世帯数と人口

5月号
2021年（令和3年）

人口

男 77,705（−219）
女 84,910（−101）
合計 162,615（−320）

NO.1543

世 帯 数 79,853 （120）
転入1,079人 転出1,275人

「宇部市LINE
公式アカウント」

発行

宇部市 〒755−8601

常盤町一丁目7番1号

「広報うべ」
デジタルブック版

☎31−4111
（代表） 編集

広報広聴課

（ ）内は前月比。2021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。

☎34−8123

>22−6063

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ【65歳以上】

å1011225

■相談・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
※4月20日時点の情報を
現在、令和3年度中に65歳以上に達する人の集団接種（公共施設等で実施）
の予約を受け付けています。 もとに作成しています
集団接種は、令和３年６月５日㈯から実施予定です。
※接種は完全予約制です。

※治療中の病気がある人は、かかりつけ医療機関での個別接種をおすすめしています。
まずはかかりつけ医にご相談ください。
※ワクチンの配分によっては、予約日が変更になることがあります。

市内の
公共施設等での

集団接種の予約
電話で予約する場合

Webで予約する場合

お手元に、接種券
（クーポン券）
、筆記用具をご用意の上、
下記へ電話またはFAXしてください。

予約サイトへのアクセスは
24時間対応
こちら

宇部市新型コロナワクチン予約・相談センター

［
］
音声言語障害等により電話での
>082-542-1337［ コミュニケーションが困難な人 ］
☎0570-003-063

接種日程の
確認について

65歳以上予約受付中

８時３０分〜１７時１５分
（月〜土※祝日除く）

種可能な医療機関一覧」を記載

した案内を同封していますので、

å1012325
https://www.city.
ube.yamaguchi.jp/
kenkou/korona/
shimin/1011223/
1012325/index.html

ご確認ください。

※市ウェブサイトにも情報を掲載
しています。

個別接種を実施する

医療機関が追加されました。

LINEから

氏名、生年月日、
電話番号、予約希望日時を
お伝えください。

色い封筒を送付しています。

「集団接種日程」、
「ワクチン接

市ウェブサイトから

接種券番号
（太枠部分）

４月中旬に、接種券の入った黄

※かかりつけ患者のみ接種予約可

廣重内科、土屋医院、

あいべ内科クリニック、
扶老会クリニック

ワクチン接種後も、引き続き、感染予防対策が必要です！

３密を避け、手洗い、マスクの着用など、基本的な感染予防対策の
徹底をお願いします！

支援制度の
ご案内

新しい生活様式に対応した住宅リフォームや

事業所リフォームについて補助します。

※詳しくは3ページに掲載しています。

新型コロナウイルスに関する各種相談窓口
新型コロナワクチンに関する相談窓口

感染を疑う症状
（発熱など）
がある場合の受診・相談

■宇部市新型コロナウイルス感染症医療対策室
☎39−9908

①かかりつけ医

>35−6533

②受診・相談センタ−

■山口県ワクチン接種専門相談センター

ワクチン接種の副反応などに関する相談（薬剤師対応）
☎083−902−2277（毎日24時間対応） >083−902−2212

■厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

♯7700

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

宇部市新型コロナウイルス感染症総合相談窓口

^0120−761770（毎日9時〜21時）

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

聴覚障害者相談窓口

>03−3581−6251 *corona-2020@mhlw.go.jp

^0800−2000−585 >22−6063

ウェブ番号で市ウェブサイトを検索できます！
今月号から、広報うべの記事で市ウェブサイトにも掲載している

ものについて、７桁のウェブ番号を掲載しています。

å 0000000

市ウェブサイトのトップ画面「情報を探す」エリアの「ウェブ番号

市ウェブサイトのトップぺージ
（参考 スマートフォン画面）

７桁のウェブ
番号を入力

検索」欄に入力してご覧ください。
■問い合わせ 広報広聴課

☎34−8123

>22−6063
※新型コロナウイルスの影響により、今月号に掲載している情報が変更される場合があります

❷ 広報うべ 2021年５月号

SDGs未来都市・宇部

SDGs未来都市・宇部

新型コロナワクチン接種に便乗した詐欺や悪質商法に注意！
■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)

市役所職員を名乗った不審な電話がかかってきた
事例

事例

市役所の職員を名乗る男から非通知で電話があり、

「新型コロナワクチン接種を優先的に受けられます。
後から返金するので、10万円振り込んでください」と
言われた。

「新型コロナワクチン接種が
優先的に打てる」
という、URLも
記載されたSMSが届いた

●●●●

ワクチン
優先接種
http://www

「新型コロナワクチン接種が優先的

に打てる」という内容のSMSが届いた。

的に受けられるので金銭を振り込むように」と電話をすることはありません

▷会話から個人情報が知られてしまうおそれがあります。家族構成や資産状況
を聞かれたらすぐに電話を切りましょう

▷日頃から番号通知機能や電話番号登録機能のほか、留守番電話機能を活用

し、かかってきた電話にすぐ出るのではなく、誰からの電話か分かった上で
折り返し電話をするなどしてトラブルを避けましょう

▷市では不審電話やうそ電話詐欺などの防犯対策に「警告メッセージ付き

通話録音装置」のモニター制度を実施しています。詳細は消費生活センター

に問い合わせてください

アドバイス
▷心当たりのない不審な送信元からメールなどが届いた

場合、メールに記載されたURLには絶対にアクセス
しないようにしましょう

▷実在する機関などの名称が記載されていても、
メール内

の番号に電話したり、URLをクリックしたりせず、その

機関などのホームページや問い合わせ窓口に確認しま

しょう。機関などの公式ホームページ上に注意喚起情報
が掲載されていることもあります

悪質商法の被害を未然に防止する啓発用

パネルや、資料を掲示します

■ご存知ですか、
クーリング・オフ

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、一定期間、消費者が自由に契約解除できる制度です。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。

