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※6月18日時点の情報をもとに作成しています。※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

（　）内は前月比。2021年5月末日現在
（転入・転出は5月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
77,596
84,827
162,423
79,934

（－85）
（－38）
（－123）
（－2）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入279人  転出325人

Vol.2—希望あふれる未来へ—  宇部市100歳100th Anniversary

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
市民優待券

有効期間　令和3年7月17日㈯～7月26日㈪

有効期間　令和3年7月17日㈯～7月26日㈪
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動物園・植物館に無料でご招待！！
●開催日　7月17日㈯～7月26日㈪
　下の市民優待券に人数を記入しお持ちください

宇部市100歳記念スタンプラリー
●開催日　7月17日㈯、18日㈰ 各日10時～16時
●抽選場所　ときわ遊園地観覧車前
　遊園地内の対象施設ご利用で、スタンプを集めてガラポン抽選に参加しよう！

宇部市100年の歴史パネル展
●開催日　７月17日㈯～8月1日㈰ 9時半～17時
●場所　体験学習館モンスタ
　宇部市100年の歴史から振り返る、動物園の
　歴史も見られるパネル展を開催。

市制施行100周年記念フォトフレームをプレゼント
●日時　7月24日㈯ ９時30分～
●配布場所　体験学習館モンスタ
　先着100名様  ※中学生以下

■問い合わせ　市制施行100周年記念事業推進課
　　　　　　　☎34－8898　>22－6063
　　　　　　　ときわ公園企画課
　　　　　　　☎54－0551　>51－7205

日 前 謝 デ ー in100 感

詳しくは
専用サイトへ▶

16歳以上64歳以下の方 新型コロナワクチン接種が始まります 費用
無料　6月18日から接種券を郵送しています。まだ届いていない人は、お問い合わせください。

「集団接種日程」「ワクチン接種可能な医療機関一覧」を同封しています。ご確認ください。

■問い合わせ　宇部市新型コロナウイルス感染症医療対策室　☎39－9908　>35－6533
※市ウェブサイトには最新の情報を掲載しています▶

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！

個別接種（医 療 機 関）
治療中の病気がある人は、かかりつけ医療機関へ直接
ご予約ください。

集団接種（公共施設等）集団接種会場日程表をご確認のうえ、ご予約ください。
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å1004906

電話での予約・キャンセル
8時30分～17時15分（月～土※祝日除く）
宇部市新型コロナワクチン予約・相談センター
☎0570－003－063　>082－542－1337

ウェブでの予約・キャンセル（24時間対応）

市ウェブ
サイト
å1012325

障害者手帳をお持ちの方 6月23日㈬

7月1日㈭

7月1日㈭

7月15日㈭
8月16日㈪

7月1日㈭

7月1日㈭

7月1日㈭

7月18日㈰
8月19日㈭

電話・FAX

電話・FAXまたは
ウェブ予約

基礎疾患がある方（自立支援医療を含む）

60歳～64歳（令和3年度中到達年齢）
上記以外の16歳以上の方

高齢者・障害者施設等従事者
（通所・訪問系サービス事業所従事者含む）

対象者 集団接種予約方法 予約開始日 接種開始日 手話などのコミュニケーション
支援員を配置します
●ときわ湖水ホール
　7月4日㈰ 9時～13時・14時～19時
●総合福祉会館
　7月22日（木・祝） 14時～19時
●楠総合センター2階
　8月7日㈯ 14時～19時

ご予約にお困りの場合は…
「新型コロナワクチン接種
 お助け隊」がお手伝いします。

詳しくは、各地区
市民センター・ふれあいセンターまで

65歳以上の方もお気軽に！

12歳以上15歳以下の方について 7月下旬にワクチン接種券（クーポン券）を郵送する予定です。

※基礎疾患の種類は、接種券同封のリーフレット参照

（　　　　　　　　　　　　　　）音声言語障害により、電話での
コミュニケーションが困難な人

佐藤クリニック、はらだクリニック、廣重内科、まつなが整形外科クリニック
鈴木小児科医院

●かかりつけ患者以外も個別接種可能

●かかりつけ患者のみ個別接種可能

医療機関
追加のお知らせ

令和３年

11月1日

市制記念日
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広報うべ 2021年７月号 広報うべ 2021年７月号❷ ❸SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

ファミリー層に大人気のリア
ル宝探しイベント開催！
地図を元に手がかりを集めな
がら、謎を解き、隠された
「宝」を探し出そう！クリアする
と抽選で豪華賞品が当たる
チャンス！圏域を巡って、すべ
ての宝を集められるかな？

地域のキーパーソンと全国で活躍するゲストが、
地域の魅力や未来について語ります。
　　【テーマ】「伝統から紐づく暮らし」

「きむらとしろうじんじんの
野点」のお話と、実施場所
を探すお散歩をします。ボ
ランティア希望や、じんじん
さんに直接お話を聞きた
い人は、途中参加・途中退
出もできますので、ぜひお
気軽にご参加ください。

7/3●▶12/26●土 日
7/18●日 14時～15時半

■問い合わせ
　観光・グローバル推進課
　☎34－8353　>22－6083

を楽しもう

※山口市・宇部市・萩市・防府市・美祢市・山陽小野田市・島根県津和野町

公式
ウェブサイト▶

!…日時　#…場所　%…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　∑…申込時の必要事項（7面参照）　å…ウェブ番号

●ポスター▷題材：明るい選挙をテ
ーマとし、自由▷画材：自由▷大き
さ：四ツ切か八ツ切の画用紙●習
字▷題材：小学1～3年生「みらい」
「せんきょ」、小学4～6年生「明る
い選挙」「政治」、中学生「きれい
な選挙」「民主主義」、高校生は自
由▷大きさ：小学生は半紙、中高生
は自由●標語▷題材：「明るい選
挙」をテーマとし、字数は自由
%小・中学生、高校生、1人各1点ま
で~各学校が定める期限_在籍
する学校}選挙管理委員会事務
局（☎34－8451、>22－6069）

●牛乳パックで船を作ろう！!8月1
日㈰①10時～12時②14時～16時
{各10組（先着順）&100円<はさ
み、カッター、ホッチキス●親子で
読書感想文に挑戦！! 8月8日
（日・祝）10時～11時半{10組（先着
順）<読み終えた感想文を書く本
#学びの森くすのき%小学校低学
年と保護者|*?∑（7面）と学年
_学びの森くすのき（☎67－1277、
>67－0691）

ソーラーカー工作、太陽光発電体
験!8月1日㈰①10時～10時50分
②11時10分～12時③13時～13時
50分#多世代ふれあいセンター
%小学3年生～6年生（保護者同伴
不可）&無料{各回12人<マスク
着用|*?=+∑（7面）と学校
名、学年、保護者氏名~7月30日
_宇部市地球温暖化対策ネットワ
ーク〒755-0045　宇部市中央町2
丁目11－21（☎>38－8183）
unccainfo@ybb.ne.jp

厚東川にすむ小さな生物を観察
し、川の水のきれいさを調べよう。
竹のすばらしさも体験しよう。!8月
7日㈯9時～12時半※少雨決行
#二俣瀬桜づつみ公園、小野ふれ
あいセンター%小学生と保護者
&無料{30人<川に入ることので
きる靴、タオル、帽子、着替え、筆記
用具、飲み物など|?†∑（7面）
と、フリガナ、メールアドレス~7月
14日～30日_環境政策課（☎34－
8248、>22－6016）

遊びを通じ、再利用の方法、資源
の大切さ、自然エネルギーについ
て学び、自然そのものを大切に思
う心を養うことを目的としたエコ工
作!8月9日（月・休）10時～11時半
（受付9時半～）#福祉会館%幼児
～小学生と保護者&無料{30人
（先着順）<お絵かき用品、はさ
み、うちわ（持参できるもののみ）
|*?申込用紙†参加者の氏名
と年齢、住所、電話番号~7月26日
まで_環境政策課（☎34－8245、
>22－6016）

遊びながら学べる起業家体験やビ
ジネスモデルの構築などを通し、チ
ャレンジ精神などを育みます。!8
月21日㈯・22日㈰各13時半～17時
#うべスタートアップ%中・高校生
（両日とも参加できる方）&無料
{15人（申込多数の場合、抽選）
|_うべスタートアップウェブサイト
https://ube-startup.com/
~8月10日まで}うべスタートアップ
（☎39－5010、>39－5184）

小さな子どもが遊べるスポットが登
場！【要事前予約】#恩田運動公園
内（旧水泳プール）!7月17日㈯～8
月15日㈰※毎週月曜日休場①9時
～10時半②11時～12時半③13時
半～15時{各70人&200円（各営
業時間ごとに必要）%小学生以下
（小学3年生以下の場合は保護者
同伴）（水深：30cm）|下記予約専
用電話か市ウェブサイトから事前
予約}▷予約専用電話：じゃぶスポ
事務局®090－8364－6860（9時～
17時）

記号の見方

夏の子ども向けイベント情報
夏休みミニソーラーカー
工作教室

親と子の水辺の教室

夏休みエコ教室「ペットボトル
で風力自動車づくり」

じゃぶじゃぶスポットおんだ
（通称「じゃぶスポ」）オープン！！

起業家教育プログラム
POPCORN CAMP!!2021

明るい選挙啓発作品の
募集

あなたの学びたい！を
応援します

「うちら！ななゆめ調査団！
　　海の七姫と光の護符」 トークイベント「ゆめはくカフェ」リア

ル

宝探
し

【場所】山口県央連携都市圏域

【参加方法】各市町観光案内所やウェブサイト
　(https://huntersvillage.jp/)などで参加冊子
　を入手し参加してください。

【場所】 ｉｇｕａｌ　ｃｏｆｆｅｅ
　　　永山本家酒造場2F（車地138）
【定員】15名（抽選）  【料金】500円（お茶代）

【集合場所】宇部市文化会館　第2研修室
【散歩エリア】渡辺翁記念公園　周辺　
【持参するもの】お弁当、お茶などの飲み物、帽子、
　タオルなど　要予約　※7月21日㈬ 17時まで

■問い合わせ
　観光・グローバル推進課　☎34－8353

■問い合わせ
　観光・グローバル推進課　☎34－8353

■申込先・問い合わせ

（　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）山口市・宇部市・萩市・防府市・
美祢市・山陽小野田市・島根県津和野町

賞品
あり！無料

地域の魅力発見！

7/22●・23●木・祝 金・祝 10時～17時頃
『お散歩会と野点説明会』
美術家・きむらとしろうじんじん氏による

地域ホスト　永山貴博氏（永山本家酒造場）
ゲスト　田中元子氏（株式会社グランドレベル　
　代表取締役社長・喫茶ランドリーオーナー）ほか

7月10日㈯までに、住所、氏名、
電話番号を明記の上、メール
で、BEPPU PROJECT　
山口ゆめ回廊博覧会　
ゆめはくカフェ担当
☎080－4272－08244
　info@yumehaku.jp

田中元子氏

※野点（のだて）…素焼きのお茶碗に絵付けし、その
　場でリヤカーに積んだ窯で焼き、その完成した自作の
　お茶碗でお抹茶を楽しめる、旅まわりのお茶会。 

無料

きむらとしろうじんじん氏

*

å1012705 å1012793

å1012902

å1012702

イベントの
■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
※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

熱帯植物観察会と熱帯果実抽選会

●ときわ遊園地・ときわ動物園の営業時間・発券時間変更のお知らせ●
・ときわ遊園地　営業時間　9時半～17時→10時～17時
・ときわ動物園　営業時間　9時半～17時※変更なし
　　　　　　　　発券時間　17時まで→16時30分まで
※7月20日㈫は、ときわ公園市民感謝デー期間中につき、臨時開園
　振替休日：7月12日㈪

