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（　）内は前月比。2021年7月末日現在
（転入・転出は7月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
77,544
84,725
162,269
79,878

（－4）
（－47）
（－51）
（－36）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入255人  転出242人

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
ワクチン接種予約の変更

※8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

Let’s 100周年！　Vol.4

市制施行100周年記念サイト

100th Anniversary

■問い合わせ
　山口プロバスケットボール㈱　☎39－7705
　文化・スポーツ振興課　☎34－8614　>22－6083

●日時　10月2日㈯・3日㈰  各14時～
●場所　俵田翁記念体育館

◆チケット・試合情報・ブースタークラブ（ファンクラブ）の
　詳細は公式サイトで
　公式サイト　https://patriots.co.jp/

予約方法 かかりつけ医、または接種券に同封の「接種可能な医療機関一覧」に掲載の医療機関に、直接お電話
または、各医療機関のホームページから予約して下さい。

■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

山口ペイトリオッツ
　　　　　　　　　　vs豊田合成スコーピオンズ

Bリーグ
記念すべ

き初戦！！

■問い合わせ
　宇部市スポーツコミッション事務局
　　　　　　　☎39－7653　>39－6584

■問い合わせ　文化・スポーツ振興課　☎34－8614　>22－6083

スポーツコミッション
フェスタ2021 ～健幸スポーツの祭典～
●日時　10月10日㈰　10時～15時半
●場所　恩田運動公園一帯
　　　　全19イベント開催
　　　　※事前申込が必要なプログラムあり

●日時　１０月２４日㈰ ６時～６時４０分
●場所　中央公園テニスコート
　　　　※申込方法などの詳細は、６面に記載

オリンピアンもやってくる！！

くわしくは　
コチラ▶

å1004906

個別接種 16歳以上の人は、8月30日㈪の週の予約分から、新規予約を再開しています。（実施医療機関の予約終了をもって休止）

集団接種 予約枠は満席になったため、新規予約を休止しています。

※令和３年度中に12歳～15歳に達する人（小学6年生～中学3年生相当の人）は小児科等で引き続き個別接種の予約ができます。（予約受付中）
※12歳の人の接種券は、誕生月の前月に発送します。

※1回目の接種を終え、２回目接種の予約がまだの人は、
　宇部市新型コロナワクチン予約・相談センターで電話予約ができます

月曜日～土曜日（祝日を除く）8時半～17時15分☎0570－003－063（有料）

事
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飲食店応援支援金

詳細は、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせ
ください。

●やまぐち安心飲食店応援金［県］
　新型コロナウイルス対策の実施状況について県の認証を
　受けた店舗へ応援金（20万円）給付
　■問い合わせ
　　やまぐち安心飲食店認証事務局　☎083－976－4141
●宇部市飲食店応援支援金［市］
　やまぐち安心飲食店応援金の給付を受けた店舗へ本市
　が上乗で支援金（10万円）給付
　■問い合わせ　商工振興課　☎34－8360　>22－6041

宇部市タブレット端末貸出事業［市］
非対面型ビジネスモデルへの転換などに取り組む市内事業者に、タブレット
端末を無料で貸出、専門家派遣による個別支援など
■問い合わせ　商工振興課　☎34－8360　>22－6041

中小企業事業継続支援金［県］
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が大きく減少している中小
事業者に、事業継続のための支援金給付
■問い合わせ　中小企業事業継続支援金事務局　☎083－902－1788

月次支援金［国］
2021年4月以降に実施された緊急事態宣言措置等に伴い売上が50％
以上減少した中小法人・個人事業者等に給付
■問い合わせ　月次支援金事務局（コールセンター）
　^0120－211－240または☎03－6629－0479

å1013400

å1013401

å1012607

å1013211

令和３年

11月1日

市制記念日 希望あふれる未来へ

「山口ペイトリオッツ」は、昨年、宇部市に誕生した男
子プロバスケットボールクラブ。俵田翁記念体育館
を拠点に活動し、今シーズンからいよいよB3リーグ
に参戦！
地元チームの挑戦を応援しよう！