消費者ホットライン「188」は、全国共通の電話番号で、
お住まいの地域の消費生活セン

ターなどの相談窓口をガイダンスでご案内します。相談は無料ですが、相談窓口につながっ

【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）

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

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、参加人数を制限する場合
や、開催を中止する場合があります

●対象
●日時

●場所

5月19日㈬〜6月30日㈬のうち

※5月23日㈰は終日全面通行止め予定

市内で申込者が確保

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、市ウェブサイトに掲載

厚東川

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

至 岩鼻駅

平原踏切

平原郵便局

昨年度の人気講座
・災害に備えて

JR宇部線

︵３月１日現在︶

昨年度の実施状況

厚東川大橋

・成年後見制度をご存知ですか
・自主防災活動

・明日への１票〜選挙を知ろう〜

☎34−8126

藤山小学校

藤山中学校
藤山ふれあい
センター
香川
国道
高校
19
0号
藤山交差点

至 居能駅

・高齢者や障害者の虐待を防ぎましょう

■問い合わせ 市民活動課

å1012250

16日間程度

※土・日・祝日も開催できます 9時〜21時の2時間以内

実施件数
延べ参加者

>22−6004

72件

2,039人

■問い合わせ
道路整備課

☎34−8413

å1002202

>22−6064

西日本旅客鉄道㈱宇部新川管理室

☎31−2892

危険住宅（構造基準に適合していない住宅）
を区域外

補助します

一戸あたり97万5千円

●補助限度額

②改修の支援

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

次の要件を全て満たす建築物

●対象

å1009204

試験種別

▷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77万2千円）

●受付期間

5月10日㈪〜12月15日㈬

受験資格
（条件を全て満たす人）

教養試験
専門試験
▷大学(短期大学を除く)
保健師 教養試験
を卒業した人又は令和
記述試験
4年3月末までに卒業
見込みの人 など
土 木
教養試験
専門試験

政

築

▷平成6年4月2日〜平成12年4月1日生まれ
▷平成6年4月2日〜平成12年4月1日生まれ
▷保健師免許を有するか令和4年3月末までに取得見込みの人
▷平成元年4月2日〜平成12年4月1日生まれ
▷専門科目を履修済みか履修している人