世界を旅する植物館での熱帯植物観察・熱帯果物の抽選会　他
!7月10日㈯14時～#ときわミュージアム　イベントホール&700円　※熱帯植物観察
会は別途植物館入館料が必要{50人（先着順）|*?住所、氏名、電話番号_ときわ公
園企画課（☎37－2888、>37－2889）~7月8日まで

トイレットペーパーの芯で花をつくってかざろう！
　日時　7月14日㈬～9月27日㈪9時～17時
　場所　ときわミュージアム
　　　　UBEビエンナーレライブラリー

!…日時　#…場所　%…対象　&…費用　{…定員　<…持参品　
|…申込方法　~…申込期間　*…電話　?…ファクス　=…電子メール

記号の
見方

●園長とさんぽ
!7月11日㈰ 9時35分～10時20分、7月25日㈰13時～
13時45分※受付：動物園入口にて各9時半～　{10人（先着順）
&別途入園料が必要

●なりきり飼育員～あなたも一日飼育員～
!8月7日㈯9時半～15時（昼食各自）　ときわ動物園事務所集合
%小学4・5・6年生　{10人（申込多数の場合は抽選）　~7月30日㈮　
|*?=　服装：汚れてもよい服装（飼育体験中の作業着、長靴は当園で
用意します）　<タオル、飲料水などの熱中症対策に必要なもの

●第54回動物ねんど作品コンクール
!8月8日（日・祝）9時半～13時　#ときわ動物園内（作品提出は体験学習館
モンスタ）　%県内の幼児と小学生　&310円（ねんど代、動物園入口で
販売）参加者のみ入園無料（同伴者は有料）

●第67回山口県児童・幼児動物画コンクール
作品募集期間　7月24日㈯～9月10日㈮
%県内の幼児と小学生　画題：秋吉台サファリランド、周南市徳山
動物園、ときわ動物園の生き物や風景　<画用紙（四つ切）
&参加者のみ入園無料（同伴者は有料）

●昆虫観察会～みつけよう！ときわ公園の昆虫～
!7月31日㈯9時半～12時※受付：9時～※雨天時は8月1日㈰
#ときわ湖水ホール　%小・中学生（保護者同伴可）{20人※申込
み多数の場合は抽選|*?=　服装：帽子、長袖シャツ、長ズボン、
長靴　<虫捕り網、虫かご、タオル、飲料水などの熱中症対策

と
き
わ
動
物
園

●サボテンの種をまいて観察してみよう
!7月18日㈰①10時半～11時半、②13時半～14時半　%小学生　
&500円（入館料込み）　{各8人（先着順）　
<筆記用具、持ち帰り用の袋、うす手の軍手など　|*

●植物新聞を作ろう

●草木染めをしよう
!①7月23日（金・祝）10時～11時
②8月7日㈯10時～11時、14時～15時　
%小・中学生　&500円　
{各6人（先着順）　
<持ち帰り用の袋　|*

●自然の絵具で絵を描こう
!①7月24日㈯10時～11時半②8月6日㈮10時～11時半、14時～
15時半　%小学生　&300円　{各6人（先着順）　
<持ち帰り用の袋　|*

●ドライフラワーのワックスサシェを作ろう！

!8月2日㈪①11時～12時、②13時半～14時半　
%小学生以上　&800円　{各7人（先着順）
<筆記用具、持ち帰り用の袋　|*

●ハーブ講座「虫刺され用クリームと虫除けスプレーをつくって
　夏を乗り切りましょう！」

!8月9日（月・休）①10時～12時、13時半～15時半　%高校生以上　
&900円　{各7人（先着順）　
<筆記用具、エプロンや汚れてもよい服装など　|*

●多肉の寄せ植えワークショップ
!8月4日㈬①10時半～11時半、
②13時半～14時半　
&500円　{各8人（先着順）　
<筆記用具、持ち帰り用の袋、うす手の軍手
など　|*

●植物を使って万華鏡を作ろう
!①7月25日㈰10時～11時②8月5日㈭10時～11時、14時～15時
%小学生　&300円　{各6人（先着順）　
<持ち帰り用の袋　|*

●ハーブ講座「ドライのラベンダーで香りのクラフトを
　楽しみましょう！」

!7月30日㈮　①10時～12時、②13時半～15時半　&800円
{各7人（先着順）　
<筆記用具、エプロンや汚れてもよい服装など　|*

●親子で作る　海のハーバリウムと夏色フレーム
　づくり
!7月31日㈯①10時半～11時半、②14時～15時　
%小学生以上　&1,200円　{各7組（先着順）　
<筆記用具、持ち帰り用の袋　|*

●育ててみよう！！熱帯の植物（パキラ）
!7月26日㈪10時半～12時　%小学生　&500円　
{6人（先着順）　
<筆記用具、持ち帰り用の袋、うす手の軍手など　|*

常盤動物園協会（ときわ動物園）
☎21－3541　>21－5099　info@tokiwa-zoo.jp

申込先・
問い合わせ

ときわミュージアム　☎37－2888（受付8時半～17時）申込先・問い合わせ

山口ゆめ回廊博覧会では、県央7つの市町（※）の特徴をいかしたイベントを、各地で開催します！
7/1●▶12/31●2021 木 金

うーばー・プロジェクトプレゼンツ「花の森」

夏休み特別企画　植物館ラボ
要事前申込　7月5日～

要事前申込　①7月14日～　②7月28日～

要事前申込　①7月14日～　②7月28日～

要事前申込　①7月14日～　②7月28日～

要事前申込　①7月14日～　②7月28日～

要事前申込　7月14日～

要事前申込　7月14日～

要事前申込　7月28日～

要事前申込　7月28日～

要事前申込　7月28日～

要事前申込　7月14日～

要事前申込　7月5日㈪～23日㈮

※写真はイメージです

直径20ｍの巨大プールが出現！

カピバラ ワオキツネザル

植物館中庭 パラボラッチョ

!①7月22日（木・祝）10時～12時②8月8日（日・祝）
10時～12時、13時半～15時半　%小学生　
&300円（保護者同伴の場合は別途入館料
が必要）　{各4人（先着順）　
<筆記用具、持ち帰り用の袋　|*
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広報うべ 2021年７月号 広報うべ 2021年７月号❷ ❸SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

ファミリー層に大人気のリア
ル宝探しイベント開催！
地図を元に手がかりを集めな
がら、謎を解き、隠された
「宝」を探し出そう！クリアする
と抽選で豪華賞品が当たる
チャンス！圏域を巡って、すべ
ての宝を集められるかな？

地域のキーパーソンと全国で活躍するゲストが、
地域の魅力や未来について語ります。
　　【テーマ】「伝統から紐づく暮らし」

「きむらとしろうじんじんの
野点」のお話と、実施場所
を探すお散歩をします。ボ
ランティア希望や、じんじん
さんに直接お話を聞きた
い人は、途中参加・途中退
出もできますので、ぜひお
気軽にご参加ください。

7/3●▶12/26●土 日
7/18●日 14時～15時半

■問い合わせ
　観光・グローバル推進課
　☎34－8353　>22－6083

を楽しもう

※山口市・宇部市・萩市・防府市・美祢市・山陽小野田市・島根県津和野町

公式
ウェブサイト▶

!…日時　#…場所　%…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　∑…申込時の必要事項（7面参照）　å…ウェブ番号

●ポスター▷題材：明るい選挙をテ
ーマとし、自由▷画材：自由▷大き
さ：四ツ切か八ツ切の画用紙●習
字▷題材：小学1～3年生「みらい」
「せんきょ」、小学4～6年生「明る
い選挙」「政治」、中学生「きれい
な選挙」「民主主義」、高校生は自
由▷大きさ：小学生は半紙、中高生
は自由●標語▷題材：「明るい選
挙」をテーマとし、字数は自由
%小・中学生、高校生、1人各1点ま
で~各学校が定める期限_在籍
する学校}選挙管理委員会事務
局（☎34－8451、>22－6069）

●牛乳パックで船を作ろう！!8月1
日㈰①10時～12時②14時～16時
{各10組（先着順）&100円<はさ
み、カッター、ホッチキス●親子で
読書感想文に挑戦！! 8月8日
（日・祝）10時～11時半{10組（先着
順）<読み終えた感想文を書く本
#学びの森くすのき%小学校低学
年と保護者|*?∑（7面）と学年
_学びの森くすのき（☎67－1277、
>67－0691）

ソーラーカー工作、太陽光発電体
験!8月1日㈰①10時～10時50分
②11時10分～12時③13時～13時
50分#多世代ふれあいセンター
%小学3年生～6年生（保護者同伴
不可）&無料{各回12人<マスク
着用|*?=+∑（7面）と学校
名、学年、保護者氏名~7月30日
_宇部市地球温暖化対策ネットワ
ーク〒755-0045　宇部市中央町2
丁目11－21（☎>38－8183）
unccainfo@ybb.ne.jp

厚東川にすむ小さな生物を観察
し、川の水のきれいさを調べよう。
竹のすばらしさも体験しよう。!8月
7日㈯9時～12時半※少雨決行
#二俣瀬桜づつみ公園、小野ふれ
あいセンター%小学生と保護者
&無料{30人<川に入ることので
きる靴、タオル、帽子、着替え、筆記
用具、飲み物など|?†∑（7面）
と、フリガナ、メールアドレス~7月
14日～30日_環境政策課（☎34－
8248、>22－6016）

遊びを通じ、再利用の方法、資源
の大切さ、自然エネルギーについ
て学び、自然そのものを大切に思
う心を養うことを目的としたエコ工
作!8月9日（月・休）10時～11時半
（受付9時半～）#福祉会館%幼児
～小学生と保護者&無料{30人
（先着順）<お絵かき用品、はさ
み、うちわ（持参できるもののみ）
|*?申込用紙†参加者の氏名
と年齢、住所、電話番号~7月26日
まで_環境政策課（☎34－8245、
>22－6016）

遊びながら学べる起業家体験やビ
ジネスモデルの構築などを通し、チ
ャレンジ精神などを育みます。!8
月21日㈯・22日㈰各13時半～17時
#うべスタートアップ%中・高校生
（両日とも参加できる方）&無料
{15人（申込多数の場合、抽選）
|_うべスタートアップウェブサイト
https://ube-startup.com/
~8月10日まで}うべスタートアップ
（☎39－5010、>39－5184）

小さな子どもが遊べるスポットが登
場！【要事前予約】#恩田運動公園
内（旧水泳プール）!7月17日㈯～8
月15日㈰※毎週月曜日休場①9時
～10時半②11時～12時半③13時
半～15時{各70人&200円（各営
業時間ごとに必要）%小学生以下
（小学3年生以下の場合は保護者
同伴）（水深：30cm）|下記予約専
用電話か市ウェブサイトから事前
予約}▷予約専用電話：じゃぶスポ
事務局®090－8364－6860（9時～
17時）

