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※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

動物園・植物館に無料でご招待！
市 民 謝 デ ー感

市民優待券
1世帯1回限り無料入園可

一般（ 　）名、中学生以下（ 　）名、70歳以上（ 　）名

一般（ 　）名、18歳未満（ 　）名、70歳以上（ 　）名

1世帯1回限り無料入館可

※2月16日㈫、
　24日㈬は休園

※2月16日㈫、
　24日㈬は休館市民優待券

有効期間　令和3年2月10日㈬～3月1日㈪

有効期間　令和3年2月10日㈬～3月1日㈪

切り取って
ご利用
ください

令和3年2月10日㈬～3月1日㈪にときわ公園市民感謝デーを開催します。
人数を記入してお持ちください。
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新型コロナウイルス感染防止対策へのご協力をお願いします マスク着用、手洗い、手指消毒、ソーシャルディスタンスの確保など

■問い合わせ　ときわ公園課　☎54－0551　>51－7205

新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ ※1月20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

　山口県は現在のところ、緊急事態宣言の対象地域には該当していませんが、県内および
本市においても感染の確認が続いており、予断を許さない状況です。私たち一人ひとりが緊
急事態宣言を重く受け止め、自分と周りの人を守るために、引き続き感染防止対策の徹底
をお願いします。

「新型コロナウイルス感染症医療対策室」
を設置しました

　今後の感染拡大防止のため、健康福祉部内に
「新型コロナウイルス感染症医療対策室」（☎39
－9908）を新たに設置しました。
●主な業務内容
▷今後予定されている、新型コロナウイルス
　感染症に関するワクチン接種への対応
▷「宇部地域外来・検査センター」などにおける
　迅速かつ安全な検査の実施

県をまたぐ移動についての注意点
▷緊急事態宣言が発出された地域への移動は、やむを得ない場合を除いて自粛をお願い
　します。
▷緊急事態宣言が発出されていない地域との往来については、移動先の自治体の情報を
　確認し、慎重に判断してください。移動する場合は、万全の感染防止対策をお願いします。

飲食・会食時の注意点
▷会話の際には、マスクを着用し、大人数・長時間での会食には特に注意するなど、感染防止対策を徹底してください。
▷新型コロナウイルス感染防止取組宣言店など、感染防止対策に取り組む飲食店の利用をお願いします。

（　）内は前月比。2020年12月末日現在
（転入・転出は12月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
77,948
85,184
163,132
79,755

（－37）
（2）

（－35）
（4）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入311人　転出262人

※詳細は市ホームページをご覧ください

新型コロナウイルスに関する各種相談窓口
感染を疑う症状（発熱など）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－　
　　　　　 　または　☎083－902－2510（毎日24時間対応）

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

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

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

PCR検査などの費用を助成します

■問い合わせ　新型コロナウイルス感染症医療対策室
　　　　　　　☎39－9908　>35－6533

♯7700

介護施設などに入所予定の高齢者向け
　●助成対象者　次のすべてに該当する人
　　▷検査日時点で本市に住民登録がある
　　▷65歳以上または基礎疾患を有する
　　　（※基礎疾患…高血圧、心血管疾患、糖尿病など）
　　▷介護施設などに新規入所する
　　　（入所予定日以前の14日間に検査を受けられる人）
　●助成対象期間　令和3年3月31日まで
　●助成限度額（いずれか1回限り）
　　▷PCR検査　20,000円　▷抗原定量検査　7,500円
　●検査の受け方
　　医療機関への電話予約と申請書の提出が必要です
※受験生を対象としたPCR検査などの費用も助成しています
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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（2月23日を除く）、2月24日㈬
※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

●動物写真家 内山 晟 写真展
　～プロヴァンスの猫～
　豊かな自然と美しい風景のフランス・プロヴァン
　ス地方に暮らす猫の写真展
　日時　2月13日㈯～3月7日㈰ 9時30分～17時
●アルパカフェルトコースターを作ろう！

　ときわ動物園のアルパカの毛でオリジナルコー
　スターを作ろう
　日時　2月14日㈰　①10時～11時30分
　　　　　　　　　  ②13時30分～15時
　費用　200円　定員　各先着5人
　申込先　ときわ動物園（☎21－3541）

●車に乗ったまま見よう！ドライブインシアターin
　ときわ公園
　『～みんなの想いを一つにつなぐ～ときわ公園
　モザイクアート』企画に寄せられた写真を使った
　動画と映画を上映します
　日時　2月27日㈯
　　　　第1部18時～、第2部19時30分～（予定）
　　　　※第１部と第２部は、内容が異なります
　場所　ときわ公園内
　定員　車30台程度（先着順）
　申込期間　2月5日㈮から
　申込先　ときわ公園課　☎54－0551
●宇部と地球の環境を考えるフォーラム
　「ゴリラに学ぶコロナ後の社会－人間にとって
　大切な暮らしとは何か」
　講師は山極壽一（霊長類学者・人類学者・ゴリ
　ラ研究の第一人者）。講演後には、皆さんから
　の質問を交えて、ときわ動物園園長との対談を
　行います。（質問は事前に受け付けます）
　日時　3月21日㈰ 13時30分～15時30分
　場所　渡辺翁記念会館
　定員　400人
　申込先　ときわ動物園
　　　　　（☎21－3541）