教養試験 ▷昭和61年4月2日〜平成12年4月1日生まれ

学芸員 記述試験 ▷学芸員資格を取得しているか令和4年3月末までに取得見込みの人

区分、
職種

（

（

上級

キャリア
型

中級

短大卒業
程度

受験資格
（条件を全て満たす人）

政 基礎能力 ▷大学(短期大学を除く)を卒業した人又は令和4年3月末までに卒業見込みの人 など

） デジタル
枠

）

試験種別

▷昭和61年4月2日〜平成6年4月1日生まれ

行

試験
（ＳＰＩ）

保育士 教養試験

å1009206

へ移転するものに対して、危険住宅の除去に要する費用の一部を

5月10日㈪〜12月15日㈬

建

5月10日㈪〜12月15日㈬

●受付期間

改修費用の８０％
（補助限度額１００万円）

上級

診断費用の3分の2（上限100万円）

●補助額

木造住宅の改修工事費

行

å1009204

住宅・幼稚園・保育所・病院など

5月10日㈪〜12月15日㈬

区分、
職種

5月10日㈪〜12月15日㈬

昭和56年5月31日以前で着工された一定規模以上の共同

●対象

昭和56年5月31日以前に着工された耐震性のない一戸建て

●受付期間

補助金額

建築物の耐震診断費用の補助

å1009204

無料（耐震診断員派遣方式）

●補助額

対象工事

危険性のあるブロック塀などを撤去し、 ▷ブロック塀撤去費の3分の2（上限10万円）
市が推奨する生け垣を設置する工事 ▷生け垣設置費の3分の2（上限5万円）

（令和4年1月31日㈪までに完了報告書を提出）

昭和56年5月31日以前で着工された一戸建て木造住宅

●受付期間

道路など（国・県・市道など）
に面する高さが0.8ｍを超えるブロック塀

●対象

①移転の支援

5月10日㈪〜11月30日㈫

木造住宅の耐震診断

●費用

å1009207

土砂災害特別警戒区域内の
既存建築物に対する支援

対象工事費の4分の3（上限50万円）

（ 大学卒業
程度 ）

踏切内歩道拡幅工事に伴い、主に夜間全面通行

●規制期間

開催を希望する日

●申込方法

JR平原踏切の
通行規制のお知らせ

ブロック塀等撤去の補助

市内の事業者が施工

※開催時期などは、決まり次第お知らせします

止めとなります。

10人以上の市民で構成する団体など

（令和4年1月31日㈪までに完了報告書を提出）

●対象 ３密を回避するためのレイアウト変更、接触の低減、衛生環境

●対象

5月10日㈪〜12月15日㈬

●受付期間

●受付期間

5月10日㈪〜11月30日㈫

●受付期間

除却工事費の23％
（上限50万円）

倒壊の危険性の高いブロック塀などを
ブロック塀撤去費の3分の2（上限10万円）
撤去する工事

②新しい生活様式に対応した
事業所リフォームの補助

宇部市職員採用試験

市政情報出前講座

）

対象工事費の2分の1（上限15万円）

●受付期間

å1009204

昭和56年5月31日以前に着工された耐震性のない一戸建て

●補助額

市内の事業者が施工

●補助額

①②の申請方法は、
うべ電子申請サービスか郵送

●対象

※Bのみの工事の場合は補助対象外

●要件

※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

木造住宅の除却の補助

※AのみかAに加えてBを併せて行うリフォーム工事

を身に付けることを目的とした講座（年5回）

た時点から通話料金がかかります。

å1004637

衛生環境など配慮した改修工事など

●対象

市役所 ロビー

消費者にとって身近な「くらしに役立つ知識」

■相談は、消費者ホットライン
「188(いやや)」
へ！

※費用が税抜５万円以上
▷A
「新型コロナウイルス感染症対応工事」
在宅ワークスペースの確保、接触の低減、

（

❸

木造住宅を除却後、居住誘導区域内に住み替える場合の除却工事費

木造住宅の耐震改修費用の補助

5月10日㈪〜21日㈮

●場所

å1002203

●対象

●補助額

【消費生活パネル展】

●期間

①新しい生活様式に対応した
住宅リフォームの補助

●要件

消費生活について
学んでみませんか？

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

>22−6013

など配慮した改修工事など

不安に感じたり、判断に迷った場合は、消費生活センターや警察に相談しましょう
①
②
③
④
⑤

☎34−8434

（断熱ユニットバス、屋根・外壁の断熱化、太陽光発電設備など）

記載されており、不審だ。

■消費者トラブルに遭わないための心得

■問い合わせ 建築指導課

▷B
「健康・省エネ住宅に資するリフォーム工事」

大臣名が記載されているほか、URLも

アドバイス
▷市役所や保健所などの行政機関の職員が、
「新型コロナワクチン接種を優先

住宅と事業所の安全・安心を支援します

広報うべ 2021年５月号

16人
3人
3人
1人
1人

令和３年７月１１日㈰
●申込期間
○うべ電子申請サービス
…５月２５日㈫〜６月２０日㈰
●試験会場
宇部市総合福祉会館

採用予定人数 ●試験日
7人

▷昭和56年4月2日〜平成6年4月1日生まれ
▷大学(短期大学を除く)を卒業した人又は令和4年3月末までに卒業見込みの人 など

2人

▷平成6年4月2日〜平成14年4月1日生まれ
▷保育士資格及び幼稚園教諭免許の両方を有するか令和4年3月末までに取得見込み

2人

※その他資格要件あり

令和３年６月２７日㈰
●申込期間
○うべ電子申請サービス
…５月７日㈮〜６月６日㈰
●試験会場
男女共同参画センター・
フォーユー

採用予定人数 ●試験日

【共通】◆その他 ○受験資格等の詳細については、受験案内などによりご確認ください。
●申込方法 原則うべ電子申請
○新型コロナウイルス感染症の状況により試験日等を変更する可能性があります。
サービスからによる申込み
○初級（高校卒業程度）
などの採用試験の実施については、広報うべ8月号と市ウェブサイト https://s-kantan.jp/ube-u/
で詳細をお知らせします。
■申し込み・問い合せ 人事課 ☎34−8129 >22−0686

健康づくり
推進審議会委員を
募集
■申込先 健康増進課
☎31−1777 >35−6533
hose@city.ube.yamaguchi.jp

å1012237
●内容 健幸長寿のまちづくりの推進に関する提言や検討など
●応募資格 市内に居住、通勤、通学する20歳以上で、年間2回程度、平日の会議に出席できる人
●任期 8月1日〜令和5年7月31日
（2年間） ●募集人員 2人
（800字以内）
と応募用紙を、
●応募方法 小論文「健幸長寿のまちづくりの実現をめざす本市への提言」
持参・郵送・ＦＡＸ・メールのいずれかで提出

※応募書類は、市役所、保健センター、北部総合支所、各市民・ふれあいセンターに設置のほか、市ウェブサイトに掲載
※メールの場合は、開封確認メッセージの要求か、電話で到達確認をしてください。

●応募期限

5月31日㈪

❹ 広報うべ 2021年５月号
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SDGs未来都市・宇部

最新のハザードマップを確認しておきましょう

■問い合わせ 防災危機管理課 ☎34−8139 >29−4266
想定最大規模の降雨による真締川及び有帆川の

地区に配布しますので、
自宅周辺の災害の危険性を
確認しておきましょう。

ハザードマップ上で、自宅のある場所に
色が塗られていますか？

真締川：神原、琴芝、上宇部、川上、小羽山、新川、
鵜の島、藤山

はい

有帆川：船木、万倉

災害の危険があるので、原則として、
自宅の外に避難が必要です

※市ウェブサイトでは、洪水・高潮・土砂災害・ため池・
津波といった災害種別ごとのハザードマップなどを
掲載しています。自宅周辺の危険箇所の確認や避難
経路の選定、マイタイムラインの作成などにご活用
ください。
宇部市