記号の見方

夏の子ども向けイベント情報
夏休みミニソーラーカー
工作教室

親と子の水辺の教室

夏休みエコ教室「ペットボトル
で風力自動車づくり」

じゃぶじゃぶスポットおんだ
（通称「じゃぶスポ」）オープン！！

起業家教育プログラム
POPCORN CAMP!!2021

明るい選挙啓発作品の
募集

あなたの学びたい！を
応援します

「うちら！ななゆめ調査団！
　　海の七姫と光の護符」 トークイベント「ゆめはくカフェ」リア

ル

宝探
し

【場所】山口県央連携都市圏域

【参加方法】各市町観光案内所やウェブサイト
　(https://huntersvillage.jp/)などで参加冊子
　を入手し参加してください。

【場所】 ｉｇｕａｌ　ｃｏｆｆｅｅ
　　　永山本家酒造場2F（車地138）
【定員】15名（抽選）  【料金】500円（お茶代）

【集合場所】宇部市文化会館　第2研修室
【散歩エリア】渡辺翁記念公園　周辺　
【持参するもの】お弁当、お茶などの飲み物、帽子、
　タオルなど　要予約　※7月21日㈬ 17時まで

■問い合わせ
　観光・グローバル推進課　☎34－8353

■問い合わせ
　観光・グローバル推進課　☎34－8353

■申込先・問い合わせ

（　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）山口市・宇部市・萩市・防府市・
美祢市・山陽小野田市・島根県津和野町

賞品
あり！無料

地域の魅力発見！

7/22●・23●木・祝 金・祝 10時～17時頃
『お散歩会と野点説明会』
美術家・きむらとしろうじんじん氏による

地域ホスト　永山貴博氏（永山本家酒造場）
ゲスト　田中元子氏（株式会社グランドレベル　
　代表取締役社長・喫茶ランドリーオーナー）ほか

7月10日㈯までに、住所、氏名、
電話番号を明記の上、メール
で、BEPPU PROJECT　
山口ゆめ回廊博覧会　
ゆめはくカフェ担当
☎080－4272－08244
　info@yumehaku.jp

田中元子氏

※野点（のだて）…素焼きのお茶碗に絵付けし、その
　場でリヤカーに積んだ窯で焼き、その完成した自作の
　お茶碗でお抹茶を楽しめる、旅まわりのお茶会。 

無料

きむらとしろうじんじん氏

*

å1012705 å1012793

å1012902

å1012702

イベントの
■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
※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

熱帯植物観察会と熱帯果実抽選会

●ときわ遊園地・ときわ動物園の営業時間・発券時間変更のお知らせ●
・ときわ遊園地　営業時間　9時半～17時→10時～17時
・ときわ動物園　営業時間　9時半～17時※変更なし
　　　　　　　　発券時間　17時まで→16時30分まで
※7月20日㈫は、ときわ公園市民感謝デー期間中につき、臨時開園
　振替休日：7月12日㈪

世界を旅する植物館での熱帯植物観察・熱帯果物の抽選会　他
!7月10日㈯14時～#ときわミュージアム　イベントホール&700円　※熱帯植物観察
会は別途植物館入館料が必要{50人（先着順）|*?住所、氏名、電話番号_ときわ公
園企画課（☎37－2888、>37－2889）~7月8日まで

トイレットペーパーの芯で花をつくってかざろう！
　日時　7月14日㈬～9月27日㈪9時～17時
　場所　ときわミュージアム
　　　　UBEビエンナーレライブラリー

!…日時　#…場所　%…対象　&…費用　{…定員　<…持参品　
|…申込方法　~…申込期間　*…電話　?…ファクス　=…電子メール

記号の
見方

●園長とさんぽ
!7月11日㈰ 9時35分～10時20分、7月25日㈰13時～
13時45分※受付：動物園入口にて各9時半～　{10人（先着順）
&別途入園料が必要

●なりきり飼育員～あなたも一日飼育員～
!8月7日㈯9時半～15時（昼食各自）　ときわ動物園事務所集合
%小学4・5・6年生　{10人（申込多数の場合は抽選）　~7月30日㈮　
|*?=　服装：汚れてもよい服装（飼育体験中の作業着、長靴は当園で
用意します）　<タオル、飲料水などの熱中症対策に必要なもの

●第54回動物ねんど作品コンクール
!8月8日（日・祝）9時半～13時　#ときわ動物園内（作品提出は体験学習館
モンスタ）　%県内の幼児と小学生　&310円（ねんど代、動物園入口で
販売）参加者のみ入園無料（同伴者は有料）

●第67回山口県児童・幼児動物画コンクール
作品募集期間　7月24日㈯～9月10日㈮
%県内の幼児と小学生　画題：秋吉台サファリランド、周南市徳山
動物園、ときわ動物園の生き物や風景　<画用紙（四つ切）
&参加者のみ入園無料（同伴者は有料）

●昆虫観察会～みつけよう！ときわ公園の昆虫～
!7月31日㈯9時半～12時※受付：9時～※雨天時は8月1日㈰
#ときわ湖水ホール　%小・中学生（保護者同伴可）{20人※申込
み多数の場合は抽選|*?=　服装：帽子、長袖シャツ、長ズボン、
長靴　<虫捕り網、虫かご、タオル、飲料水などの熱中症対策

と
き
わ
動
物
園

●サボテンの種をまいて観察してみよう
!7月18日㈰①10時半～11時半、②13時半～14時半　%小学生　
&500円（入館料込み）　{各8人（先着順）　
<筆記用具、持ち帰り用の袋、うす手の軍手など　|*

●植物新聞を作ろう

●草木染めをしよう
!①7月23日（金・祝）10時～11時
②8月7日㈯10時～11時、14時～15時　
%小・中学生　&500円　
{各6人（先着順）　
<持ち帰り用の袋　|*

●自然の絵具で絵を描こう
!①7月24日㈯10時～11時半②8月6日㈮10時～11時半、14時～
15時半　%小学生　&300円　{各6人（先着順）　
<持ち帰り用の袋　|*

●ドライフラワーのワックスサシェを作ろう！

!8月2日㈪①11時～12時、②13時半～14時半　
%小学生以上　&800円　{各7人（先着順）
<筆記用具、持ち帰り用の袋　|*

●ハーブ講座「虫刺され用クリームと虫除けスプレーをつくって
　夏を乗り切りましょう！」

!8月9日（月・休）①10時～12時、13時半～15時半　%高校生以上　
&900円　{各7人（先着順）　
<筆記用具、エプロンや汚れてもよい服装など　|*

●多肉の寄せ植えワークショップ
!8月4日㈬①10時半～11時半、
②13時半～14時半　
&500円　{各8人（先着順）　
<筆記用具、持ち帰り用の袋、うす手の軍手
など　|*

●植物を使って万華鏡を作ろう
!①7月25日㈰10時～11時②8月5日㈭10時～11時、14時～15時
%小学生　&300円　{各6人（先着順）　
<持ち帰り用の袋　|*

●ハーブ講座「ドライのラベンダーで香りのクラフトを
　楽しみましょう！」

!7月30日㈮　①10時～12時、②13時半～15時半　&800円
{各7人（先着順）　
<筆記用具、エプロンや汚れてもよい服装など　|*

●親子で作る　海のハーバリウムと夏色フレーム
　づくり
!7月31日㈯①10時半～11時半、②14時～15時　
%小学生以上　&1,200円　{各7組（先着順）　
<筆記用具、持ち帰り用の袋　|*

●育ててみよう！！熱帯の植物（パキラ）
!7月26日㈪10時半～12時　%小学生　&500円　
{6人（先着順）　
<筆記用具、持ち帰り用の袋、うす手の軍手など　|*

常盤動物園協会（ときわ動物園）
☎21－3541　>21－5099　info@tokiwa-zoo.jp

申込先・
問い合わせ

ときわミュージアム　☎37－2888（受付8時半～17時）申込先・問い合わせ

山口ゆめ回廊博覧会では、県央7つの市町（※）の特徴をいかしたイベントを、各地で開催します！
7/1●▶12/31●2021 木 金

うーばー・プロジェクトプレゼンツ「花の森」

夏休み特別企画　植物館ラボ
要事前申込　7月5日～

要事前申込　①7月14日～　②7月28日～

要事前申込　①7月14日～　②7月28日～

要事前申込　①7月14日～　②7月28日～

要事前申込　①7月14日～　②7月28日～

要事前申込　7月14日～

要事前申込　7月14日～

要事前申込　7月28日～

要事前申込　7月28日～

要事前申込　7月28日～

要事前申込　7月14日～

要事前申込　7月5日㈪～23日㈮

※写真はイメージです

直径20ｍの巨大プールが出現！

カピバラ ワオキツネザル

植物館中庭 パラボラッチョ

!①7月22日（木・祝）10時～12時②8月8日（日・祝）
10時～12時、13時半～15時半　%小学生　
&300円（保護者同伴の場合は別途入館料
が必要）　{各4人（先着順）　
<筆記用具、持ち帰り用の袋　|*
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　死亡に伴う市役所でのさまざまな手続きを、可能な限り市民課で
一括して受け付け、手続きの案内や各種書類の作成を支援します。
※事前予約制です
●利用可能時間　平日　8時30分～16時30分

●予約方法
　・電話　市民課　☎34－8242、8243
　・うべ電子申請サービス　https://s-kantan.jp/ube-u/
　※来庁希望日の３日前（土・日・祝日を除く）16時30分までに予約してください

　経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な人は、申請に
より保険料の免除や、50歳未満の人は納付の猶予を受けられること
があります。認定には、所得等による審査があります。申請をすること
なく納付をしない場合は、受け取る年金の額が少なくなったり、受給
できなくなったりすることがあります。
●申請方法
　▷窓口　保険年金課（7番窓口）、北部総合支所、各市民センター
　▷郵送　国民年金保険料免除・納付猶予申請書（市保険年金課
　　か日本年金機構のウェブサイトからダウンロード）に必要事項を

　　記入し送付してください。
　　〒755―8601　宇部市常盤町一丁目7番1号
　　　　　　　　  宇部市保険年金課国民年金係
●申請に必要なもの
　▷年金手帳など基礎年金番号がわかるもの、本人確認書類（マイ
　　ナンバーカード、運転免許証など）
　▷失業などで申請する場合は、雇用保険被保険者離職票など

■問い合わせ
　保険年金課　☎34－8343　s22－6019

宇部・山陽小野田
消防組合 消防吏員採用試験 上下水道局職員採用試験

●試験　一次：9月19日㈰9時～
　　　　宇部・山陽小野田消防局
　　　　二次：11月上旬予定
●受験資格　平成3年4月2日から平成16年4月1日
　　　　　　に生まれ、採用後に宇部市か山陽小野
　　　　　　田市に居住できる人
●採用予定人員　15人程度
●申込期限　8月2日㈪[消印有効]

■申込先・問い合わせ　宇部・山陽小野田消防局総務課
　　　　　　　　　　☎21－6112　>31－0119

試験区分 職種 受験資格など 採用予定人数

●試験　8月2日㈪～8月10日㈫　受験者の自宅等（WEBテスティング方式により実施）
●申込方法　宇部市上下水道局ウェブサイトから登録・申込ください。
　　　　　　https://ubesuido.jp/pages/237/
●申込期限　7月21日㈬
※受験資格、試験内容等の詳細は、上下水道局ウェブサイトに掲載します。
※合格者は令和3年10月1日付けで採用

上級
（社会人枠）

行政、
土木、
電気

▷昭和60年4月2日～平成7年4月1日生まれ
▷大学等（短期大学を除く）を卒業後、同一の民間
　企業等での職務経験が連続して3年以上ある人
　※その他資格要件あり