●植物文化作品展
　織物、染色、リース、植物画、ハーブクラフト、手
　工芸品など、植物を素材・題材にしたアート作品
　の展示
　日時　2月6日㈯～14日㈰
　　　　9時～17時（最終日は16時まで）
●ドライフラワーのコサージュ作り
　卒園式や卒業式などで付けてみませんか？小さ  
　なコサージュを2つ作れます
　日時　2月11日（木・祝）
　　　　①10時～11時　②14時～15時
　対象　小学5年生以上
　費用　500円　定員　各先着4人
　申込先　ときわミュージアム（☎37－2888）
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確定申告会場 駐車場案内図

立体
駐車場

宇部市役所

税務署

新川大橋

真
締
川

駐車場

161台
（うち、障害者等用5台）

混雑解消のため、
左折での出入りに
ご協力ください。

混雑解消のため、
国道側からの進入に
ご協力ください。

工事エリア

税務署への迂回路
（階段あり）

常盤通り（国道190号）

歩行者の
経路

EV

15台
（うち、障害者等用2台）

バス停

バス停

確定申告と市県民税の申告時期です

確定申告会場：宇部税務署

問い合わせ先 ■確定申告に関すること　宇部税務署　☎21－3131
■市県民税の申告に関すること　市民税課　☎34－8187　>22－6084
■立体駐車場に関すること　新庁舎建設課　☎34－8200　>22－6064

マイナンバー（12桁）の記載が必要です 本人確認書類の提示か写しの添付が必要です
例1　マイナンバーカード（番号確認と身元確認が１枚でできます）
例2　マイナンバーの通知カード（番号確認）＋ 運転免許証、健康保険の被保険者証など（身元確認）　など
　　　（注）代理人が申告する場合は、委任状などの代理権確認資料と代理人の身元確認資料が必要

本人確認（番号確認と
身元確認）を行うときに
使用する書類の例

▶申告書を提出するときに

確 定 申 告 会場への入場には「入場整理券」が必要です

市 県 民 税 の 申 告 相談窓口は事前予約制です

新型コロナウイルスへの感染リスク軽減のために e-Taxをご利用ください
　申告会場と駐車場は大変込み合います。自宅でパソコンやスマートフォンから申告できるe-Taxを、ぜひご利用
ください。　※作成手順はYouTubeをご覧ください

確定申告
特集ページ

国税庁LINE
公式アカウント

▷設置期間　2月16日㈫～3月15日㈪（土・日・休日を除く）
▷受付時間　8時30分～16時（相談時間9時～17時）

確定申告会場の混雑緩和のための取り組み
●会場への入場には「入場整理券」が必要です

●申告が必要な人
　▷令和3年1月1日現在、宇部市に住んでいて、「申告する必要が
　　ない人」に該当しない人
　▷所得証明書などが必要な人
●申告する必要がない人
　▷税務署に所得税と復興特別所得税の確定申告をする人
　▷収入が、一カ所からの給与のみで、年末調整された人
　▷公的年金だけを受給している人で「公的年金等源泉徴収票」に
　　記載されているもの以外の控除を受けない人
　▷所得がない人
●申告の相談窓口
　日時　2月16日㈫～3月15日㈪（土・日・休日を除く）　9時～16時
　場所　市民税課窓口　※事前予約制
　　　　（予約先：市民税課　☎34－8187、8188、8189、8190）

※「入場整理券」の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする
　こともあります
※「入場整理券」は確定申告会場で当日配布する
　ほか、LINEで事前発行しています
●早期来場の案内文書を個別に送付しています
案内文書が届いた人は、案内している期間に
お越しください
▷送付対象者　申告相談のために前年来場した人のうち一部の
　人（公的年金受給者など）

▷マスクの着用、会場入口などでの手指消毒をお願いします。
▷入場の際には検温を実施します。37.5度以上の発熱が認め
　られる場合などは、入場をお断りします。
▷税務署敷地内の駐車スペースは、工事のため15台程度しか
　ありません。申告会場と駐車場は大変込み合いますので、
　自宅でパソコンやスマートフォンから申告できるe-Taxを、
　ぜひご利用ください。

●新庁舎の建設工事に伴い、税務署の駐車台数が従来の半数以下
　になっていますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
　▷最寄りの駅…JR琴芝駅（税務署まで徒歩10分）
　▷最寄りのバス停…市役所前バス停（税務署まで徒歩3分）
●税務署駐車場の混雑時は、立体駐車場をご利用ください。
　（駐車料無料。用務先に駐車券を提示してください。）
●税務署駐車場か立体駐車場をご利用の際は、国道190号側（駐車
　場案内図の赤い矢印の方向）からの進入にご協力ください。