ハザードマップ

（

浸水の危険があっても、下記のすべてに当てはまる
場合には、自宅にとどまり安全確保することも可能
です

①ハザードマップの
「家屋倒壊等氾濫想定区域」
外である
②浸水する深さより高い所にいる
③水、食料などの備えが十分にある

避難行動判定フローを確認しましょう
ハザードマップと併せて避難行動判定フローを

安全な場所に住んでいる親戚や知人は
いますか？
はい

いいえ

警戒レベル３が出たら、
安全な親戚や知人宅に
避難しましょう
（日頃から相談しておき
ましょう）

警戒レベル３が出たら、
指定緊急避難場所か、
地域で決めた避難場所
があればそこに避難
しましょう

警戒レベル4が出たら、
安全な親戚や知人宅に
避難しましょう
（日頃から相談しておき
ましょう）

警戒レベル4が出たら、
指定緊急避難場所か、
地域で決めた避難場所
があればそこに避難
しましょう

※警戒レベルは、市が防災メールなど様々な方法でお知らせします。

準備しておきましょう。

入力。正解でヒントとなる文字のスタンプが獲

得できる。
９つのスタンプを集めて、
ゴールを

▷ときわ公園の野鳥観察会 他 要事前申込
日時 5月15日㈯ 9時30分〜11時30分

目指そう。

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。

手続きが必要な人には更新の案内を郵送しますので、早めに手続

きをしてください。
規

の

申

請 随時受け付けています

●第二弾！桜染めをしてみよう！ 要事前申込

5月26日㈬ 10時〜11時
800円 定員

費用

小学校就学前の児童

▷対象者

②療育手帳「A」の交付を受けている

▷所得制限 なし ▷一部負担金

③精神障害者保健福祉手帳（1級）
の交付を受けている

子ども

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

▷対象者

⑥①〜⑤と同程度の障害があると県が認定している

を学び、バラの栽培を始めませんか？
日時

5月22日㈯ 10時30分〜12時

定員

先着15人

費用

14時〜15時

各先着6人

制作のため、子どもたち
（概ね15歳まで）の写真

を募集します。

☎34−8314

ひとり親家庭、乳幼児・子ども･･･子育て支援課

令和4年度から10年間のまちづくりの指針となる「第五次宇部市

アイデアを出し合うワークショップに参加しませんか。
日時 6月6日㈰、6月13日㈰ 各10時〜12時
文化会館

定員

20人

対象

市内在住か在勤・在学で、全2回参加可能な高校生以上の人

最新作『シン・エヴァンゲリオン劇

宇部市在住または宇部市に居住歴のある

場版』の公開を記念したパネル

人の子ども時代の写真

展を開催中です。

100年前のものから現在のものまで

▷ここでしか見ることのできない

子ども１人につき、1点の応募

特別なパネルを設置

▷グッズのショップを出店

▷画像データの場合

メールで送付してください。

å1012244

日時

▷プリントした写真の場合

応募用紙と写真を秘書課に郵送してください。

※応募用紙は、市役所、北部総合支所、各市民センターに設置
宛先 〒755−8601宇部市常盤町一丁目7番1号

※提出された写真は他の市制施行100周年記念事業でも使用させていた

だく場合があります。※提出物は原則返却しません。
6月11日㈮まで
☎34−8109

☎34−8332 >22−6051

å1012187

ふれあいセンターに設置のほか、市ウェブサイトから

申込期間
申 込 先

ダウンロードできます。

5月6日㈭〜21日㈮

5月31日㈪まで

10時〜18時30分

定休日 毎週水曜日
場

所

TOKiSMA

問い合わせ先

秘書課

宇部フィルムコミッション
事務局：一般社団法人

（

入場料無料

宇部観光コンベンション協会

☎0836−34−2050

>22−0618

「山口県央連携都市圏域」のおすすめ情報を紹介します。
第10回
秋吉台音楽コンクール
●日時 5月3日（月・祝）〜5日（水・祝）
10時から
■場所・問い合わせ 秋吉台国際芸
術村
（☎0837−63−0020）

企画展『武者の美〜
毛利家伝来の武具〜』
●日時 5月23日㈰まで
9時〜17時（入館は16時30分まで）
■場所・問い合わせ 毛利博物館
（☎0835−22−0001）