各1人程度

■申込先・問い合わせ　上下水道局総務企画課　☎21－2269　>21―2172

※受験案内などは、宇部・山陽小野田消防局総務課、
　各消防署・各消防出張所に設置のほか、消防局ウェブ
　サイトに掲載

人権学習セミナー
会場　文化会館　研修ホール　定員　各50人（先着順）

日　時 学 習 内 容 講　師

市営住宅（空き住宅）入居者募集
●募集予定住宅　西岐波住宅、風呂ヶ迫住宅、見初住宅、石原住宅、
　鍋倉住宅、則貞住宅、旦の辻住宅、猿田住宅
●申込案内　7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は土曜日・日曜日休み、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　7月20日㈫～8月2日㈪[消印有効]
●入居予定日　9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）

●内容　（仮称）第2次宇部市スポーツ推進計画に関する調査や審議に関すること
●応募資格　宇部市に居住（又は通勤・通学）する満20歳以上（4月1日
　　　　　　現在）で年に4回程度開催される会議に出席できる人など
●任期　7月下旬（予定）～令和4年3月（予定）まで
●募集人数　1人
●申込方法　応募用紙と小論文「宇部市のスポーツ振興及びスポーツ
　　　　　　によるまちづくりについての提言」（A4用紙、800字以内）
　　　　　　を、持参・郵送・FAX・メールのいずれかで提出。応募用紙
　　　　　　は、市役所・北部総合支所・各ふれあいセンターへ設置の
　　　　　　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
　　　　　　　到達確認をしてださい
●申込期限　7月14日㈬ 17時まで［必着］
■申込先・問い合わせ　文化・スポーツ振興課
　☎34－8628　>22－6083　　bunspo@city.ube.yamaguchi.jp

■問い合わせ　アジアJV　☎37－0211  info@asia-jv.com

7月8日㈭
14時～16時

7月10日㈯
10時～12時
7月13日㈫
14時～16時

7月15日㈭
14時～16時
7月15日㈭
18時半～20時半
7月19日㈪
14時～16時
7月19日㈪
18時半～20時半
8月18日㈬
14時～16時
8月18日㈬
18時半～20時半
9月7日㈫
14時～16時
9月7日㈫
18時半～20時半

7月13日㈫
18時半～20時半

7月8日㈭
18時半～20時半

人権教育課職員

人権教育課職員

㈲リベルタス興産　障がい者雇用
コンサルタント　田中真美

やまぐち総合教育支援センター
ネットアドバイザー　片山昭治

金子小児科　院長　金子淳子

人権擁護委員・山口被害者支援
センター 直接支援員　中谷加代子
県立宇部総合支援学校　教諭　
今田真樹
山口県男女共同参画相談センター
所長　山根由紀
医療法人社団厚心会　
ホスピサイドプレイス　福島彰子
山口地方法務局宇部支局　
総務課長　古川信明　

人権教育課職員

公益財団法人山口県国際交流協会　
越口みゆき

山口県立大学看護栄養学部
看護学科講師　家入裕子

人権について～概論

会場　学びの森くすのき　市民交流室　定員　20人（先着順）
日　時 学 習 内 容 講　師

7月21日㈬
14時～16時　 人権教育課職員

※7月10日・7月21日は同内容

ビデオフォーラム ※
「ここから歩き始める」

ビデオフォーラム ※
「ここから歩き始める」
障がい者の雇用支援を
通じて～ともに働く～

子どもを取り巻くネット社会

子どもたちの健やかな
育ちを地域で支える
犯罪被害者への理解を
深める
多様な性から多様性を
考えよう
配偶者からの暴力のない
社会をめざして
認知症の“人の気持ち”
～思いを理解してかかわる～

同和問題と人権

人権学習会を開いてみよう 
～ＳＤＧsの視点から～

外国人住民が直面する課題
と多文化共生の地域づくり

感染症と人権問題

●持 参 品　筆記用具など
●申込方法　電話・FAX・メールのいずれかで、氏名・住所・電話番号を連絡。
　　　　　　※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
　　　　　　※手話通訳・要約筆記の希望者は、事前に連絡してください
●申込期限　各開催日の5日前
■申込先・問い合わせ　人権教育課　☎34－8620　>22－6072
　 　jinkenkyouiku@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認）

「（仮称）第2次宇部市スポーツ推進計画策定委員会」
市民委員の募集

*

●国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険 保険料の減免
　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した
　被保険者などが保険料の減免を受けられる場合があります。
　※令和4年3月31日まで延長されました。
　■問い合わせ　保険年金課　［国民健康保険　☎34－8287、
　　後期高齢者医療保険　☎34－8343］  s22－6019
　　高齢者総合支援課　☎34－8297、s22－6026

●傷病手当金の支給
　新型コロナウイルス感染症(疑い含む)療養（令和2年1月1日～令和
　3年9月30日）のため、給与の全部（一部）を受け取ることができな
　くなった方に支給されます。※対象期間が延長されました。
　■問い合わせ　保険年金課　［国民健康保険☎34－8285、
　　後期高齢者医療保険　☎34－8343］  s22－6019

「ご遺族サポート」市役所での手続きをお手伝いします

■問い合わせ　市民課　☎34－8242　>22－6017

å1001587

å1001941

å1001863

å1001880

å1001879

新型コロナウイルス感染症の影響による 支援制度のご案内
å1001833 å1001834

å1001892

国民年金保険料の免除と猶予の申請 7月から、令和3年度分
（7月分～来年6月分）の申請を受け付けます

■問い合わせ　保険年金課国民年金係
　☎34－8292　>22－6019

高額な医療費がかかるときの
窓口負担の軽減
　入院時や高額な外来診療を受診した際の、同一月に同一医療機関で支払う医
療費の窓口負担が、申請をすると一定額まで軽減されます。
　申請は随時受付けています。認定証は申請月の初日から有効となります。○保険料均等割額の軽減

　世帯の所得状況に応じ下記のとおり均等割額が軽
　減されます。その内、本則7割軽減の対象者は、こ
　れまで上乗せされてきた軽減が令和3年度は本来
　の軽減水準に戻ります。
　令和3年度の保険料納入通知書を7月中旬に発送
　しますので、金額や納付方法を確認してください。

●限度額適用認定証…医療費の窓口負担軽減
▷対象　①70歳未満の国民健康保険加入者
　　　　②70歳以上で住民税課税所得が145万円以上690万円未満の国民
　　　　　健康保険・後期高齢者医療制度 加入者
　　　　　※保険料を滞納している世帯には、交付できない場合があります。

「区分オ」、「区分Ⅱ」の認定を受けている人は、入院の日数が過去
1年間で91日以上（令和2年9月末までは認定証交付期間のみ）
になった場合、申請すると食事代が更に軽減されます。

●限度額適用・標準負担額減額認定証
　　　　　…医療費の窓口負担軽減・入院時食事代軽減
▷対象　①国民健康保険加入者…世帯内の国民健康保険加入者全員と世帯主
　　　　　が住民税非課税の人
　　　　②後期高齢者医療制度加入者…世帯全員が住民税非課税の人

長期入院
の申請

国民健康保険加入者
　更新が可能な人には、7月中旬に申請書を送付します。
　認定証が必要な人は、8月末までに申請をしてください。
後期高齢者医療制度加入者
　申請の必要はありません。該当者には7月下旬に新しい認定証を郵送します。

■申請窓口
　保険年金課［国民健康保険係…⑨番窓口（☎34－8285、>22－6019）、
　後期高齢者医療係…⑧番窓口（☎34－8343 >22－6019）］
　各市民センター、北部総合支所

既に認定証の交付を受けている人は

後期高齢者
医療保険料の軽減措置が
改定されました

（　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）世帯主及び世帯の被保険者
全員の軽減判定所得の合計額

対象者の所得要件
均等割の軽減割合
本
則

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

［　　　　　　   ］令和2年度における7.75割
軽減の区分

［　　　　　　］令和2年度における7割
軽減の区分

43万円以下

43万円以下のうち、世帯の
被保険者全員の各種所得なし

43万円＋
(28.5万円×被保険者数)以下

43万円＋
(52万円×被保険者数)以下

7割 7割

5割

2割

7.75
割

7割

5割

2割

*

（国保）
（国保） å1001877（後期）

å1001877
（後期）

（介護）

（後期）

（国保）

今月の

ピックアップ
vol.2  現在

進行中！

令和3年9月1日
「宇部市パートナーシップ宣誓制度」がはじまります。

制
度
開
始
に
向
け
て

　本制度は、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指し、パートナー関係にある性的マイノリティのカップルを宇部市
が公的に認めるものです。制度開始に向けて、性の多様性への正しい理解や制度に関する周知活動を行っています。

提供いただいた情報は、市がウェブサイトなどで発信し、制度
利用者が安心してサービスを利用できる環境づくりにつなげて
いきます。

市の職員が、申し込みされたグループや団体に
性の多様性や制度についてご説明します。
あなたの理解が、性的マイノリティ当事者の
支えになります。
　 

民間事業者の情報を募集しています。出前講座実施中（オンライン対応可）
▷「制度利用者に提供できる民間サービス」
▷「マイノリティの方が働きやすい職場環境づくりの取組」

LGBT..

å1011758

■出前講座申込先・問い合わせ　人権・男女共同参画推進課　☎34－8308　>22－6016

詳細はこちら
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　死亡に伴う市役所でのさまざまな手続きを、可能な限り市民課で
一括して受け付け、手続きの案内や各種書類の作成を支援します。
※事前予約制です
●利用可能時間　平日　8時30分～16時30分

●予約方法
　・電話　市民課　☎34－8242、8243
　・うべ電子申請サービス　https://s-kantan.jp/ube-u/
　※来庁希望日の３日前（土・日・祝日を除く）16時30分までに予約してください

　経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な人は、申請に
より保険料の免除や、50歳未満の人は納付の猶予を受けられること
があります。認定には、所得等による審査があります。申請をすること
なく納付をしない場合は、受け取る年金の額が少なくなったり、受給
できなくなったりすることがあります。
●申請方法
　▷窓口　保険年金課（7番窓口）、北部総合支所、各市民センター
　▷郵送　国民年金保険料免除・納付猶予申請書（市保険年金課
　　か日本年金機構のウェブサイトからダウンロード）に必要事項を

　　記入し送付してください。
　　〒755―8601　宇部市常盤町一丁目7番1号
　　　　　　　　  宇部市保険年金課国民年金係
●申請に必要なもの
　▷年金手帳など基礎年金番号がわかるもの、本人確認書類（マイ
　　ナンバーカード、運転免許証など）
　▷失業などで申請する場合は、雇用保険被保険者離職票など

■問い合わせ
　保険年金課　☎34－8343　s22－6019

宇部・山陽小野田
消防組合 消防吏員採用試験 上下水道局職員採用試験

●試験　一次：9月19日㈰9時～
　　　　宇部・山陽小野田消防局
　　　　二次：11月上旬予定
●受験資格　平成3年4月2日から平成16年4月1日
　　　　　　に生まれ、採用後に宇部市か山陽小野
　　　　　　田市に居住できる人
●採用予定人員　15人程度
●申込期限　8月2日㈪[消印有効]

■申込先・問い合わせ　宇部・山陽小野田消防局総務課
　　　　　　　　　　☎21－6112　>31－0119

試験区分 職種 受験資格など 採用予定人数

●試験　8月2日㈪～8月10日㈫　受験者の自宅等（WEBテスティング方式により実施）
●申込方法　宇部市上下水道局ウェブサイトから登録・申込ください。
　　　　　　https://ubesuido.jp/pages/237/
●申込期限　7月21日㈬
※受験資格、試験内容等の詳細は、上下水道局ウェブサイトに掲載します。
※合格者は令和3年10月1日付けで採用