特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会
NHKラジオ第一放送で宇部市から全国に生放送！

発熱などの症状がある人へ　まずは電話でご相談！
●受診・相談センター

●宇部市保健センター　☎31－1777
　　　　　　　　　　　（平日8時半～17時15分）

～市制施行100周年記念事業 スポーツの秋～

「ミネルバ宇部  

応援企画」開催！

［　　　　　　 ］（毎日24時間対応）#7700
または　☎083－902－2510

要事前申込
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å1009207

å1001207

å1007738

　高齢化が進み、認知症になる人も増加しています。住み慣れた地域で
安心して暮らし続けられるよう、市では様々な取り組みをしていますが、
この機会に個人や地域でできることを考えてみませんか。

　本市では8月に台風9号や記録的大雨が続きました。雨や風が強くなり慌て
て準備するのでは、思わぬ事故やけがにつながります。これからも台風シーズ
ンは続きます。今からできる準備はしっかり整え、危険から身を守りましょう。

　認知症などで居場所がわからなくなる
可能性がある人の持ち物に、このシールを
貼っておくと、居場所がわからなくなった
際、発見した人がシールの二次元コード
（QRコード）を携帯電話などで読み取り、
発見場所を即時に家族へ知らせることが
できます。利用には登録が必要です。
まずはお気軽にお問い
合わせください。

　地震時にブロック塀などが
倒れると、大きな被害につなが
るおそれがあり、安全確保は
所有者の責任です。市では、
倒壊の危険性の高いブロック塀など（国道・県道・市
道などに面する高さ0.8ｍ超）の撤去と、撤去後の
生け垣設置にかかる費用の一部を補助しています。

●認知症サポーター養成講座受講生募集
　認知症を正しく理解し偏見を持たず、認知症の人やその家族を温かい
　目で見守る「応援者」の養成講座です。
　▷個人向け
　　日時　9月21日㈫ 10時～11時半　場所　福祉会館
　　定員　50人程度（先着順）※要申込（9月17日まで）

■高潮に十分注意を

■警戒レベルを用いた防災情報の発令
　水害・土砂災害について、避難行動を呼びかける防災情報を５段階で
　お知らせしています。
　お住まいの地域に警戒レベル３または４が発令された場合は、地域で
　声をかけあって速やかに危険な場所から避難しましょう。

●認知症関連パネル展
　場所　市役所1階ロビー
　期間　9月13日㈪～22日㈬
　場所　楠こもれびの郷
　期間　9月1日㈬～30日㈭
●ときわ公園石炭記念館
　ライトアップ
　期間　9月22日㈬～24日㈮ 
　　　　17時半～21時

担当地区 電話 FAX
39－6972
39－6502
45－1224
43－9308
35－9206

39－6971
39－6151
45－3969
43－9307
43－9551

東岐波・川上
西岐波・常盤
西宇部・厚南
黒石・原
上宇部・小羽山

担当地区 電話 FAX
39－8134
62－5959
67－1413
38－8552
38－3221

39－6131
62－5858
67－0506
38－8551
38－3220

新川・鵜の島・藤山
厚東・二俣瀬・小野
船木・万倉・吉部
恩田・岬
見初・神原・琴芝

9月は認知症予防月間です！
認知症になっても安心して暮らせるまちづくり

簡単な登録で安心！
見守りシール 配布中

認知症シンボルカラーの
オレンジ色に！

一人で悩まず相談してみよう(相談窓口)
○高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）
　地域ごとに設置している高齢者の総合相談窓口です。住み慣れた地域で安心して生活できる
　よう、認知症を含むさまざまな相談を受付中です。

○認知症初期集中支援チーム（高齢者総合支援課　☎34ー8303　>22ー6026）
　保健師・社会福祉士・専門医で構成するチームが、必要に応じ医療・介護サービスを紹介
　しながら本人と家族の生活をサポートします。
　若年性認知症（65歳未満で発症する認知症）の方に関しての相談も受付中です。