　※ふれあいセンターなどで行う巡回窓口は開設しませんので、
　　市民税課に電話などでご相談ください。　
会場に来る前に作成してください
　▷収支内訳書…事業所得などがあり、収支計算が必要な人
　▷医療費控除等の明細書…従来の医療費控除を受ける人か
　　セルフメディケーション税制を適用する人
　※申告期間中は市民税課職員も給与、年金など一般的な確定
　　申告の相談はお受け出来ますが、分離譲渡所得、青色申告に
　　係る所得、雑損控除、住宅ローン控除などがある場合は、宇部
　　税務署確定申告会場で相談・申告してください。
●申告書提出先
　市民税課、北部総合支所、各市民・ふれあいセンター、
　万倉・吉部出張所
　※感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください
　　（宛先：市民税課）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
申告受付体制が変わります

梅まつり

…ときわミュージアムミ …体験学習館モンスタ …その他開催場所の表示 モ 他

▷梅にまつわるデジタルスタンプラリー
　園内5カ所でスタンプをゲットしよう！
　4つ以上ゲットすると、園内各店舗で
　使えるクーポンや、お持ち帰りワーク
　ショップキットをプレゼント！（数量限定）
▷園内店舗のみで販売する、
　梅にちなんだグルメ

～スマホでスタンプラリー～
2月14日㈰～28日㈰
9時30分～17時

開催
日時

くすのき
カントリーマラソン
ONLINE2021参加者募集！

　中止となった「第17回くすのきカントリーマラソン」の
代替大会として、アプリを使ったオンラインマラソンを開催
します。
　開催期間中、好きなコースを、好きな時間に、自分の
ペースで走って、フルマラソン完走を目指しませんか？
●種目　フルマラソン（42.195㎞） 
　※開催期間中の計測回数に制限はなく、期間内に累計で42.195km以上
　　走れば完走となります。（タイムなどによる順位付けは行いません）
●参加資格　スマートフォンで、GPSトレーニングアプリ「TATTA」を
　ダウンロードできる人
　（年齢制限なし、ただし日本国内在住者（外国籍含む）に限る）
●開催期間　2月27日㈯～3月26日㈮
●費用　1,900円（別途手数料として220円）
●定員　1,000人（先着順）
●申込方法　Webサイト「RUNNET」から申し込み
　※詳細はくすのきカントリーマラソン公式ホームページをご覧ください
●申込期限　2月16日㈫

完走者の中から抽選で、宇部市の特産品などをプレゼント！
特典

Twitter公式アカウント
大会情報やお知らせなどを日々 つぶやいています
@ube_kusukan

■問い合わせ
　くすのきカントリーマラソン実行委員会事務局　☎32－9600

～ときわアートトレジャーウォーク～
醒めない夢と幻のトビラ

　ときわ公園内を巡りながら謎を解き、幻のトビラを探すリアル
宝探しイベントです。
※参加には、インターネット接続が可能なスマートフォンが必要です
●開催場所　ときわ公園
●参加キット販売価格（税込）
　▷スタート記念特別価格　500円（2月12日㈮まで）　
　▷通常販売価格　1,000円（2月13日㈯から）
●参加キット販売場所　
　▷ときわ公園
　　ときわ動物園ショップ「TOKIWA　ZOOベニア館」
　▷山口宇部空港　やまぐち特産品プラザ宇部やなぎだ
　▷JR新山口駅　アイスタ新山口　やなぎだ
●想定所要時間　２時間程度

リアル宝探し

■問い合わせ　宇部観光コンベンション協会
　　　　　　　☎34－2050　>29－3303

詳細は
公式サイトへ

ご理解とご協力をお願いします

ときわ公園では、1月下旬から3月中旬にかけて、
約120本の梅が見頃を迎えます

各イベントの詳細は、
ときわ公園ホームページをご覧
ください
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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

　本市では、子育てサークルや学童保育などで働く人に、市独自の
研修を受講してもらい、その修了者を「うべ子育てパートナー」と
して認定しています。子育て世代の身近な支援者として、相談対応
や役立つ情報提供などを行いますので、お気軽に声をかけてくだ
さい。※詳細は、市ホームページに掲載しています

　子ども達の健やかな成長のために、予防接種や健康診査は定め
られた時期に受けることが大切です。コロナ禍においても、遅らせ
ずに予定どおり受けましょう。受診などに不安がある人は、かかり
つけの小児科医へご相談ください。

「うべ子育てパートナー」活躍中！
地域全体で子育てを応援

現在認定しているパートナーは30人で、
ピンクのリングが目印です。

「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　2月7日㈰まで　9時～17時
　（最終日は15時まで）※月曜休館
●場所　クリエイティブ・スペース赤
　れんが
■問い合わせ　山口市文化交流課　
　（☎083－934－2717）

●日時　2月18日㈭ 9時～16時
●場所　岩崎寺
■問い合わせ　山陽小野田市社会
　教育課（☎82－1204）

●日時　2月14日㈰～23日（火・祝）
　10時～17時　
■場所・問い合わせ　秋吉台国際芸
　術村（☎0837－63－0020）

●日時　2月21日㈰～3月7日㈰　
■場所・問い合わせ　防府天満宮
　（☎0835－23－7700）、防府市ま   
　ちの駅うめてらす（☎0835－28－
　0500）