上級
（社会人枠）

行政、
土木、
電気

▷昭和60年4月2日～平成7年4月1日生まれ
▷大学等（短期大学を除く）を卒業後、同一の民間
　企業等での職務経験が連続して3年以上ある人
　※その他資格要件あり

各1人程度

■申込先・問い合わせ　上下水道局総務企画課　☎21－2269　>21―2172

※受験案内などは、宇部・山陽小野田消防局総務課、
　各消防署・各消防出張所に設置のほか、消防局ウェブ
　サイトに掲載

人権学習セミナー
会場　文化会館　研修ホール　定員　各50人（先着順）

日　時 学 習 内 容 講　師

市営住宅（空き住宅）入居者募集
●募集予定住宅　西岐波住宅、風呂ヶ迫住宅、見初住宅、石原住宅、
　鍋倉住宅、則貞住宅、旦の辻住宅、猿田住宅
●申込案内　7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は土曜日・日曜日休み、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　7月20日㈫～8月2日㈪[消印有効]
●入居予定日　9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）

●内容　（仮称）第2次宇部市スポーツ推進計画に関する調査や審議に関すること
●応募資格　宇部市に居住（又は通勤・通学）する満20歳以上（4月1日
　　　　　　現在）で年に4回程度開催される会議に出席できる人など
●任期　7月下旬（予定）～令和4年3月（予定）まで
●募集人数　1人
●申込方法　応募用紙と小論文「宇部市のスポーツ振興及びスポーツ
　　　　　　によるまちづくりについての提言」（A4用紙、800字以内）
　　　　　　を、持参・郵送・FAX・メールのいずれかで提出。応募用紙
　　　　　　は、市役所・北部総合支所・各ふれあいセンターへ設置の
　　　　　　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
　　　　　　　到達確認をしてださい
●申込期限　7月14日㈬ 17時まで［必着］
■申込先・問い合わせ　文化・スポーツ振興課
　☎34－8628　>22－6083　　bunspo@city.ube.yamaguchi.jp

■問い合わせ　アジアJV　☎37－0211  info@asia-jv.com

7月8日㈭
14時～16時

7月10日㈯
10時～12時
7月13日㈫
14時～16時

7月15日㈭
14時～16時
7月15日㈭
18時半～20時半
7月19日㈪
14時～16時
7月19日㈪
18時半～20時半
8月18日㈬
14時～16時
8月18日㈬
18時半～20時半
9月7日㈫
14時～16時
9月7日㈫
18時半～20時半

7月13日㈫
18時半～20時半

7月8日㈭
18時半～20時半

人権教育課職員

人権教育課職員

㈲リベルタス興産　障がい者雇用
コンサルタント　田中真美

やまぐち総合教育支援センター
ネットアドバイザー　片山昭治

金子小児科　院長　金子淳子

人権擁護委員・山口被害者支援
センター 直接支援員　中谷加代子
県立宇部総合支援学校　教諭　
今田真樹
山口県男女共同参画相談センター
所長　山根由紀
医療法人社団厚心会　
ホスピサイドプレイス　福島彰子
山口地方法務局宇部支局　
総務課長　古川信明　

人権教育課職員

公益財団法人山口県国際交流協会　
越口みゆき

山口県立大学看護栄養学部
看護学科講師　家入裕子

人権について～概論

会場　学びの森くすのき　市民交流室　定員　20人（先着順）
日　時 学 習 内 容 講　師

7月21日㈬
14時～16時　 人権教育課職員

※7月10日・7月21日は同内容

ビデオフォーラム ※
「ここから歩き始める」

ビデオフォーラム ※
「ここから歩き始める」
障がい者の雇用支援を
通じて～ともに働く～

子どもを取り巻くネット社会

子どもたちの健やかな
育ちを地域で支える
犯罪被害者への理解を
深める
多様な性から多様性を
考えよう
配偶者からの暴力のない
社会をめざして
認知症の“人の気持ち”
～思いを理解してかかわる～

同和問題と人権

人権学習会を開いてみよう 
～ＳＤＧsの視点から～

外国人住民が直面する課題
と多文化共生の地域づくり

感染症と人権問題

●持 参 品　筆記用具など
●申込方法　電話・FAX・メールのいずれかで、氏名・住所・電話番号を連絡。
　　　　　　※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
　　　　　　※手話通訳・要約筆記の希望者は、事前に連絡してください
●申込期限　各開催日の5日前
■申込先・問い合わせ　人権教育課　☎34－8620　>22－6072
　 　jinkenkyouiku@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認）

「（仮称）第2次宇部市スポーツ推進計画策定委員会」
市民委員の募集

*

●国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険 保険料の減免
　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した
　被保険者などが保険料の減免を受けられる場合があります。
　※令和4年3月31日まで延長されました。
　■問い合わせ　保険年金課　［国民健康保険　☎34－8287、
　　後期高齢者医療保険　☎34－8343］  s22－6019
　　高齢者総合支援課　☎34－8297、s22－6026

●傷病手当金の支給
　新型コロナウイルス感染症(疑い含む)療養（令和2年1月1日～令和
　3年9月30日）のため、給与の全部（一部）を受け取ることができな
　くなった方に支給されます。※対象期間が延長されました。
　■問い合わせ　保険年金課　［国民健康保険☎34－8285、
　　後期高齢者医療保険　☎34－8343］  s22－6019

「ご遺族サポート」市役所での手続きをお手伝いします

■問い合わせ　市民課　☎34－8242　>22－6017

å1001587

å1001941

å1001863

å1001880

å1001879

新型コロナウイルス感染症の影響による 支援制度のご案内
å1001833 å1001834

å1001892

国民年金保険料の免除と猶予の申請 7月から、令和3年度分
（7月分～来年6月分）の申請を受け付けます

■問い合わせ　保険年金課国民年金係
　☎34－8292　>22－6019

高額な医療費がかかるときの
窓口負担の軽減
　入院時や高額な外来診療を受診した際の、同一月に同一医療機関で支払う医
療費の窓口負担が、申請をすると一定額まで軽減されます。
　申請は随時受付けています。認定証は申請月の初日から有効となります。○保険料均等割額の軽減

　世帯の所得状況に応じ下記のとおり均等割額が軽
　減されます。その内、本則7割軽減の対象者は、こ
　れまで上乗せされてきた軽減が令和3年度は本来
　の軽減水準に戻ります。
　令和3年度の保険料納入通知書を7月中旬に発送
　しますので、金額や納付方法を確認してください。

●限度額適用認定証…医療費の窓口負担軽減
▷対象　①70歳未満の国民健康保険加入者
　　　　②70歳以上で住民税課税所得が145万円以上690万円未満の国民
　　　　　健康保険・後期高齢者医療制度 加入者
　　　　　※保険料を滞納している世帯には、交付できない場合があります。

「区分オ」、「区分Ⅱ」の認定を受けている人は、入院の日数が過去
1年間で91日以上（令和2年9月末までは認定証交付期間のみ）
になった場合、申請すると食事代が更に軽減されます。

●限度額適用・標準負担額減額認定証
　　　　　…医療費の窓口負担軽減・入院時食事代軽減
▷対象　①国民健康保険加入者…世帯内の国民健康保険加入者全員と世帯主
　　　　　が住民税非課税の人
　　　　②後期高齢者医療制度加入者…世帯全員が住民税非課税の人

長期入院
の申請

国民健康保険加入者
　更新が可能な人には、7月中旬に申請書を送付します。
　認定証が必要な人は、8月末までに申請をしてください。
後期高齢者医療制度加入者
　申請の必要はありません。該当者には7月下旬に新しい認定証を郵送します。

■申請窓口
　保険年金課［国民健康保険係…⑨番窓口（☎34－8285、>22－6019）、
　後期高齢者医療係…⑧番窓口（☎34－8343 >22－6019）］
　各市民センター、北部総合支所

既に認定証の交付を受けている人は

後期高齢者
医療保険料の軽減措置が
改定されました

（　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）世帯主及び世帯の被保険者
全員の軽減判定所得の合計額

対象者の所得要件
均等割の軽減割合
本
則

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

［　　　　　　   ］令和2年度における7.75割
軽減の区分

［　　　　　　］令和2年度における7割
軽減の区分

43万円以下

43万円以下のうち、世帯の
被保険者全員の各種所得なし

43万円＋
(28.5万円×被保険者数)以下

43万円＋
(52万円×被保険者数)以下

7割 7割

5割

2割

7.75
割

7割

5割

2割

*

（国保）
（国保） å1001877（後期）

å1001877
（後期）

（介護）

（後期）

（国保）

今月の

ピックアップ
vol.2  現在

進行中！

令和3年9月1日
「宇部市パートナーシップ宣誓制度」がはじまります。

制
度
開
始
に
向
け
て

　本制度は、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指し、パートナー関係にある性的マイノリティのカップルを宇部市
が公的に認めるものです。制度開始に向けて、性の多様性への正しい理解や制度に関する周知活動を行っています。

提供いただいた情報は、市がウェブサイトなどで発信し、制度
利用者が安心してサービスを利用できる環境づくりにつなげて
いきます。

市の職員が、申し込みされたグループや団体に
性の多様性や制度についてご説明します。
あなたの理解が、性的マイノリティ当事者の
支えになります。
　 

民間事業者の情報を募集しています。出前講座実施中（オンライン対応可）
▷「制度利用者に提供できる民間サービス」
▷「マイノリティの方が働きやすい職場環境づくりの取組」

LGBT..

å1011758

■出前講座申込先・問い合わせ　人権・男女共同参画推進課　☎34－8308　>22－6016

詳細はこちら



広報うべ 2021年７月号 広報うべ 2021年７月号

●パン教室：あんぱん＆レーズンチー
ズバンズ作成!7月6日㈫10時～13時
&1,600円{15人<エプロン・タオル・
持帰り用袋~7月4日まで
●アロマ教室：サマージェルクリーム
＆虫除けスプレー作成!7月21日㈬
①13時～②14時半～&1,700円{各
15人<タオル・持帰り用袋~7月14日
まで
|*?=_アクトビレッジおの（☎64
－5111、>64－2800）
actvillageono@feelkankyo.com

こども食堂の事例紹介（メイト食堂、
日の山レストラン）や支援制度を紹
介!7月8日㈭14時～16時#福祉会
館{20人|*=専用申込フォーム
（https://ws.formzu.net/sfgen/S2879
8735/）氏名、所属、電話番号、メール
アドレス~7月7日まで_山口県こども
食堂支援センター〒753-0054山口市
富田原町4－45（☎080－6338－1187）
yama.syokudou@asuhana.org

就労を希望する会員を募集。まずは
説明会にご参加ください。!7月8日
㈭、22日（木・祝）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）

挿し木による植物の増やし方を学び
ます。!7月17日㈯9時半～11時半
#福祉会館{25人（先着順）<筆記
用具|*∑（7面）_公園緑地課（☎
34－8485、>22－6050）

①7月17日㈯保健センター【女性限
定・託児あり（要予約）】②7月26日㈪
ときわ湖水ホール③8月21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※
対象となる人のうち、がん検診を過去
3年間受診していない人には、がん検
診受診券を送付停止中。受診券送付
希望の人は保健センターまで連絡く
ださい%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~①6月16日～②6月30日～③
7月21日～_健康増進課（☎31－
1777、>35－6533）

https://s-kantan.jp/ube-u/

講話「離乳食の進め方について」!7
月21日㈬10時半～11時10分%生後9
カ月～1歳3カ月児の保護者{10人
（先着順）（予約制）|=∑（7面）と質
問内容、児の名前、生年月日、月齢
~7月5日～_こども・若者応援課（☎
31－1732、>21－6020）
ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp（要到
達確認）