各高齢者総合相談センター

無料
配布中

■申込先・問い合わせ　高齢者総合支援課　☎34ー8303　>22ー6026

■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　>35－6533

９月９日は「救急の日」
その119番は、緊急ですか？
救急車の適正利用にご協力ください！！
■問い合わせ　宇部・山陽小野田消防局警防課
　　　　　　　☎21－6113　>31－0119

がまんせずに、
早めの相談・早めの受診！
急な病気やけがで救急車を呼ぶか
迷ったときは
「救急医療電話相談」に電話を！

おとな
（概ね15歳以上）
（毎日24時間）

こども
（概ね15歳未満）
（毎日19時～翌朝8時）

＃７１１９
☎083－921－7119

＃８０００
☎083－921－2755

緊急
安全確保

命を守るための最善の行動をとる
〈既に災害が発生・切迫している状況〉

全員 避難

その支援者は避難
〈災害発生のおそれがあります〉

高齢者  障がい者
乳幼児

自らのとるべき避難行動を確認
〈気象状況が悪化しています〉

危
険
度

大

小

警戒
レベル

新たな
避難情報等 住民が取るべき行動

5

避難指示
〈災害発生のおそれが高まっています〉

4

高齢者等
避難3

警戒レベル４までに、危険な場所から必ず避難

などと

大雨・洪水
注意報
（気象庁）

2
1 災害への心構えを高める

〈今後、気象状況が悪化するおそれあり〉
早期注意情報
（気象庁）

台風の備えを確認！台風の備えを確認！
■問い合わせ　防災危機管理課　☎34－8139　>29－4266

便利なアプリも！

普段はラジオとして使える！

宇部市 防災ラジオ

普段は常時電源プラグをコンセントに
挿しておく必要があります。

ブロック塀などの
　安全点検をしよう！

●補助金額
　・ブロック塀撤去費の2/3（上限10万円）
　・生け垣設置費の2/3（上限5万円）
●受付期間　12月15日㈬まで
■問い合わせ先
　建築指導課　☎34－8434　>22－6013 

■問い合わせ　市民活動課
　☎34－8126
　>22－6004

「ネイティブ宇部」に
新しく防災メニューが追加！

9月1日から

災害通報 避難所状況
災害状況を通報 避難所状況など

画像通報

ネイティブ宇部

施設情報
道路・公園・ごみ
の問題を通報

バリアフリー
施設など

TOP メニュー ヘルプ

避難指示などの緊急放送時、
ラジオの電源が自動で入り、
最大音量で流れます。

予約販売 購入申込受付開始

1台
2000円

※イメージ画像 NEW NEW

緊急避難場所・
避難所の開設状況・

収容避難人数、災害通報
の状況などを確認

できる！

避難所状況

被災現場を撮影し、
通報できる！

災害通報

避難の目安に！

こんな時は、危険な場所へは決して近づかない！早めに避難！
　▷台風の接近が、大潮の満潮時と重なりそうなとき。
　▷台風が、宇部市周辺あるいは、宇部市の西側を通過しそうなとき。
　▷台風が、九州付近に接近し、周防灘に強い東風が吹き続けるとき。

■新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難行動を！
　危険が迫ったときには迷わず安全な場所に避難することが必要です。
　新型コロナウイルス感染症の対策を踏まえ、マスクの着用・除菌シート
　の持参や、避難所だけでなく安全な場所の親せき、知人宅への避難を
　検討するなど、いざという時の確認をしておきましょう。

■停電に関する問い合わせ
　○宇部ネットワークセンター ☎0120－613－277
　○山口ネットワークセンター
　　（小野地区の一部、吉部地区）☎0120－612－570