●日時　2月28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）

●販売期間　3月31日㈬まで
●場所　萩市内各所
■問い合わせ　萩市観光協会
　（☎0838－25－1750）

やまぐち新進アーティスト
大賞ノミネート作品展 岩崎寺所蔵山口県

指定有形文化財仏像の一般公開

梅まつり

展覧会「この土地と
ともに生きる」

森鷗外記念館　企画展
守る、鷗外

HAGI TRAVEL PASS 2021 
WINTER（お得なまち歩きクーポン）

平成30年度に県内で発掘された石
器や縄文土器などの貴重な資料を
展示!2月21日㈰～3月14日㈰9時～
19時（土曜は18時まで）※休館日：

月曜、3月2日㈫#}学びの森くすの
き（☎67－1277、>67－0691）

●思いやりの時間～心はすぐそば
に～（Vol.10）$ハンダースによるバ
ンド演奏!2月23日㈷14時～#渡辺
翁記念会館{200人（先着順、要事
前申込）
●春風亭一之輔独演会$滑稽噺
から人情噺まで広く古典落語を演じ
る一之輔ワールドをお楽しみくださ

い!3月1日㈪18時半～#文化会館
&全席指定：一般3,500円、大学生
以下2,500円
}文化創造財団（☎35－3355、
>31－7306）

動物園で暮らす動物や生態系につ
いて学び、「動物たち」との会議を

通して、自分たちに何ができるかを
考えます!①2月6日㈯13時半～15
時半②13日㈯10時～12時③13日㈯
13時半～15時半#ときわ動物園
（入園料無料）%小学校高学年
{各10人（先着順）<筆記用具、マ
スク|?=†∑（7面）と学校名、学
年、参加希望回、保護者氏名、メー
ルアドレス_㈱ヌールエデザイン総
合研究所（☎03－5315－4535、>03
－5315―4536）
sdgsworks@icloud.com
https://www.sdgsworks.com/zoo/

県埋蔵文化財センター巡回展
「発掘された山口」inうべ

文化創造財団のイベント
催　　し

せかい！動物かんきょう会議
in ときわ動物園

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

コロナ禍でも遅らせないで！子どもの予防接種と健康診査

　市政情報番組「うべサーチ」で、子育て世代を応援する取り
組みを紹介しました。
　宇部市公式YouTubeで公開していますので、
ぜひご覧ください。

「まちぐるみで子育て応援！」

持っていますか？
マイナンバーカード
■問い合わせ　市民課　☎34－8264　>22－6017

マイナンバーカードでできること

マイナポイント（最大5,000円分）がもらえます

マイナンバーカード申請のお手伝いをします

▷公的な身分証明書として利用できます
▷コンビニエンスストアなどで、住民票・印鑑登録証明書
　などの各種証明書が取得できます
▷健康保険証として利用できるようになります
 （3月開始予定）
　※医療機関によって開始時期が異なります

　令和3年3月末までにマイナンバーカードの申請をし、カード
受け取り後、令和3年9月末までのチャージか
買い物が対象です

※15歳未満の人や成年被後見人が次のサービス
　を利用する場合は、法定代理人の同行が必要
　です。（法定代理人の本人確認書類も必要です）

●確定申告会場でマイナンバーカードの申請ができます
　申請に必要な顔写真の無料撮影と申請サポートを行います。
　出来上がったカードは、本人限定受取で自宅に郵送します。
　▷日時　2月16日㈫～3月15日㈪ （土・日・祝日を除く）
　　　　　9時～11時30分
　▷場所　宇部税務署
　▷持参品　通知カード、本人確認書類（運転免許証など）、
　　住民基本台帳カード（お持ちの人）、印鑑
●市役所で申請手続きのお手伝いをします
　（予約先：市民課☎34－8264）
　市民課でタブレット端末を使用して、市職員が写真撮影し、
　申請手続きのお手伝いをしています。
　▷日時　月～金曜日 （祝日を除く）  9時～16時

予約制

先着順

マイナンバーカードの交付申請書を再送付しています
　マイナンバーカードを申請していない人へ、令和3年1月
から順次送付しています。届いた申請書を使用して、スマート
フォンや郵送でマイナンバーカードの申請ができます。

第二次宇部市地域ふくしプラン（案）の意見を募集

広告掲載事業者の募集

　「地域のみんなで支え合う 心かよう元気な福祉のまちづくり」の実現に向け
て、官民が連携して取り組むために策定する計画について、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　2月8日㈪～3月1日㈪［必着］
●提出先・問い合わせ　地域福祉・指導監査課
　☎34－8325　>22－6028　chi-fuku@city.ube.yamaguchi.jp