農薬と化学肥料を使わない旬の夏野
菜を干し野菜にし、料理を作ります。
有機野菜のおいしさを味わってみま
しょう。※今回は講師が料理し、参加
者は見学のみ。!7月24日㈯10時半
～11時半#亀の甲農園（山陽小野田
市大字小野田1745-1）|*_有機
ネット山口西部（®080－5232－2660）
［森国］（13時～18時）

夏野菜の収穫と大豆栽培体験（農薬
と化学肥料を使わない安全な野菜づ
くり体験）収穫した野菜は、持ち帰り
可。!7月25日㈰9時半～11時半#宇
部市船木森部農園&有機ネット山口
西部会員800円、非会員1,000円{15
人程度（先着順）<作業用手袋、タオ
ル、長ぐつ、水筒、野菜を持ち帰るた
めの袋、農具（お持ちの人）|*_有
機ネット山口西部（®090－5690－
5758）［天野］（10時～17時）~7月16
日まで

市内の保育園、幼稚園、学童保育ク
ラブで働きませんか。詳細は市ウェブ
サイトへ。※学童保育クラブの補助員
以外は、保育士、幼稚園教諭等の資
格が必要※リモート参加可（7月22日
までにメールで要予約）。!7月25日
㈰10時半～14時半（受付14時まで）
#ときわ湖水ホール_保育幼稚園学
童課（☎34－8328、>22－6051）" 
kodo-fuku@city.ube.yamaguchi.jp（要
到達確認）

油谷青少年自然の家のプライベート
ビーチで海水浴、シーカヤック体験※
昼食は各家族で用意。!7月25日㈰9
時（集合）～17時半※台風などの場
合は7月31日㈯に延期予定#県総合
保健会館集合・解散（現地集合可）%
県内在住ひとり親家庭の親と子（3歳
～高校生）&大人500円、子供1人に
つき300円（現地集合は無料）{20家
族程度|+?=参加者全員の氏名
（ふりがな）、年齢（7月25日現在）、住
所、電話番号、子供の学年~7月9日

まで（必着）_県母子・父子福祉セン
ター〒753－0814　山口市吉敷下東3
－1－1（☎083－923－2490、>083－
923－2499）
y-bosi-senter@tiara.ocn.ne.jp

［目的］男女共同参画やＤＶ対策等に
関する施策への提言［内容］グルー
プディスカッション など※オンラインで
中継!7月30日㈮18時半～20時#男
女共同参画センター%市内に在住か
在勤の18歳以上の人{20人（先着
順）|*?=∑（7面）と、氏名のふり
がな、メールアドレス（オンライン傍聴
のみ）~7月23日まで_人権・男女共
同参画推進課（☎34－8308、>22－
6016
gender-equal@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

●「スポーツ遊び教室」体験会
スポーツに「遊び」を取り入れ親しむ
きっかけを作り、たくさんの仲間と楽し
い時間を共有しながら「スポーツが好
き・楽しい」と感じられる教室の無料
体験会。※教室は9月スタート予
定。!①8月2日㈪②8月30日㈪17時～
18時（年中・年長）18時15分～19時15
分（小学1～3年生）#①ユーピーアー
ルスタジアム②パルセンター宇部
{各20人（先着順）<運動しやすい
服装・飲み物・室内シューズ・タオル・
マスク（推奨）|*~①7月27日まで
②8月24日まで_ミズノスポーツサー
ビス㈱　山口きらら博記念公園（☎
65－6900）}スポーツコミッション（☎
39－7653、>39－6584）
●サンバ・ZUMBA®フェス
プロサンバダンサーのショーや
Z U M B A®インストラクターのパ
フォーマンスなどを観覧後、サンバや
ZUMBA®を楽しく体験できるイベン
ト。!8月7日㈯14時～16時#ヒストリ
ア宇部&1,000円{50人（先着順）
<運動しやすい服装・飲み物・室内
シューズ・タオル・マスク|*_アルコ
イリス（®090－1926－2727）~7月31
日まで

演題「コロナ禍での自分との付き合
い方　～ストレスとストレスマネージメ
ント～」※手話通訳、要約筆記あり、
優先席を設定。※ライブ配信（詳細は
市ウェブサイトへ）!8月5日㈭14時～
16時#文化会館%市民{150人
|*?=∑（7面）~7月26日まで
_人権教育課（☎34－8620、>22－
6072）
jinkenkyouiku@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

アートの力で一人ひとりの個性を活か

し、新しい価値やゆるやかな関係づく
りを築くプロジェクトの2期生を募
集。!9月5日㈰、19日㈰、10月3日㈰、
17日㈰各日10時～15時#俵田翁記
念体育館とオンライン%高校生以
上、メール連絡可能な人、原則すべて
の講座を受講できる人{20人程度
（選考あり）<|?=申込用紙※詳
細は下記ウェブサイトへ。~7月16日ま
で_うーばー・プロジェクト事務局（☎
34－8389、>22－6083）
ubaerp.ube@gmail.com
https://ubaer.jimdosite.com/

講座を受講した人は、「うべ子育て
パートナー」として認定。地域の身近
な支援者として、子育て世代を一緒
に支えませんか。講座：うべ子育て
パートナーの役割、子育て関連施設
見学など!10月18日㈪10時～15時
#福祉会館%①または②を満たす人
①保健師・助産師・看護師・准看護
師・保育士・社会福祉士・幼稚園教諭
の有資格者②県主催「山口県子育て
支援員研修」または「山口県放課後
児童支援員認定資格研修会」を受講
済か今年度受講予定{100人（先着
順）|?=申込用紙~7月1日～30日
_こども・若者応援課（〒755-0033宇
部市琴芝町二丁目4番25号（☎31－
1732、>21－6020）
ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp" 
（要到達確認）∑（7面）と参加要件

▷募集テーマ　女性や男性のチャレ
ンジ支援、ＤＶの防止など（オンライン
開催可）!▷実施期間：来年2月28日
㈪まで▷実施場所：市内%市内を拠
点として活動する非営利の団体･グ
ループ{1団体程度|=郵送、持参
_人権・男女共同参画推進課（☎34
－8308、>22－6016）
gender-equal@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

●自衛官候補生、一般曹候補生
%18歳以上33歳未満▷自衛官候補
生~随時▷一般曹候補生~7月1日～
9月6日!試験日：1次9月16日㈭～19日
㈰、2次10月9日㈯～24日㈰
●航空学生▷海上：高卒（見込含む）
23歳未満▷航空：高卒（見込含む）21
歳未満~9月9日まで!試験日：1次9
月20日（月・祝）
_自衛隊宇部地域事務所（☎31－
4355）

今年の芸術祭は変わります！募集要
項は、文化創造財団ウェブサイトに掲
載。また、文化会館、市役所、図書館、

各ふれあいセンターなどに7月下旬ご
ろから設置。
●「宇部市美術展覧会」!9月17日
㈮～20日（月・祝）募集作品▷平面（絵
画・写真・書道など）▷立体（彫刻・陶
芸・工芸など）▷その他（上記以外・映
像作品など）~9月3日（必着）
●「宇部市文芸大会」!11月14日㈰
募集作品▷俳句、短歌、詩~10月1日
まで［消印有効］
_文化創造財団（☎35－3355、>31
－7306

!9月19日～12月19日の日曜日（全11
回）%県内在住で、手話を駆使して地
域の聴覚障害者と日常会話が可能な
手話奉仕員証所持者&5,060円（テ
キスト代）※市の「コミュニケーション
支援人材育成助成金」利用可{15
人|申込書、手話活動経歴書、手話
奉仕員養成講座修了書か手話奉仕
員証（有効期限内）の写し、84円切手
を貼った長形3号の返信用封筒（宛名
に住所・氏名を記入）を郵送~8月31
日まで#}県聴覚障害者情報セン
ター（☎083－985－0611、>083－985
－0613）
https://www.c-able.ne.jp/̃lookym33/si
njyouhouPDF/2021syuwatuuyaku.pdf

高齢者、障害者、同和問題などの人
権課題について、講演、シンポジウム、
ワークショップ等による啓発行事の実
施▷10月1日㈮～12月28日㈫各10時
～17時の間に実施。実施場所は要協
議{1団体|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、市ウェブサイトに掲載
~7月31日まで_人権・男女共同参画
推進課（☎34－8308、>22－6016）

国から額面25万円分の記名国債が

交付される「第十一回特別弔慰金」
の請求を受付中。申請書類を取り寄
せ、郵送で提出してください。※窓口
で提出・相談の場合、要予約※令和2
年4月以降に請求済みの人には、国
債が発行され次第、順次案内を送付
しています%令和2年4月1日現在、恩
給・遺族年金を受ける戦没者等の妻
などがいない、戦没者等の死亡当時
のご遺族のうち優先順位の高い人
（一人）|∑（7面）と請求者（請求予
定者）の氏名、戦没者からみた続柄
（様式自由）、切手（140円分）を郵送
~令和5年3月31日まで_地域福祉・
指導監査課（☎34－8326、>22－
6028）

8月からの新しい被保険者証（緑色）
を7月中旬に発送する予定。8月1日以
後に現行の被保険者証は処分してく
ださい。保険料を滞納している場合は
送付しないことがあります。送付の封
書と被保険者証に点字が必要な場
合はご連絡ください。
●国民健康保険
70歳以上75歳未満の人は高齢受給
者証が一体となっています。市外に学
生がいる場合は、学生用被保険者証
の手続きが必要}保険年金課（☎34
－8287、>22－6019）
●後期高齢者医療制度
}保険年金課（☎34－8343、>22－
6019）
●マイナンバーカードの保険証利用

10月からマイナンバーカードが健康保
険証として利用できるようになります
（予定）。利用には、登録手続きが必
要。保険年金課の窓口で、事前登録
手続きのお手伝いします。※登録は、
マイナンバーカードと暗証番号（マイ
ナンバーカード受け取り時に設定した
数字4ケタの利用者証明用電子証明
書暗証番号）が必要
}保険年金課（☎34－8285（国保）、
☎34－8343（後期）、>22－6019）

7月12日㈪から岬小学校複合施設
（岬小学校内）へ移転します。※旧ふ

れあいセンターは利用できません
}市民活動課（☎34－8233、>22－
6016）、岬ふれあいセンター（☎>21
－1625）

市内各公園の遊具などの一斉点検
を、宇部市地域の安全づくり連絡協議
会と協働で行います。遊具の不具合
など、お気づきの点がありましたら、お
知らせください!7月初旬～中旬}公
園緑地課（☎54－2181、>51－2185）

ことばの遅れ、就学先、学校で受けら
れる支援など、悩みや疑問について
の相談に応じます。希望により、就学
を考えている学校の見学や体験入学
などを通して、最も望ましい就学がで
きるよう支援します。!8月23日㈪8時
半～16時（相談は1組50分程度）#保
健センター%小学校就学を控えた子
どもと保護者{15組程度
| * ? = _教育支援課（☎34－
8625、>22－6071）
g-anshin@city.ube.yamaguchi.jp" 
（要到達確認）~7月30日まで
●就学前から高校生までの発達が気
になるお子さんの就学先や進路につ
いて、随時相談受付中

中小企業で働く従業員のための国の
退職金制度。掛金の一部を国が助
成、掛金は全額非課税、社外積立で
管理が簡単などのメリットがあります。
%条件を満たす中小企業}中小企
業退職金共済事業本部（☎03－6907
－1234、>03－5955－8211）