応募方法 申込用紙を提出。用紙は市役所、北部総合支所、各市民・

総合計画」の策定に向けて、未来のまちづくりについて考え、意見や

（☎37−2888）

山口ゆめ回廊 地域通訳案内士育成研修

●展示期間 5月23日㈰
9時〜15時
●場所 浜崎本町筋周辺
■問い合わせ 旧山村家住宅
（☎0838−22−0133）

春の津和野
謎とき散歩
●日時 5月31日㈪まで
■場所 津和野町内
■問い合わせ 津和野町観光協会
（☎0856−72−1771）

外国人旅行者に、山口県央連携都市圏域内の魅力を伝える通訳案内ガイド

●内容

竜王山公園の
ヒメボタル
●見頃 5月中旬〜6月上旬
●場所 竜王山公園
■問い合わせ 山陽小野田市都市計
画課
（☎82−1162）

一の坂川流域
ゲンジボタルの乱舞

●見頃 5月下旬〜6月上旬
●場所 一の坂川流域
■問い合わせ 山口市観光交流課
（☎083−934−2810）

接遇、観光知識の習得、語学、実務 など

●対象 英語、中国語で事務局が設定する語学力を有する人

になりませんか。※ガイドは有償

☎34−8483 >22−6008

●日時 6月27日㈰〜10月17日㈰の隔週日曜（全9回） 各10時〜16時（予定） ●申込期間
11月7日㈰

詳細はこちら

小郡ふれあいセンター、小郡地域交流センター

新総合計画策定グループ

●口述試験

※事前選考あり

●場所

）

>0836−29−3303

浜崎伝建おたから
博物館

>22−6052

宇部市まちづくりワークショップの参加者を募集

電話受付開始

本市出身の庵野 秀明監督の

無料

原則医療費総額の2割分（令和3年8月から無料）

■問い合わせ 重度心身障害者･･･障害福祉課

5月6日㈭ 8時30分〜

シン・エヴァンゲリオン劇場版
公開記念パネル展 in 宇部

市制施行100周年記念式典で上映する動画

■申込先・問い合わせ 秘書課

父母の市民税所得割額の合計が一定額以下であること

▷一部負担金

申込期間

共通事項

申 込 先 ときわミュージアム

500円
（入館料込み）

小学校1年生から中学校3年生の児童

▷所得制限

本人の所得が一定額以下であること

常盤動物園協会（☎21−3541）

植物館のバラを見ながら、品種や栽培のポイント

子どもたちの写真を募集

●申込期間

乳幼児

①身体障害者手帳（1〜3級）
の交付を受けている

場所

通院500円

無料、保険薬局
（院外処方の交付に限る）
は無料

次のいずれかに該当する人

無料

1医療機関1ヶ月あたり上限額

▷一部負担金

入院1,000円
（令和3年8月から無料）※小学校就学前の児童は

重度心身障害者

▷一部負担金

市民税所得割非課税世帯であること

▷所得制限

申込先・問い合わせ

●育ててみよう素敵なバラ
（講習会、ガイド） 要事前申込

※詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。▶

（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）

ので、詳細はお問い合わせください。

▷所得制限

当該児童

②父母のいない高校生以下の児童

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

▷対象者

①高校生以下の児童を養育する、
ひとり親家庭などの父または母と

5月15日㈯ 13時30分〜15時30分

ときわミュージアムのイベント・ワークショップ ミ

●応募方法

次のいずれかに該当する人

▷対象者

受給者証を持っている人 有効期限が近づいています

新

ひとり親家庭

日時

集合場所 ときわ公園正面入口

日時 ５月３日（月・祝）〜３０日㈰ ９時３０分〜１７時

●応募内容

福祉医療費受給者証（通称：カクフク）の手続きを

先着20人

定員 先着20人（所要時間15〜30分程度）

●バードウィーク

日時 5月15日㈯、16日㈰ 各10時〜11時

いいえ

確認し、
自身にとって最適な避難行動をとれるよう、

※園内施設休業日はイベントはお休みです。

トートバッグを染めてみませんか？

はい

検索

園内に設置された謎を解き、回答をアプリに

定員

▷鳥になりきっちゃおう！ モ

マートフォンなどの端末が必要です。

公園内の桜やマリーゴールドから作った染色液で

いいえ

安全な場所に住んでいる親戚や知人は
いますか？

å1001290

）

はい

検索

水害対応タイムライン

例外

※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

※ご参加にはインターネット接続が可能なス

幻のお姫様を救い出せ！ 他

安全な場所にいる人は避難する必要はありません。
※色が塗られていなくても、周囲より低い土地や
崖のそばなどにお住まいの方は、必要に応じて
避難してください

ご自身または一緒に避難する方は避難に
時間がかかりますか？

å1001256

宇部市

いいえ

■問い合わせ ときわ公園企画課 ☎54−0551 >51−7205
園内施設休業日…毎週火曜
（5月4日を除く）
、5月10日㈪

ときわ公園に捕らわれた

●謎解きラリー

必ず取組みましょう

あなたがとるべき避難行動は？

❺

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

避難行動判定フロー

浸水想定区域が、山口県により指定・公表されまし

た。5月1日から、最新の「洪水ハザードマップ」を対象

のイベント

広報うべ 2021年５月号

●定員

英語30人、中国語10人程度

■申込先 山口観光コンベンション協会

5月17日㈪〜6月17日㈭
☎083−933−0088 >083−933−0089
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お 知らせ
催

し

みんなおいでよ
図書館こども春まつり
ボランティア団体による読み聞か
せ、人形劇、紙芝居、腹話術、手品
など! 5月8日㈯ 14 時〜15 時 40 分
{50人程度<靴を入れる袋
#}図書館（☎21−1966、>21−
3801）

市制施行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」
をテー
マにパネル展を開催!5月12日㈬
〜6月6日㈰開館時間#学びの森
くすのき}UBEビエンナーレ推進
課（☎51−7282、>51−2777）

まちなかフラワーフェスタ
＆緑化祭

緑と花に関するイベント、お花・園
芸資材などの販売。市制施行100
周年記念グッズをプレゼント
（先着
100 人）! 5月22日㈯ 10 時〜16 時
#新天町名店街アーケード}公
園緑地課（☎ 34−8485 、> 22−
6050）

宇部市デジタルミュージアム
プレイベント
講演①デジタルミュージアムの概
要②デジタルミュージアムを楽しも
う！
！!5月22日㈯13時半〜15時
#文化会館{ 120 人}学びの森
くすのき（ ☎ 6 7−1 2 7 7 、> 6 7−
0691）å1012153

〜74 歳になる国民健康保険の被
保険者で、令和元・2年度に脳ドッ
クを受診していない人。※脳ドック
を受診する人は特定健康診査は
受診不可。ペースメーカー装着者
や入れ墨などのある人は、予約時
に医療機関へ要相談&10,000円
{ 400 人（先着順）|国民健康保
険被保険者証、特定健康診査受
診券を持参し申込書を提出~5月
11日〜来年1月14日_保険年金課
（☎34−8294、>22−6019）、北部
総合支所、各市民センター
å1001869

がん検診が始まり
ます

対象者には5月上旬に受診券を送
付▷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!5
月10日㈪〜来年1月20日㈭%検診
の種類ごとの開始年齢に達し▷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&年齢により異な
る（受診 券に印字）_ 保 健セン
ター
（☎31−1777、>35−6533）
å1004988