宇部市　パブリックコメント 検索

うべわくわく市場 検索

公用車の種類タイプ 掲載箇所 サイズ（上限、縦×横） 広告料（月額）
A
B
C

片側面
後　部
片側面

30㎝×50㎝
20㎝×50㎝
40㎝×100㎝

2,200円
3,300円
6,600円

軽貨物など

ごみ収集車

●規格・広告料

●広告期間　4月1日から1カ月単位とし、最長で来年3月31日まで
●申込期限　2月26日㈮
■申込先・問い合わせ　財政課　☎34－8178　>22－6083
●広告期間　4月1日から1カ月単位とし、最長で来年3月31日まで
●規格　縦29.7cm×横42.0cm（A3サイズ）
●広告料　1枠2,200円（月額）
●募集数　4枠　
●申込期限　2月26日㈮
■申込先・問い合わせ　総務管理課　☎34－8105　>22－0686

本
庁
舎
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
内

公
用
車

自動販売機を設置する事業者を募集

設置場所 台数 問い合わせ申込先

4

1

楠庁舎
（大字船木365－1）

道路整備課現場事務所
（昭和町三丁目14－39）

北部地域振興課
☎67－2812　>67－2158

北部地域振興課
道路整備課
☎34－8412　>22－6049

　飲料水の自動販売機を設置する事業者を募集します
●募集要項　申込先で配布するほか、市ホームページに掲載
●申込方法　必要書類を持参　●申込期間　2月5日㈮～26日㈮

宇部市育児休業代替任期付職員登録試験

会計年度任用職員の募集

区分、職種 受験資格 登録予定人数

行　政

保健師
保育士

2人程度

2人程度
5人程度

任
期
付

高等学校以上（これと同等と認められるものを含む）
を卒業したか令和3年3月末までに卒業見込み
保健師免許を有するか令和3年3月末までに取得見込み
保育士資格を有するか令和3年3月末までに取得見込み

●試験　▷日時　2月22日㈪ 9時30分～　▷場所　福祉会館
●申込方法・期限　うべ電子申請サービス　2月7日㈰
　※原則、うべ電子申請サービスによる申し込みとします
　　https://s-kantan.jp/ube-u/
　※受験申込書などは、申込先に設置のほか、市ホームページに掲載
●合格から採用まで　試験に合格し候補者名簿に登録された人の中から、
　職員の育児休業の取得状況に応じて、原則として名簿の上位から順に
　採用します。

●職種　市民課業務員　●採用期間　令和3年4月1日～令和4年3月31日
●採用人数　12人程度
●試験　▷日時　2月28日㈰9時～　▷場所　市役所
●申込方法　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
●申込期限　2月12日㈮［消印有効］　※持参の場合は17時まで
■申込先・問い合わせ　市民課　☎34－8242　>22－6017

■申込先・問い合わせ　人事課　☎34－8129　>22－0686

うべの美味しい食材×飲食・菓子店による

「うべ食レシピ」紹介

うべの食の魅力を発信！

■問い合わせ　6次産業推進課　☎34－8486　>22－6041

れんちょうの蒸し煮　貴婦人風
米粉クレープ
宇部産粉末緑茶のニョッキ
はなっこりーのかにかまあんかけ
地物野菜のグラタン　柚子胡椒風味
・なつかしい味のはなっこりーのごま醤油あえ
・ぶとえびの塩茹で
イイダコとはなっこりーの旨辛炒め
（韓国風ナッチポックム）
ロールキャベツグラタン
はなっこりーと海苔の敷あん　れんちょうの
から揚げ
豆腐を使った海老団子のヘルシー野菜
あんかけ

レストラン　CAPTAIN
お菓子のピエロ
サンマルノ
焼鳥＆ワイン　RICKY
Spice Bar Melissa

居酒屋　お茶々

ポレポレ

割烹　明徳

八十八

焼肉彩苑　
じゅうじゅう亭

うべ食レシピ名 レシピ提供者

レシピはここで見ることができます

うべ食レシピキャンペーン　※3月21日㈰ 17時まで

●うべ食レシピホームページ　プロの料理人が動画で
　作り方を紹介します　https://ubeshoku.com
●レシピカード・レシピ集
　市内の一部スーパー・食料品店、ふれあいセンターなどに、1月
　下旬から2月中旬にかけて順次設置します

「うべ食レシピ」を参考にしたクッキング画像をインスタグラム
に投稿すると、抽選で特典が当たります！詳細は「うべ食レシピ
ホームページ」をご覧ください。

宇部の逸品を見てわくわく、買ってうきうき、食べて使って満足！

宇部市通販サイト「うべわくわく市場」グランドオープン‼
 　12月21日のプレオープン以降、商品数を増やすとともに、オリジナル商品
をそろえました。宇部市に帰省することができないあの人へ、自分へのご褒美
に、宇部市の名産品はいかがでしょうか？お得に購入できる
キャンペーンも実施しています！(※詳細はサイトをご覧ください。)

■問い合わせ　6次産業推進課
　☎34－8372　>22－6041 店長チョーコクン

詳細はこちら

　宇部産食材の消費拡大を図るため、地元で採れたおいしい
食材を使った家庭で作れる簡単レシピを紹介します
●レシピに登場する宇部産食材　
　▷農畜産物　はなっこりー、ブロッコリー、キャベツ、卵
　▷水 産 物　エビ、タコ、レンチョウ、海苔
　▷加 工 品▷粉末緑茶