不動産(土地・建物)の登記名義人
（所有者）が死亡したときは、相続登
記（名義変更）が必要です。予約制で
手続案内します。詳細は法務局ホー
ムページをご覧ください}山口地方
法務局宇部支局（☎21－7211［音声
ガイダンス2→1］）

❻ ❼

｢女性活躍推進サポート
事業」実施団体

手話通訳者養成講座
「手話通訳Ⅰ」

「人権交流ひろば」の企画
提案・実施団体

陸海空自衛官

「芸術祭」に出品する作品

中小企業退職金共済
制度をご利用ください

相続登記はお済み
ですか？

岬ふれあいセンターが
移転します

公園遊具などを
一斉点検します

国民健康保険･後期高齢者
医療 被保険者証の更新

戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金の請求

オーガニックな料理教室

保育士などの合同就職
説明会面接会

親子ふれあいのつどい

Ｗｅｂ版 離乳食教室
（後期コース）

有機栽培講習会

男女共同参画に関する
市民ワークショップ

スポーツコミッションの
イベント

アクトビレッジおので
体験イベント

こども食堂開設セミナー
（宇部会場）の開催

お知らせ

募　　集

シルバー人材センター
入会説明会

挿し木教室

総合集団健診 人権を考えるつどい

「うーばー・プロジェクト」
2期生

うべ子育てパートナー
養成講座　　　　　

お知らせ

就学相談会

∑…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）　å…ウェブ番号 　　 …はつらつ健幸ポイント対象

SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

å1012808

å1004988

å1003949

å1012799

å1005437

å1001848

å1012270

å1009879

å1003214

å1010669

å1011817

å1012828

å1003583

中川　晴美（宇部市大字東岐波）
吉村　祥一（東京都杉並区）
株式会社創舎（宇部市大字西岐波）
前村電気工事株式会社（宇部市神原町）
安田ブルトーザ開発株式会社（宇部市明治町）

・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000,000円
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81,000円

・・・・・・・・・・・・10,000,000円
・・・・・・・・・3,000,000円

・・・1,000,000円

内田鋼機株式会社（宇部市港町）
株式会社山口銀行厚狭支店（山口県山陽小野田市）
株式会社山口銀行上宇部支店（宇部市北琴芝）
ミツヤ工業株式会社（宇部市大字木田）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円
100,000円

・・・・・100,000円
・・・・・・・・・・・・・・50,000円

寄付金
報　告

■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（5月分、敬称略） ご協力ありがとうございました。

簡易型水位計、河川監視カメラの運用を開始しました å1012830

å1006692

　県では、新たに「山口県土木防災情報システム」に簡易型水位計と河川監視カメラを追加整備し、県が
管理する河川の水位情報の提供を開始しました。
　これらの水位情報を参考に、早めの自主避難の判断などにご活用ください。 詳しくはこちら▶
■問い合わせ　土木河川港湾課（☎34－8407　>22－6050）、防災危機管理課（☎34－8139　>29－4266）

SNSで

市長の日々 の取り組みや活動を、SNSなどで随時
配信しています。

スマホなどのカメラで、上記の二次元コードを読み込んでください。
市ウェブサイト「ようこそ市長室へ」からもアクセスできます。

å1011146

介護保険料・後期高齢者
医療保険料の納付の

お知らせ

■問い合わせ
　介護保険料：高齢者総合支援課
　（☎34－8297　>22－6026）
　後期高齢者医療保険料：保険年金課
　（☎34－8343　>22－6019）

6月号掲載の「スマートフォン決済
アプリ」は現在利用できません。
利用可能になりましたら、改めて
お知らせします。なお、コンビニ納付
はできます。

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

市長の活動報告を配信中！

（国保）å1001877（後期）
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●パン教室：あんぱん＆レーズンチー
ズバンズ作成!7月6日㈫10時～13時
&1,600円{15人<エプロン・タオル・
持帰り用袋~7月4日まで
●アロマ教室：サマージェルクリーム
＆虫除けスプレー作成!7月21日㈬
①13時～②14時半～&1,700円{各
15人<タオル・持帰り用袋~7月14日
まで
|*?=_アクトビレッジおの（☎64
－5111、>64－2800）
actvillageono@feelkankyo.com

こども食堂の事例紹介（メイト食堂、
日の山レストラン）や支援制度を紹
介!7月8日㈭14時～16時#福祉会
館{20人|*=専用申込フォーム
（https://ws.formzu.net/sfgen/S2879
8735/）氏名、所属、電話番号、メール
アドレス~7月7日まで_山口県こども
食堂支援センター〒753-0054山口市
富田原町4－45（☎080－6338－1187）
yama.syokudou@asuhana.org

就労を希望する会員を募集。まずは
説明会にご参加ください。!7月8日
㈭、22日（木・祝）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）

挿し木による植物の増やし方を学び
ます。!7月17日㈯9時半～11時半
#福祉会館{25人（先着順）<筆記
用具|*∑（7面）_公園緑地課（☎
34－8485、>22－6050）

①7月17日㈯保健センター【女性限
定・託児あり（要予約）】②7月26日㈪
ときわ湖水ホール③8月21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※
対象となる人のうち、がん検診を過去
3年間受診していない人には、がん検
診受診券を送付停止中。受診券送付
希望の人は保健センターまで連絡く
ださい%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~①6月16日～②6月30日～③
7月21日～_健康増進課（☎31－
1777、>35－6533）

https://s-kantan.jp/ube-u/

講話「離乳食の進め方について」!7
月21日㈬10時半～11時10分%生後9
カ月～1歳3カ月児の保護者{10人
（先着順）（予約制）|=∑（7面）と質
問内容、児の名前、生年月日、月齢
~7月5日～_こども・若者応援課（☎
31－1732、>21－6020）
ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp（要到
達確認）

農薬と化学肥料を使わない旬の夏野
菜を干し野菜にし、料理を作ります。
有機野菜のおいしさを味わってみま
しょう。※今回は講師が料理し、参加
者は見学のみ。!7月24日㈯10時半
～11時半#亀の甲農園（山陽小野田
市大字小野田1745-1）|*_有機
ネット山口西部（®080－5232－2660）
［森国］（13時～18時）

夏野菜の収穫と大豆栽培体験（農薬
と化学肥料を使わない安全な野菜づ
くり体験）収穫した野菜は、持ち帰り
可。!7月25日㈰9時半～11時半#宇
部市船木森部農園&有機ネット山口
西部会員800円、非会員1,000円{15
人程度（先着順）<作業用手袋、タオ
ル、長ぐつ、水筒、野菜を持ち帰るた
めの袋、農具（お持ちの人）|*_有
機ネット山口西部（®090－5690－
5758）［天野］（10時～17時）~7月16
日まで

市内の保育園、幼稚園、学童保育ク
ラブで働きませんか。詳細は市ウェブ
サイトへ。※学童保育クラブの補助員
以外は、保育士、幼稚園教諭等の資
格が必要※リモート参加可（7月22日
までにメールで要予約）。!7月25日
㈰10時半～14時半（受付14時まで）
#ときわ湖水ホール_保育幼稚園学
童課（☎34－8328、>22－6051）" 
kodo-fuku@city.ube.yamaguchi.jp（要
到達確認）

油谷青少年自然の家のプライベート
ビーチで海水浴、シーカヤック体験※
昼食は各家族で用意。!7月25日㈰9
時（集合）～17時半※台風などの場
合は7月31日㈯に延期予定#県総合
保健会館集合・解散（現地集合可）%
県内在住ひとり親家庭の親と子（3歳
～高校生）&大人500円、子供1人に
つき300円（現地集合は無料）{20家
族程度|+?=参加者全員の氏名
（ふりがな）、年齢（7月25日現在）、住
所、電話番号、子供の学年~7月9日

まで（必着）_県母子・父子福祉セン
ター〒753－0814　山口市吉敷下東3
－1－1（☎083－923－2490、>083－
923－2499）
y-bosi-senter@tiara.ocn.ne.jp

［目的］男女共同参画やＤＶ対策等に
関する施策への提言［内容］グルー
プディスカッション など※オンラインで
中継!7月30日㈮18時半～20時#男
女共同参画センター%市内に在住か
在勤の18歳以上の人{20人（先着
順）|*?=∑（7面）と、氏名のふり
がな、メールアドレス（オンライン傍聴
のみ）~7月23日まで_人権・男女共
同参画推進課（☎34－8308、>22－
6016
gender-equal@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

●「スポーツ遊び教室」体験会
スポーツに「遊び」を取り入れ親しむ
きっかけを作り、たくさんの仲間と楽し
い時間を共有しながら「スポーツが好
き・楽しい」と感じられる教室の無料
体験会。※教室は9月スタート予
定。!①8月2日㈪②8月30日㈪17時～
18時（年中・年長）18時15分～19時15
分（小学1～3年生）#①ユーピーアー
ルスタジアム②パルセンター宇部
{各20人（先着順）<運動しやすい
服装・飲み物・室内シューズ・タオル・
マスク（推奨）|*~①7月27日まで
②8月24日まで_ミズノスポーツサー
ビス㈱　山口きらら博記念公園（☎
65－6900）}スポーツコミッション（☎
39－7653、>39－6584）
●サンバ・ZUMBA®フェス
プロサンバダンサーのショーや
Z U M B A®インストラクターのパ
フォーマンスなどを観覧後、サンバや
ZUMBA®を楽しく体験できるイベン
ト。!8月7日㈯14時～16時#ヒストリ
ア宇部&1,000円{50人（先着順）
<運動しやすい服装・飲み物・室内
シューズ・タオル・マスク|*_アルコ
イリス（®090－1926－2727）~7月31
日まで

演題「コロナ禍での自分との付き合
い方　～ストレスとストレスマネージメ
ント～」※手話通訳、要約筆記あり、
優先席を設定。※ライブ配信（詳細は
市ウェブサイトへ）!8月5日㈭14時～
16時#文化会館%市民{150人
|*?=∑（7面）~7月26日まで
_人権教育課（☎34－8620、>22－
6072）
jinkenkyouiku@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

アートの力で一人ひとりの個性を活か

し、新しい価値やゆるやかな関係づく
りを築くプロジェクトの2期生を募
集。!9月5日㈰、19日㈰、10月3日㈰、
17日㈰各日10時～15時#俵田翁記
念体育館とオンライン%高校生以
上、メール連絡可能な人、原則すべて
の講座を受講できる人{20人程度
（選考あり）<|?=申込用紙※詳
細は下記ウェブサイトへ。~7月16日ま
で_うーばー・プロジェクト事務局（☎
34－8389、>22－6083）
ubaerp.ube@gmail.com
https://ubaer.jimdosite.com/

講座を受講した人は、「うべ子育て
パートナー」として認定。地域の身近
な支援者として、子育て世代を一緒
に支えませんか。講座：うべ子育て
パートナーの役割、子育て関連施設
見学など!10月18日㈪10時～15時
#福祉会館%①または②を満たす人
①保健師・助産師・看護師・准看護
師・保育士・社会福祉士・幼稚園教諭
の有資格者②県主催「山口県子育て
支援員研修」または「山口県放課後
児童支援員認定資格研修会」を受講
済か今年度受講予定{100人（先着
順）|?=申込用紙~7月1日～30日
_こども・若者応援課（〒755-0033宇
部市琴芝町二丁目4番25号（☎31－
1732、>21－6020）
ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp" 
（要到達確認）∑（7面）と参加要件