外国人のための
日本語講座
（春期）
基礎的な日本語と日本の生活習
慣などを学習※オンライン講座
! 5月12日㈬〜7月14日㈬各 19 時
〜20時半（全10回）%市内に在住
か就労する外国人|=名前、国
籍、
日本語学習歴※ 5月12日にク
ラス分け_観光・グローバル推進
課（☎ 34−8136 、> 22−6083 ）
kokusai@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

シルバー人材センター
入会説明会

神田京子独演会

フィジカルディスタンス公演 2021
就労を希望する会員を募集。まず
年度第一弾は、県在住の講談師
は説明会にご参加ください! 5月
神田京子の講談! 6月20日㈰ 14
13日㈭、27日㈭各 13 時半〜#多
時〜#文化会館&全席指定：一
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
般2,000円、大学生以下1,000円
}文化創造財団（☎ 35−3355 、 （☎31−3251、>31−4334）
>31−7306）

募

集

国民健康保険
脳ドック
▷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
療機関はお問い合わせを!来年3
月31日㈭まで%令和3年度中に40

伸び伸びストレッチ! 5月26日㈬
15時〜16時半#渡辺翁記念会館
{30人~5月24日まで
●宇部の魅力大発見！宇部サイク
リングツアー!5月29日㈯9時〜12
時#山口宇部空港ふれあい公園
駐車場集合%中学生以上
&1,000円（保険料、昼食・飲み物
代含む）{ 20 人<自転車、ヘルメ
ットなど~5月21日まで
_うべ探検倶楽部（☎39−7460）
}スポーツコミッション（ ☎ 39−
7653、>39−6584）

Web版 離乳食教室
（後期コース）
講話「離乳食の進め方について」
! 5月19日㈬ 10 時半〜11 時 10 分
%生後9カ月〜1歳3カ月児の保護
（予約制）
者{10人（先着順）
と質問内容、児の名
|=∑（7面）
前・生年月日・月齢~5月6日から
_こども・若 者 応 援 課（ ☎ 3 1−
1732、>21−6020）
ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

マタニティ♥サロン
講話「保育士・保健師・栄養士の
はなし」
（抱き方、絵本など）、相談
会! 5月24日㈪ 13 時半〜14 時半
#多世代ふれあいセンター%妊
娠中期（16週）以降の妊婦{10人
（先着順）
（ 予約制）<筆記用具・
親子健康手帳（母子健康手帳）
~ 5月6日から_こども・若者応援
課（☎31−1732、>21−6020）

県営住宅入居者
申込書と募集団地一覧表を5月6
日から配布~ 5月20日〜31日_県
施設管理財団宇部支所（☎ 37−
0878、>35−0233）

てくてくまち歩き

サテライトカレッジ
「文学の魅力にふれてみよう」
「吉備津の
6月5日㈯『雨月物語』
釜」② 6 月 12日㈯『 酔っ払いのう
た』各 13 時半〜15 時※部分受講
可{各30人（先着順）|*?=申
込用紙 ∑（ 7 面 ）~ 5 月 21 日まで
#_図書館（☎21−1966、>21−
3801）

総合集団健診
!#① 6月7日㈪ときわ湖水ホー
【女
ル、②6月19日㈯保健センター
性限定・託児あり】、③ 6月26日㈯
保健センター、各 9 時〜12 時※詳
細は市ウェブサイトに掲載※要事
前予約%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~①5月13日
から、② 5月18日から、③ 6月1日か
ら_保健センター（☎ 31−1777 、
>35−6533）
https://s-kantan.jp/ube-u/ å1001868

要約筆記者養成講座
聴覚障害者などに、話の内容を伝
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
12日〜12月18日の土曜、10時〜17
時（全25回）&テキスト代3,670円
{ 2 0 人 程 度 < パソコンコース
はノートパソコン（Windows 8 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94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
31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

「リフレッシュ瀬戸内」
海岸清掃

● 100 年前の海岸線と沖ノ山と
美しい瀬戸内海を守るため、東岐
波・西岐波海岸の清掃活動への
は？
（約 4 km）! 5月23日㈰ 9 時 15
分〜12時#ヒストリア宇部前集合
参加者を募集! 6月13日㈰ 9 時〜
※フジグラン宇部バス停解散~5
11時#東岐波・西岐波海岸（開会
スポーツコミッションの
月21日まで
式は東岐波体育広場と白土海水
イベント
●菩提寺山から平原八幡宮へ
浴場）<怪我をしないような服装
サイクリングツアーは対象外
薫風の迫条路を巡る
（約 4 . 5 km） （軍手、運動靴、帽子）|*?団体
●県下最古の龍心庭で坐禅体験
!5月29日㈯9時50分〜12時#西
名、人数、代表者の連絡先~団体
宇部ふれあいセンター集合~5月
（足が組めない人も椅子坐禅で参
での参加は5月28日まで_土木河
川港湾課（☎ 34−8406 、> 22−
加可）!① 5月17日㈪、② 6月7日
28日まで
㈪各 10 時〜12 時#宗隣寺& 800
{各 20 人（先着順）<タオル、飲
6050）
円（菓子・茶付き）{各 30 人<足
み物_観光・グローバル推進課
食生活改善推進員
が組める服装~① 5月14日まで、 （☎34−8353、>22−6083）
（ヘルスメイト）
養成講座
②6月4日まで
食に関する啓発活動を通して、地
●渡辺翁記念会館見学ツアー＆

広報うべ 2021年５月号
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∑…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