広報うべ 2021年２月号 広報うべ 2021年２月号

●上宇部東コース約4km!2月7
日㈰9時50分～12時#琴崎八幡
宮バス停集合~2月5日まで
●小串周辺コース約6.5km（健
脚向け）!2月14日㈰9時20分～
12時40分#JR宇部新川駅前広
場集合~2月12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）

演題「誰もが生きやすい社会を
目指して～知っていますか？性の
多様性とLGBTQ～」※手話通
訳、要約筆記あり、優先席を設
定!2月8日㈪14時～16時#文
化会館{150人|*?=∑（7
面）~2月5日まで_人権教育課
（☎34－8620、>22－6072）
jinkenkyouiku@city.ube.
yamaguchi.jp（要到達確認）

①Web版 離乳食教室（後期コー
ス）$講話「離乳食の進め方に
ついて」!2月17日㈬10時半～
11時10分%生後9カ月～1歳3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」!2月24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~2月5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）

数種類のお塩とハーブを使って
オリジナルのハーブソルトを作り
ます!2月17日㈬13時～15時
&1,700円{16人（先着順）<エ
プロン、三角巾、マスク、筆記用
具|*?=∑（7面）~2月9日ま
で#_アクトビレッジおの（☎64
－5111、>64－2800）

actvillageono@gmail.com

actvillageono@gmail.com

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!2月18日㈭、3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）

申込書と募集団地一覧表を2月
1日から配布します~2月20日～
28日_県施設管理財団宇部支
所（☎37－0878、>35－0233）

挿し木・接ぎ木による植物の増
やし方を学びます!2月20日㈯
10時～12時#福祉会館<筆記
用具、せん定ばさみ、カッターナ
イフ（お持ちの人）|*∑（7面）
_ガーデンシティ推進グループ
（☎34－8485、>22－6008）

講師：小山内健（ローズソムリエ）
!3月6日㈯10時～12時#ときわ
湖水ホール&500円{80人（先
着順）<筆記用具|*∑（7面）
_ガーデンシティ推進グループ
（☎34－8485、>22－6008）

五感を使い、遊びを通して自然
の不思議やしくみを学ぶネイチャ
ーゲームをします※少雨決行
!3月6日㈯13時～14時半#とき
わ湖水ホール前集合%幼児～
小学生と保護者{30人（先着
順）<雨具|*?†∑（7面）と
年齢~2月22日まで_環境政策
課（☎34－8246、>22－6016）
https://s-kantan.jp/ube-u/

いきものや自然環境について一
緒に考えてみませんか。基調講
演「希少蝶類ギフチョウの保全
活動」!3月6日㈯13時～15時半

#福祉会館{100人<筆記用
具|?†∑（7面）とフリガナ~2
月24日まで_環境政策課（☎34
－8248、>22－6016）
https://s-kantan.jp/ube-u/

演題「メンタルヘルスと自殺予
防～ポジティブ思考とネガティブ
思考のさじ加減～」!3月6日㈯
13時半～15時半#県立山口図
書館（山口市）{100人（先着
順）|?∑（7面）~2月26日まで
_県精神保健福祉センター（☎
083－902－2672、>083－902－
2678）

誰もが自分らしく暮らせる地域共
生社会の実現に向けた、“コロナ
に負けない地域福祉活動のチカ
ラ”を発揮するための講話など
※オンライン参加可能!3月8日
㈪14時～15時半#多世代ふれ
あいセンター{100人
|*+?=∑（7面）~2月22日
まで_宇部市社会福祉協議会
地域福祉課（〒755－0033琴芝
町二丁目4－20、☎33－3134、
>22－4391）
tiiki@ubeshishakyo.or.jp

バスに関する意見や提言をする
モニターを募集。月2,000円の謝
礼とモニター業務に要する一定
額の乗車券を支給します%毎月
報告書を提出し、平日の会議
（年2回）に出席できる市営バス
利用者{10人|応募用紙を郵
送か持参。応募用紙は交通局、
新川営業所で配布するほか交
通局ホームページに掲載~2月
28日まで_交通局（☎31－1134、
>22－1772）

主な活動は月2回（第2、4日曜）
の定例訓練#青少年会館、宇
部港など%小学1～3年生&年
間12,000円と制服など20,000円
程度|*?∑（7面）と性別、学
校名・学年~3月28日まで_宇部

海洋少年団事務局（☎34－
8447、>22－6071）

動植物観察などを行います!4
月～9月の主に第3土曜か日曜、9
時～12時#里山ビオトープ二俣
瀬など%小学3～6年生と家族
&年間1家族1,500円{30家族
|*?=住所、全員の氏名、学
年、学校名、電話番号、メールア
ドレス~3月20日まで_環境政策
課（☎34－8248、>22－6016）
info-envi@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

!4月17日㈯～21日㈬のうち1日
%一般18～33歳、技能18～54歳
など（保有する国家免許資格に
より異なる）~4月9日まで}自衛
隊宇部地域事務所（☎31－
4355）