申込受付　9月15日㈬～10月1日㈮
申込方法　①購入希望者は郵便番号・住所・氏名・電話番号と「防災ラジオ購入希望」を
　　　　　　記入（様式は問いません）し、持参・郵送・FAX・メールのいずれかで防災危機
　　　　　　管理課に申し込みして下さい。
　　　　　②受付後、市から引換通知書が郵送で届きます
　　　　　③引換通知書、購入代金（2,000円）を市役所2階防災危機管理課窓口
　　　　　　へ持参して下さい。その場で防災ラジオお引き渡し（10月1日以降順次）
申 込 先　〒755－8601　宇部市常盤町一丁目7番1号　宇部市防災危機管理課
　　　　　>29－4266　*bousaika@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認）
購入対象者　市内在住者（1世帯につき1台）、事業所（1事業所につき1台）

高潮　…台風や強い低気圧によって、海岸付近で海面
　　が異常に高くなる現象です。

避難の際、発熱や咳などの症状がある場合は、
事前に地域福祉・指導監査課（☎34－8325）へ連絡を！
（※緊急時は、避難所到着後に職員へ速やかにお知らせください）

中国電力ネットワーク⬆

300台
程度

（　　　　　　　　　　　　）停電時は電池からの
給電に自動で切り替わります

FMきららなど６局

å1001945

　年金生活者支援給付金は、収入や所得額が一定額以
下の年金受給者を支援するため、年金に上乗せして支給
されるものです。
　所得額などが前年より低下したなどで、新たに令和3年
度の支給対象となる人に、8月下旬頃から順次、簡易
的な請求書（はがき型）を日本年金機構が送付します。受
け取るためには、届いた請求書を指定期限までに日本年
金機構へ返送してください。

新たに
「年金生活者支援給付金」の
支給対象になる人は手続きが
必要です。

対象者の主な要件
●老齢基礎年金を受給している人
　次のすべてに該当する人
　　▷65歳以上
　　▷同一世帯の全員が、市町村民税 非課税
　　▷前年の年金収入額とその他所得額の合計が、
　　　約88万円以下
●障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人
　　▷前年の所得額が約472万円以下

■問い合わせ　給付金専用ダイヤル
　　　　　　　☎0570－05－4092（ナビダイヤル）

宇部市の
アプリ

ダウンロ－ドはこちら

▶iOS版
　App Store

▶Android版
　Google play

※撮影は身の安全を確保した
　上で行って下さい。

å1005388

操作も
カンタン

緊急時
大音量で
お知らせ

申込前に必ずご確認ください
ラジオを使う場所で、FMきららの
放送を受信できる必要があります。

専属看護師が対応　緊急性や応急手当をアドバイス



今月の

ピックアップ
  現在
進行中！

■問い合わせ　観光・グローバル推進課　☎34－8353　>22－6083

を楽しもう
博覧会公式▶
ウェブサイト

宇部市のおすすめイベントを紹介！

▶2021開催中 12/31●金

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

試験区分 職種 受験資格など 採用予定
人数

上　　級
（大学卒業程度）

行 政
土 木
電 気

▷平成6年4月2日～平成12年4月1日生まれ
▷大学等（短期大学を除く）を卒業か、令和
　4年3月末までに卒業見込みの人
　※その他資格要件あり
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●「古地図を片手にまちを歩こう 小
串」県内古地図スタンプラリー開催
（6.5km）!9月12日㈰9時20分～12
時40分#JR宇部新川駅前広場集
合~9月10日まで
●「彫刻にドラマあり！みんなで蒔い
た種を見つけにいきませんか？」

!9月25日㈯9時50分～12時#JR宇
部新川駅前広場集合~9月24日まで
●市制施行100周年記念「常盤通
りから大正期の道をときわ公園へ」
!9月26日㈰9時15分～12時20分
#市役所前集合、ときわ公園解散
~9月24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）