▷募集テーマ　女性や男性のチャレ
ンジ支援、ＤＶの防止など（オンライン
開催可）!▷実施期間：来年2月28日
㈪まで▷実施場所：市内%市内を拠
点として活動する非営利の団体･グ
ループ{1団体程度|=郵送、持参
_人権・男女共同参画推進課（☎34
－8308、>22－6016）
gender-equal@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

●自衛官候補生、一般曹候補生
%18歳以上33歳未満▷自衛官候補
生~随時▷一般曹候補生~7月1日～
9月6日!試験日：1次9月16日㈭～19日
㈰、2次10月9日㈯～24日㈰
●航空学生▷海上：高卒（見込含む）
23歳未満▷航空：高卒（見込含む）21
歳未満~9月9日まで!試験日：1次9
月20日（月・祝）
_自衛隊宇部地域事務所（☎31－
4355）

今年の芸術祭は変わります！募集要
項は、文化創造財団ウェブサイトに掲
載。また、文化会館、市役所、図書館、

各ふれあいセンターなどに7月下旬ご
ろから設置。
●「宇部市美術展覧会」!9月17日
㈮～20日（月・祝）募集作品▷平面（絵
画・写真・書道など）▷立体（彫刻・陶
芸・工芸など）▷その他（上記以外・映
像作品など）~9月3日（必着）
●「宇部市文芸大会」!11月14日㈰
募集作品▷俳句、短歌、詩~10月1日
まで［消印有効］
_文化創造財団（☎35－3355、>31
－7306

!9月19日～12月19日の日曜日（全11
回）%県内在住で、手話を駆使して地
域の聴覚障害者と日常会話が可能な
手話奉仕員証所持者&5,060円（テ
キスト代）※市の「コミュニケーション
支援人材育成助成金」利用可{15
人|申込書、手話活動経歴書、手話
奉仕員養成講座修了書か手話奉仕
員証（有効期限内）の写し、84円切手
を貼った長形3号の返信用封筒（宛名
に住所・氏名を記入）を郵送~8月31
日まで#}県聴覚障害者情報セン
ター（☎083－985－0611、>083－985
－0613）
https://www.c-able.ne.jp/̃lookym33/si
njyouhouPDF/2021syuwatuuyaku.pdf

高齢者、障害者、同和問題などの人
権課題について、講演、シンポジウム、
ワークショップ等による啓発行事の実
施▷10月1日㈮～12月28日㈫各10時
～17時の間に実施。実施場所は要協
議{1団体|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、市ウェブサイトに掲載
~7月31日まで_人権・男女共同参画
推進課（☎34－8308、>22－6016）

国から額面25万円分の記名国債が

交付される「第十一回特別弔慰金」
の請求を受付中。申請書類を取り寄
せ、郵送で提出してください。※窓口
で提出・相談の場合、要予約※令和2
年4月以降に請求済みの人には、国
債が発行され次第、順次案内を送付
しています%令和2年4月1日現在、恩
給・遺族年金を受ける戦没者等の妻
などがいない、戦没者等の死亡当時
のご遺族のうち優先順位の高い人
（一人）|∑（7面）と請求者（請求予
定者）の氏名、戦没者からみた続柄
（様式自由）、切手（140円分）を郵送
~令和5年3月31日まで_地域福祉・
指導監査課（☎34－8326、>22－
6028）

8月からの新しい被保険者証（緑色）
を7月中旬に発送する予定。8月1日以
後に現行の被保険者証は処分してく
ださい。保険料を滞納している場合は
送付しないことがあります。送付の封
書と被保険者証に点字が必要な場
合はご連絡ください。
●国民健康保険
70歳以上75歳未満の人は高齢受給
者証が一体となっています。市外に学
生がいる場合は、学生用被保険者証
の手続きが必要}保険年金課（☎34
－8287、>22－6019）
●後期高齢者医療制度
}保険年金課（☎34－8343、>22－
6019）
●マイナンバーカードの保険証利用

10月からマイナンバーカードが健康保
険証として利用できるようになります
（予定）。利用には、登録手続きが必
要。保険年金課の窓口で、事前登録
手続きのお手伝いします。※登録は、
マイナンバーカードと暗証番号（マイ
ナンバーカード受け取り時に設定した
数字4ケタの利用者証明用電子証明
書暗証番号）が必要
}保険年金課（☎34－8285（国保）、
☎34－8343（後期）、>22－6019）

7月12日㈪から岬小学校複合施設
（岬小学校内）へ移転します。※旧ふ

れあいセンターは利用できません
}市民活動課（☎34－8233、>22－
6016）、岬ふれあいセンター（☎>21
－1625）

市内各公園の遊具などの一斉点検
を、宇部市地域の安全づくり連絡協議
会と協働で行います。遊具の不具合
など、お気づきの点がありましたら、お
知らせください!7月初旬～中旬}公
園緑地課（☎54－2181、>51－2185）

ことばの遅れ、就学先、学校で受けら
れる支援など、悩みや疑問について
の相談に応じます。希望により、就学
を考えている学校の見学や体験入学
などを通して、最も望ましい就学がで
きるよう支援します。!8月23日㈪8時
半～16時（相談は1組50分程度）#保
健センター%小学校就学を控えた子
どもと保護者{15組程度
| * ? = _教育支援課（☎34－
8625、>22－6071）
g-anshin@city.ube.yamaguchi.jp" 
（要到達確認）~7月30日まで
●就学前から高校生までの発達が気
になるお子さんの就学先や進路につ
いて、随時相談受付中

中小企業で働く従業員のための国の
退職金制度。掛金の一部を国が助
成、掛金は全額非課税、社外積立で
管理が簡単などのメリットがあります。
%条件を満たす中小企業}中小企
業退職金共済事業本部（☎03－6907
－1234、>03－5955－8211）

不動産(土地・建物)の登記名義人
（所有者）が死亡したときは、相続登
記（名義変更）が必要です。予約制で
手続案内します。詳細は法務局ホー
ムページをご覧ください}山口地方
法務局宇部支局（☎21－7211［音声
ガイダンス2→1］）

❻ ❼

｢女性活躍推進サポート
事業」実施団体

手話通訳者養成講座
「手話通訳Ⅰ」

「人権交流ひろば」の企画
提案・実施団体

陸海空自衛官

「芸術祭」に出品する作品

中小企業退職金共済
制度をご利用ください

相続登記はお済み
ですか？

岬ふれあいセンターが
移転します

公園遊具などを
一斉点検します

国民健康保険･後期高齢者
医療 被保険者証の更新

戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金の請求

オーガニックな料理教室

保育士などの合同就職
説明会面接会

親子ふれあいのつどい

Ｗｅｂ版 離乳食教室
（後期コース）

有機栽培講習会

男女共同参画に関する
市民ワークショップ

スポーツコミッションの
イベント

アクトビレッジおので
体験イベント

こども食堂開設セミナー
（宇部会場）の開催

お知らせ

募　　集

シルバー人材センター
入会説明会

挿し木教室

総合集団健診 人権を考えるつどい

「うーばー・プロジェクト」
2期生

うべ子育てパートナー
養成講座　　　　　

お知らせ

就学相談会

∑…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）　å…ウェブ番号 　　 …はつらつ健幸ポイント対象

SDGs未来都市・宇部 SDGs未来都市・宇部

å1012808

å1004988

å1003949

å1012799

å1005437

å1001848

å1012270

å1009879

å1003214

å1010669

å1011817

å1012828

å1003583

中川　晴美（宇部市大字東岐波）
吉村　祥一（東京都杉並区）
株式会社創舎（宇部市大字西岐波）
前村電気工事株式会社（宇部市神原町）
安田ブルトーザ開発株式会社（宇部市明治町）

・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000,000円
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81,000円

・・・・・・・・・・・・10,000,000円
・・・・・・・・・3,000,000円

・・・1,000,000円

内田鋼機株式会社（宇部市港町）
株式会社山口銀行厚狭支店（山口県山陽小野田市）
株式会社山口銀行上宇部支店（宇部市北琴芝）
ミツヤ工業株式会社（宇部市大字木田）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円
100,000円

・・・・・100,000円
・・・・・・・・・・・・・・50,000円

寄付金
報　告

■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（5月分、敬称略） ご協力ありがとうございました。

簡易型水位計、河川監視カメラの運用を開始しました å1012830

å1006692

　県では、新たに「山口県土木防災情報システム」に簡易型水位計と河川監視カメラを追加整備し、県が
管理する河川の水位情報の提供を開始しました。
　これらの水位情報を参考に、早めの自主避難の判断などにご活用ください。 詳しくはこちら▶
■問い合わせ　土木河川港湾課（☎34－8407　>22－6050）、防災危機管理課（☎34－8139　>29－4266）

SNSで

市長の日々 の取り組みや活動を、SNSなどで随時
配信しています。

スマホなどのカメラで、上記の二次元コードを読み込んでください。
市ウェブサイト「ようこそ市長室へ」からもアクセスできます。

å1011146

介護保険料・後期高齢者
医療保険料の納付の

お知らせ

■問い合わせ
　介護保険料：高齢者総合支援課
　（☎34－8297　>22－6026）
　後期高齢者医療保険料：保険年金課
　（☎34－8343　>22－6019）

6月号掲載の「スマートフォン決済
アプリ」は現在利用できません。
利用可能になりましたら、改めて
お知らせします。なお、コンビニ納付
はできます。

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

市長の活動報告を配信中！

（国保）å1001877（後期）
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■弁護士相談　!7月21日㈬13時半～15時半　予約受付開始7月8日㈭8時
半～　!8月4日㈬13時半～15時半　予約受付開始7月26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　!7月14日㈬、28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　!7月10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　!7月20日㈫　#市役所
　{4組　~7月13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）
■犯罪被害（交通犯罪含む）に関する相談　!7月15日㈭13時～15時　
　※要予約　#市役所　_山口被害者支援センター（☎083－974－5115）
■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　!7月20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　~7月16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　!7月6日㈫、29日㈭各10時
～16時、10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） !火～土
曜日　11時～20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。
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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 7月1日～8月5日7月1日～8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）

「まちなか保健室」介護・健康相談（多世代ふれあいセンター　11時～14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）
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（多世代ふれあいセンター　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(小学生向け)（図書館　15時～15時半）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時半～15時）
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）
「まちなか保健室」介護・健康相談（多世代ふれあいセンター　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(小学生向け)（図書館　15時～15時半）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時半～15時）

行政相談・特設人権相談所（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）
「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）
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）
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）
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（多世代ふれあいセンター　11時～14時）
園芸相談（ときわミュージアム　10時～12時、13時～16時）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（図書館　13時半～15時）

7月2日㈮
3日㈯

7日㈬

9日㈮
10日㈯

13日㈫

16日㈮
17日㈯

20日㈫
21日㈬

24日㈯

27日㈫

28日㈬
30日㈮

8月1日㈰
4日㈬

プラネタリウム投影会　!7月4日㈰、11日㈰、18日㈰、25日㈰、26日㈪、27日㈫、
29日㈭、30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、市ウェブサイトをご覧いただくか、
　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。7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。

7月4日㈰ 8月1日㈰11日㈰ 22日（木・祝）18日㈰ 23日（金・祝） 25日㈰

いのくまこども
クリニック
西岐波
☎51－0880

かわかみ整形外科・
小児科クリニック
野原
☎37－3700

むらかみこども
クリニック
東須恵
☎44－4976

よしもと小児科医院
中尾
☎22－0555

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

金子小児科
上町
☎22－0006

宇部市　休日・夜間診療 検索

●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）

å1004887

●歯科　日時　22日（木・祝）、23日（金・祝） 9時～12時　場所　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099