11月24日～12月7日に実施した来
庁者アンケートの結果を市ホー
ムページで公表しています}人
事課（☎34－8130、>22－0686）

経済的理由で就学が困難と認
められる小・中学生の保護者に、
給食費・学用品費などを援助し
ます※毎年度申請が必要です
※所得制限あり<印鑑、振込希
望口座が確認できるもの、借家
の場合は家賃額が確認できるも
の、令和2年1月2日以降に宇部
市に転入した人は、同居者全員
の所得証明書（転入の時期や申
請月によって必要書類が異なる

ため、事前に問い合わせてくださ
い）|申請書と必要書類を持参
（郵送不可）。申請書は申込先に
設置のほか、市ホームページに
掲載~2月1日から随時※4月分
から援助を希望する人は7月30
日まで_教育委員会総務課（☎
34－8604、>22－6066）、通学す
る小中学校（私立などの場合は
教育委員会総務課で受け付け）

%4月に高等学校、特別支援学
校、高等専門学校に入学する市
内在住の生徒※在学する中学
校長の推薦が必要{20人以内
（選考あり）~2月15日まで_在
学する中学校}教育委員会総
務課（☎34－8604、>22－6066）

夫婦間・親子間の悩み事や、
DV・セクハラなど日常生活のさ
まざまな相談に応じます※秘密
厳守※要予約!2月13日㈯10時
～16時#福祉会館%女性_県
行政書士会（☎083－92 4－
5059）

事前予約制です!3月6日㈯10
時～16時#県立山口図書館（山
口市）
▷弁護士相談（日常生活上の法
的問題に関すること）_県弁護
士会宇部地区会（☎21－7818）
▷こころの健康相談（こころの病
気や心身の不調などの健康に関
すること）_県精神保健福祉セ
ンター（☎083－902－2672）

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
!3月6日㈯13時～15時#福祉

会館%本人、家族_むつみ会
（☎>35－3365）

補装具の要否判定、適合判定な
ど!3月16日㈫15時～16時#福
祉会館~3月2日まで_障害福
祉課（☎34－8314、>22－6052）

蜜蜂の飼育者は、養蜂振興法に
基づき、「蜜蜂飼育届」を提出す
る義務があります。報告方法な
どは問い合わせてください%現
在蜜蜂を飼養している人、令和3
年中に蜜蜂を飼養する予定があ
る人}農林振興課（☎6 7－
2819、>67－2316）

家畜の飼養者は、家畜伝染病予
防法に基づき、飼養状況を報告
する義務があります。報告方法
などは問い合わせてください

%牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山
羊、豚、いのしし、鶏、あひる、う
ずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、
七面鳥を1頭（羽）でも飼養して
いる人}農林振興課（☎67－
2819、>67－2316）

死亡、障害、入院、住宅災害など
を保障します。各種祝い金の給
付や助成もあります%県内の中
小企業の勤労者で、契約発効日
の前日に健康な人&掛け金月額
450円～2,000円}雇用創造課
（☎34－8356、>22－6041）

就職活動を継続している新卒・
既卒の人をハローワークは最後
まで支援します。就職活動の進
め方や、不安なこと、求人情報な
ど、気軽に問い合わせてください
}ハローワーク宇部（☎31－
0164、部門コード43＃）

植田　玄彦（東京都新宿区）　
井口　貴美子（東京都小平市）
松本　元次（東京都世田谷区）
富士　慶（神奈川県川崎市）
佐藤　暁洋（岐阜県岐阜市）　
吉武　秀人（東京都墨田区）
舘　昭憲（広島県広島市）　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円
　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・476,000円

高石　慎也（宮城県仙台市）
冨岡　潤（茨城県稲敷郡美浦村）
友永　達也（兵庫県神戸市）
宇部興産株式会社（大字小串）
株式会社アモダ（大字山中）
株式会社山口銀行宇部支店（新天町）　　　

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（12月分、敬称略）

❻ ❼

こどもエコ教室

県自殺対策フォーラム
2021

地域共生社会を考える
市民フォーラム

生物多様性市民会議
自然のしらべかた・まもりかた

市営バスモニター

宇部海洋少年団新入団員

親子自然観察隊の隊員

予備自衛官補試験

来庁者アンケートの
結果を公表

令和3年度分の
就学援助費交付申請

就職活動を応援　
ハローワークに相談を

奨学金10万円を給付

女性行政書士による
｢女性のための無料相談会」

暮らしとこころの相談会

蜜蜂を飼っている人は
届け出が必要です

家畜を飼っている人は
飼養状況の報告を

ハートピア共済に
加入しませんか

統合失調症・
うつ病相談会

身体障害者の巡回相談

Web版 子育て関連教室

ハーブを楽しむ会
ハーブソルトを作ろう

シルバー人材センター
入会説明会

県営住宅入居者

挿し木・接ぎ木講習会

木立バラの管理

てくてくまち歩き
古地図を片手にまちを歩こう

人権を考えるつどい

お知らせ

∑…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4回目　
「うべ元気ブランド」の認証製品や通販
サイト「うべわくわく市場」を紹介します