域の健康づくりを支えるボランティ
私のあしながおじさん
アを養成する講座※修了後は、食
プロジェクトin宇部
生活改善推進員として地域で活
$未来を担う子ども達に、文化・
動すること!6月18日〜来年1月21
日の原則第3金曜（全8回）、主に9
芸術の「感動」を届けるプロジェク
時半〜
（ 4 時間程度）#保健セン
ト。子ども達へ鑑賞体験プレゼント
ター、福祉会館&調理実習（全 4
や、表現活動などのワークショップ
回）は1 回 400円程度{ 30 人<筆
開催に役立てます。※詳しくは財
記用具、エプロンなど~6月11日ま
団ホームページに記載&寄付金
で_健康増進課（☎ 31−1777 、 額 1口10 , 000 円}文化創造財団
>35−6533）
（☎35−3355、>31−7306）

うべ障害者就労ネット
サポーター
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%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、市ウェブサイトに掲載
~5月3日〜6月30日※期限以降も
随時申込可能_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

お知らせ
令和３年経済センサス 活動調査

6月1日を期日とし、すべての事業

所と企業を対象にする調査。
５月
中旬から調査員が訪問。※調査員
は調査員証及び腕章を必ず身に
着けています。回答は、
できる限り
インターネットでお願いします}総
務管理課（☎ 34−8114 、> 22−
0686）

日常生活用具の
基準額等の変更

●情報・通信支援用具（スマート
フォン用）
を新設。基準額 50 , 000
円、耐用年数4年。パソコン用とは
子どもの夢の実現を支援
別に給付可。●情報・通信支援用
「子どもの夢チャレンジ助成金」 具（パソコン用）の基準額の変更。
子どもたちの将来の夢の実現に
基準額 80 , 000 円から100 , 000 円
へ。スマートフォン用とは別に給付
つながる活動にかかる経費に対
可。&原則、購入費用の１割を自
し、5 万円を上限に助成※所得制
限あり。要件などの詳細はお問い
己負担※所得などで負担の割合
合わせを%小学4年〜高校3年
が変わります<身体障害者手帳
|申請書と作文を提出。申請書は
|申請 書を提 出 _ 障 害 福 祉 課
申込先、市役所、北部総合支所、 （☎34−8314、>22−6052）
各市民・ふれあいセンターなどに
障害のある人や福祉車両の
設置~活動開催月の前々月末ま
軽自動車税（種別割）の減免
で※最終は来年1月31日まで_こ
ども・若者応援課（☎ 34−8447 、 身体障害などで一定の要件に該
当する場 合 、軽自動 車 税（ 種 別
>21−6020）å1010728
割）
を減免。
また、障害のある人が
利用するための仕様（車椅子の昇
å1005311

市政だより放送日
※時間は変更になる場合があります

寄付金報告

（80.4MHz）

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）

5万円以上の寄付について報告します
（3月分、敬称略）

ご協力ありがとうございました。■問い合わせ 財政課 ☎34−8173

支局
（☎21−7211、案内番号［3］）

降装置など）
を持つ車に対する減
免 制 度もあり
（ 事 業用の車は除
く）。減免を受けるには手続きが必
要。納税通知書が届いたらお問い
合わせを~5月31日まで}市民税
課（☎34−8197、>22−6084）

統合失調症・
うつ病相談会

監査結果の公表
観光・シティプロモーション推進部
と北部・農林振興部を対象にした
監査の結果を掲示!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）

特設人権相談所を開設
差別や暴行・虐待を受けた、セク
ハラ・パワハラを受けた、
いじめ・体
罰を受けた、名誉・プライバシーを
侵害されたなど、人権問題全般に
ついて、人権擁護委員が相談に応
じます!6月1日㈫9時半〜12時
#市役所}山口地方法務局宇部

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
5日㈯13時〜15時#福祉会館
%本人、家族_むつみ会
（☎>35−3365）

スポーツ安全保険に
加入しませんか
誰もが安心してスポーツや文化な
どの団体・グループ活動ができる
よう、傷害保険・賠償責任保険・突
然死葬祭費用保険の 3つの補償
を完備した保険※4人以上から加
入可_スポーツ安全協会山口県
支部（☎083−921−6185）

宇部港廃棄物埋立護岸築造
事業環境監視結果の縦覧
! 5月7日㈮〜6月7日㈪#}県宇
部港湾管理事務所（☎31−3311、
>31−3310）

広告掲載事業者の募集 水道メーター検針票
●広告期間

1期（2カ月）
または半期（1カ月）単位

●配付枚数

偶数月に市東部約40,000枚、

●規

縦92㎜×横173㎜、
モノクロ

格

●広 告 料
●申込期限

奇数月に市西部約40,000枚

■申込先・問い合わせ

1期330,000円

上下水道局営業課

（半期は半額）

期によって異なる

☎21−2295

>21−2172

東京2020

å1004874

オリンピック聖火リレー

▷聖火ランナーの出発を祝うセレモニーほか
●日時 5月14日㈮

●場所

8時18分〜

恩田運動公園野球場

詳細はこちら

※状況に応じて、入場制限あり

▷聖火リレー
●時間

5月14日㈮

8時35分スタート〜9時18分ゴール

●ルート 恩田運動公園野球場→

ときわ公園UBEビエンナーレ彫刻の丘

●駐車場 恩田運動公園駐車場（西京銀行奥、補助競技場解放）
ときわ公園東駐車場（湖水ホール前）

●臨時駐車場 山口宇部空港ふれあい公園

（7時から 恩田運動公園付近までシャトルバスにて送迎）

●交通規制ご協力のお願い リレールートと周辺道路において

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・7,000,000円
小林 立夫（宇部市西宇部北）・

交通規制を実施します。また 、宇部市営路線バスの迂回が

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・2,050,000円
株式会社ヤナギヤ（宇部市大字善和）

