧廃止

県の特定（産業別）
最低賃金が改正

3月1日から障害者法定
雇用率が変わります

国の教育ローンが
教育資金をサポートします

都市計画変更の
関係図書縦覧

公共下水道事業計画
変更（案）の関係図書縦覧

入札参加資格審査と
小規模修繕工事などの申請

図書館と学びの森
くすのきの臨時休館

統合失調症・
うつ病相談会

足の健康法～足ゆび
伸ばしてみんな元気～

Web版 子育て関連教室

シルバー人材センター
入会説明会

有機大豆＆有機米麹で
味噌作り

スポーツクライミング
ボルダリング種目体験

新庁舎建設工事
免震装置見学会

仕事と家事の両立
ワークショップ

地上最高の星空作りを目指して
～MEGASTAR開発ストーリー～

パラリンピアン講演会＆
ボッチャ体験会

ジョブスタゼミ

お知らせ

外国人のための
日本語講座（冬期）

∑…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>22－6063（広報広聴課）へ記号の見方 !…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）　　…はつらつ健幸ポイント対象

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

SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

市政情報番組 放送内容

放送
日時

第3回目　
起業・創業を全力でサポートする
「うべスタートアップ」を紹介します

変更に
なる場合が
あります

1月26日㈫ 23時10分～23時15分 
1月29日㈮ 11時35分～11時40分（再放送） 
1月31日㈰ 16時～16時5分（再放送）

（yab山口朝日放送）
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料
相
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■弁護士相談　!1月6日㈬13時半～15時半　予約受付中　!1月20日㈬13時
半～15時半　予約受付開始1月7日㈭8時半～　!2月3日㈬13時半～15時半
　予約受付開始1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　!1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　!1月9日㈯9時半～11時半　※要予
約　#福祉会館　{8組　}市民活動課（☎34－8126）

■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）
■中小企業・小規模事業者向けの経営相談　!1月19日㈫　#市役所
　{4組　~1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

■登記相談　!月～金曜日　9時～16時　※要予約
　#_山口地方法務局宇部支局（☎21－7211）
■就労相談・職業紹介　!平日　11時～19時※木曜休館　土・日・祝日
　10時～18時　#}ジョブスタ（☎39－5013）

■男女間の暴力（DVなど）に関する相談　!月～土曜日　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　!1月19日㈫17時～19時　%不登校など
の悩みをもつ小中学生の保護者　{2人　~1月15日まで　

　#_教育支援課（☎34－8630、>22－6071、相談場所は港町一丁目11－30）
■発達障害等の相談　!月・火・木・金曜日　9時～17時、水曜日　12時
～20時（第3水曜日は9時～17時）※要予約　%発達障害等の人と家
族、発達障害児・者等の支援者　#_発達障害等相談センターそらい
ろ（多世代ふれあいセンター内）（☎43－6777）

■ひきこもり相談・ひきこもり家族相談会　!1月5日㈫、14日㈭各10時
～16時、16日㈯13時～16時　#_ふらっとコミュニティひだまり（☎21
－1552）
■若者のための相談ダイヤル（不登校、進路、人間関係など） !月～金
曜日　9時～17時 #}若者ふりースペース（多世代ふれあいセンター
内）（☎29－6322）

■若者の就労や心の悩み相談　!火～土曜日　10時～18時
　}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

※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。

窓
口
の
時
間
延
長

!
19
時
ま
で
　#
市
役
所

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　

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

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

情報カレンダー情報カレンダー 1月1日～2月5日1月1日～2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）

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）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（図書館　13時半～15時）
行政相談・消費生活相談（フジグラン宇部　10時～13時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～14時）
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（学びの森くすのき　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）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～14時）
元気アップ教室（TOKiSMA　13時半～14時）
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（学びの森くすのき　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）
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）
「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）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～14時）
おはなしのじかん（幼児向け）（図書館　14時半～15時）
ちびっ子集まれ！イングリッシュ・スタート（学びの森くすのき　14時半～15時）
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
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（福祉会館　9時～12時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～14時）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（図書館　13時半～15時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～14時）

1月3日㈰
6日㈬

8日㈮

9日㈯

12日㈫
15日㈮

16日㈯

17日㈰

17日㈰
19日㈫
20日㈬
22日㈮
23日㈯

24日㈰
26日㈫
27日㈬
29日㈮

2月3日㈬
5日㈮

プラネタリウム投影会　!1月10日㈰、17日㈰、24日㈰、31日㈰　各14時～15
時15分　#青少年会館　&19歳以上55円

SDGs未来都市・宇部

19時～22時

9時～17時

9時～21時

小
児
科

内
科・外
科

日時間診療科

※当番医の最新情報や救急病院については、市ホームページをご覧いただくか、
　救急医療電話相談または消防指令センター（☎21－2866）にお問い合わせください。今月の日曜・祝日当番医

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
※0時～ 9時、21時～ 24時は、救急病院で対応します。

1月1日（金・祝） 2日㈯ 3日㈰ 10日㈰ 11日（月・祝） 17日㈰ 24日㈰ 31日㈰

かわかみ整形外科
・小児科クリニック
野原
☎37－3700

いのくまこども
クリニック
西岐波
☎51－0880

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

とみた
小児科医院
妻崎開作
☎44－4150

よしもと
小児科医院
中尾
☎22－0555

むらかみこども
クリニック
東須恵
☎44－4976

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

松岡小児科
西宇部
☎41－8005

宇部市　救急医療情報 検索

●歯科　日時　1月1日（金・祝）、2日㈯、3日㈰ 9時～17時※12時～13時は待合時間、11日（月・祝） 9時～12時　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　12月31日㈭～1月3日㈰ 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
●受診の付き添いは、マスク着用の上、最低限の車・人数でご来院ください
●救急病院は救急車の受け入れをしていることがあるため、受診の際は必ず、事前に病院に電話して診療の確認をしてください
●救急医療電話相談　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
▷小児救急医療電話相談（おおむね15歳未満）☎＃8000または☎083－921－2755（毎日19時～翌朝8時）
▷救急安心センター（おおむね15歳以上）☎＃7119または☎083－921－7119（毎日24時間）