変更に
なる場合が
あります

2月23日㈫ 23時10分～23時15分 
2月26日㈮ 11時35分～11時40分（再放送） 
2月28日㈰ 11時45分～11時50分（再放送）

（yab山口朝日放送）

受講生募集

●生涯学習講座
!4月～来年3月$書道、英会
話、カラオケ、パソコン、華道、
水彩画・はがき絵、太極拳、関
節トレーニング、フラダンス、エ
アロビクス、卓球、ヨガなど（以
上サンライフ宇部）、ZUMBA、
パソコン、バドミントン（以上パ
ルセンター宇部）%高校生以
下でない人~2月14日9時から
（先着順）#_サンライフ宇部
（☎22－0541）、パルセンター
宇部（☎31－2212）
●定期文化講座
　（オンライン講座あり）
!5月～来年3月$茶道、煎茶
道、華道、書道、ペン習字、陶
芸、俳画、絵画、手描き友禅、
絵手紙、俳句、琴、木彫り、家
庭園芸、囲碁、フラワーアレン
ジメント、ファッションステンシ
ル、パッチワーク、パソコン、宇
部なでしこ経営塾、英会話、韓
国語、中国語、音楽の広場、オ
カリナ、吹矢、太極拳、エアロビ
クス、フラダンス、ヨーガ、健康
体操、料理、着付け、アロマケ
ア学校など※オンライン受講
対応の有無は問い合わせ
%市内に居住か通勤し、高校
生以下でない人|+∑（7面）
と受講希望講座（3講座まで）
~3月15日まで#_男女共同
参画センター（〒755－0033琴
芝町一丁目2－5、☎33－4004、
>33－3958）
▷今年度の作品展：3月6日㈯、
7日㈰
●ふるさと学園ふれあい塾
!5月～来年3月#多世代ふれ
あいセンター$ギター、水墨
画、英語、韓国語、中国語、パ
ソコン、習字、カメラ、健康マー
ジャン、ピアノ、オカリナ、コーラ
ス、陶芸、ヨガ、民謡、太極拳、
釣り、将棋など%市内に居住
か通勤する人&月額3,000円
※別途教材費（保険料）が必
要な場合あり~3月19日まで
_アジアJVふれあい塾事務局
（☎>38－7000）
▷今年度の学習発表会：展示
部門（3月20日㈷12時～）、ス
テージ部門（3月21日㈰9時半
～）

日程や受講料などは
各申込先に問い合わせ

!2月～3月（各コース全6回）●①月曜コース②火曜コース③水曜
コース（各10時半～、14時～、19時～）、④金曜コース（10時半～、14時
～）%シニア層（若年層も可）&2,000円（教材費、ゲーム代、貸靴代
含む）{各30人|*?氏名、性別、年齢、電話番号、希望コース
~②は2月8日まで、①③④は2月12日まで#_パークレーン宇部
（®090－5121－6958［本田］、>31－8312）

健康ボウリング教室（初心者向け）
市民の掲示板 詳細は_} に

問い合わせてください
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■弁護士相談　!2月17日㈬13時半～15時半　予約受付開始2月4日㈭8時半
～　!3月3日㈬13時半～15時半　予約受付開始2月18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　!2月10日㈬、24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　▷!2月8日㈪9時半～11時半　※要予
約　#船木ふれあいセンター　▷!2月13日㈯9時半～11時半　※要
予約　#福祉会館　{各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　!2月16日㈫　#市役所
　{4組　~2月9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　!2月16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　~2月12日まで　

　#_教育支援課（☎34－8630、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　!2月9日㈫、18日㈭各10時
～16時、20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
※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

情報カレンダー情報カレンダー 2月1日～3月5日2月1日～3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）

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）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11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）
かみしばい（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）
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）
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）
献血・400mL限定（船木ふれあいセンター　9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）
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）
「介護相談ふれんど」（多世代ふれあいセンター　10時～12時）
行政相談・特設人権相談（万倉ふれあいセンター　9時半～11時半）
「なかよし絵本ひろば」よみきかせのじかん（1～3歳くらい）（図書館　10時半～10時45分）
「まちなか保健室」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）
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（福祉会館　9時～12時）
献血・400mL限定（上下水道局　13時～16時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～14時）
司法書士による高齢者よろず電話相談会（^0120－003－821　10時～16時）
かみしばい（図書館　14時半～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）
「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA　11時～14時）

2月3日㈬

5日㈮
6日㈯

7日㈰
9日㈫
10日㈬
12日㈮
13日㈯

15日㈪
16日㈫
17日㈬

19日㈮

20日㈯

21日㈰

24日㈬

26日㈮
27日㈯

3月3日㈬
5日㈮

プラネタリウム投影会　!2月7日㈰、14日㈰、21日㈰、28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。

2月7日㈰ 11日（木・祝） 14日㈰ 21日㈰ 23日（火・祝） 28日㈰

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

金子小児科
上町
☎22－0006

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

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

宇部市　救急医療情報 検索

●歯科　日時　11日（木・祝）、23日（火・祝） 9時～12時　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）