ご協力をお願いします。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・5,000,000円
宇部工業株式会社（宇部市大字妻崎開作）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・700,000円
塚原建設株式会社（宇部市大字藤曲）・

生じます。安全かつ円滑な聖火リレー実施のため、ご理解と

■問い合わせ

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・500,000円
SIS株式会社（宇部市明神町）

▷東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレー

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・50,000円
株式会社三洋建設（宇部市西中町）

▷宇部市営路線バス迂回問合せ ☎31−1133

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・250,000円
明治安田生命保険相互会社（山口県下関市）

宇部市実行委員会事務局

☎34−8628

>22−6083

>22−1772

❽ 広報うべ 2021年５月号

今月の日曜・祝日当番医
日

診療科 時間

小児科

9時〜17時

5月2日㈰

3日（月・祝）

宇部市休日・夜間救急診療所

SDGs未来都市・宇部
※当番医の最新情報や救急病院については、市ウェブサイトをご覧いただくか、 å1004887
にお問い合わせください。
救急医療電話相談または消防指令センター
（☎21−2866）

4日（火・祝）

内科・外科

9日㈰

むらかみこども
クリニック
東須恵
☎44−4976

いのくまこども
クリニック
西岐波
☎51−0880

※12時〜13時は待合時間

竹川小児科医院 かわかみ整形外科 鈴木小児科医院
・小児科クリニック 今村北
19時〜22時 厚南中央
野原
☎41−3100
☎51−1100
☎37−3700

9時〜21時

5日（水・祝）

☎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
※0時〜 9時、21時〜 24時は、救急病院で対応します。

16日㈰
松岡小児科
西宇部南
☎41−8005

23日㈰
きばた小児科
東岐波
☎58−6333

30日㈰
金子小児科
上町
☎22−0006

☎31−1099

●歯科 日時 5月3日（月・祝）〜5日（水・祝）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（月・祝）〜5日（水・祝）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
●受診の付添いは、最低限の車・人数で、お願いします。マスク着用のうえ、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
▷子ども（おおむね15歳未満）☎＃8000または☎083−921−2755 小児救急医療電話相談（毎日19時〜翌朝8時）
宇部市 休日・夜間診療
▷おとな（おおむね15歳以上）☎＃7119または☎083−921−7119 救急安心センター（毎日24時間）

定例無料相談

■弁護士相談 !5月7日㈮13時半〜15時半 予約受付中 !5月19日㈬13時
半〜15時半 予約受付開始5月10日㈪8時半〜 !6月2日㈬13時半〜15時半
予約受付開始5月20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12日㈬、26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8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
（☎34−8157）
8時半〜17時15分 #}宇部市消費生活センター
■中小企業・小規模事業者向けの経営相談 !5月18日㈫ #市役所
（☎083−922−3700）
{4組 ~5月11日まで _県よろず支援拠点
■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）
■犯罪被害（交通犯罪含む）
に関する相談 !5月20日㈭13時〜15時
（☎083−974−5115）
※要予約 #市役所 _山口被害者支援センター
■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）

!
19

時まで # 市役所

窓口の時間延長

業務

■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18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 ~5月14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 !5月11日㈫、27日㈭各10時
〜16時、5月15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）
■若者の働くことに関する相談 !火〜土曜日 9時半〜17時半
}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。

日時

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
所得証明書など、各種証明書の発行

検索

問い合わせ

課

☎34−8243

>22−6017

市 民 税 課

☎34−8197

>22−6084

子育て支援課

☎34−8330

>22−6051

保育園の入園、保育料に関する手続き
国民健康保険の各種手続き、保険料の納付と相談

保育幼稚園学童課

☎34−8327

>22−6051

市税の納付と相談

収

☎34−8202

>22−6014

児童手当、児童扶養手当、福祉医療費助成、
養育医療

情 報カレンダー

市
毎週木曜日
※祝日を除く

5月1日〜6月5日

5月1日㈯ 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）

3日㈷ 献血・400mL限定（ゆめタウン宇部 10時〜12時、13時15分〜16時）
7日㈮ 行政相談（市役所 9時〜12時）

11時〜14時半）
8日㈯ 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）
11日㈫ 高齢者障がい者のための弁護士電話法律相談
「まちなか保健室」
介護・健康相談
（TOKiSMA

（☎083−920−8730 10時〜12時）

14日㈮ 「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA 11時〜14時半）
15日㈯ 司法書士による多重債務問題などの電話相談会
（^0120−003−821 10時〜15時）

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）

おはなしのじかん(幼児向け)
（図書館

民

保険年金課
納

課

☎34−8289

>22−6019

すべて予約不要で参加できます
（㊒は有料、または一部有料）

16日㈰ 献血・400mL限定（ゆめタウン宇部 10時〜12時、13時15分〜16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）
18日㈫ 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）
19日㈬ 「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）
「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）
21日㈮ 「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA 11時〜14時半）
元気アップ教室 スクエアステップ
（TOKiSMA 13時半〜14時半）
22日㈯ 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）
25日㈫ 高齢者障がい者のための弁護士電話法律相談（☎083−920−8730 10時〜12時）
26日㈬ 行政相談（福祉会館 9時〜12時）
28日㈮ 「まちなか保健室」介護・健康相談（TOKiSMA 11時〜14時半）
6月5日㈯ 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2日㈰、9日㈰、16日㈰、23日㈰、30日㈰
時〜15時15分 #青少年会館 &19歳以上55円

各14