参加型のコンサート!10月2日㈯13
時から#渡辺翁記念会館{150人
●一緒に演奏していただける出演

者募集{20人|*?=名前、電話
番号、ハーモニカ演奏経験の有無、
演奏曲目~9月18日まで_宇部ハ
ーモニカソサイエティ（®090－6839
－8289、>43－1279）
teruhiro@trust.ocn.ne.jp

工事現場の見学、新庁舎の概要説
明など!10月9日㈯①9時半～10時
半②10時半～11時半③13時～14時
#新庁舎1期棟建設工事現場%市
内に在住・在勤・通学する人{各30

人（先着順）<マスク|?†氏名、
電話番号、希望時間帯~9月6日～
17日_新庁舎建設課（☎34－8200、
>22－6064）
https://s-kantan.jp/ube-u/

マヨネーズパン＆シナモンロール作
成!9月7日㈫10時から#アクトビレ
ッジおの&1,600円{15人<エプロ
ン・タオル・持帰り用袋
|*?=~9月4日まで
_アクトビレッジおの（☎64－5111、
>64－2800）
actvillageono@feelkankyo.com

てくてくまち歩き

宇部ハーモニカ
コンサート

催　　し

新庁舎建設工事
上棟見学会

パン教室募　　集

記号の
見　方
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動物は責任を持って飼いましょう
　9月1日～10月31日は、動物の飼い方マナーアップ強化期間
です。
　ペットが他人に迷惑をかけることのないよう、責任と自覚を持っ
て正しく飼いましょう。

▶動物の本能や習性、生理を理解し、正しくしつけ、終生飼育する
▶飼い犬は必ずつなぐ
▶かむ癖のある犬は、口輪をかける
▶狂犬病予防注射と犬の登録をする
▶飼い猫は、屋内飼育に努める
▶動物の飼育場所を清潔に保つ
▶動物のふんで、公園、道路、他人の土地などを汚さない
▶飼主のいない動物に、無責任にえさを与えない
■問い合わせ　生活衛生課　☎34－8252　>22－6016

上下水道局職員採用試験

各1人
程度

●試験　10月17日㈰
●申込期間　9月1日㈬～9月21日㈫　●試験会場　福祉会館
●申込方法　申込書（上下水道局に設置、上下水道ウェブサイト
　https://ubesuido.jp/pages/242/に掲載）を持参か郵送
　※受験資格などの詳細は、上下水道局ウェブサイトに掲載します
■申込先・問い合わせ　上下水道局総務企画課
　〒755－0022 宇部市神原町一丁目8番3号
　☎21－2269　>21－2172

みんなで作る光のアートプロジェクト
『7市町のひかりの実』ワークショップ 開催！
　アーティスト・髙橋匡太さんが考えた参加型アートプロジェクト『7市町のひかりの
実』のワークショップを開催します！
　大切な人の笑っている様子を思い浮かべながら、笑顔のイラストを果実袋に描き、
中にLEDの小さな光を入れて、樹木にとりつけます。
　集まった果実袋は、ときわ公園で開催される山口ゆめ回廊博覧会クロージング
イベント『またね、ゆめはく！』他で展示予定！

日時　9月25日㈯ 
　　　①10時～12時 ②13時～15時
場所　ときわ湖水ホール　ミーティングルーム
申し込み　不要

Photo：川口怜子/Kawaguchi Reiko
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…ときわ遊園地
…ときわミュージアム …ときわ湖水ホールミ

…ときわ動物園
開催場所の表示

動

ときわミュージアムの講座 要事前申込 申込先　ときわミュージアム　☎37－2888
●ハーブ講座（カレー＆ミックスハーブ）
　日時　9月18日㈯ ①10時～12時②13時半～15時半（各7人（先着順））
　　　　※9月3日受付開始　※費用　1000円
●植物画講座
　日時　9月23日（木・祝） ①10時～12時②13時半～15時半（各6人（先着順））
　　　　※9月8日受付開始　※費用　1000円

●ガーデニング（多年草）講座
　日時　10月2日㈯ 10時半～11時50分（6人（先着順））
　　　　※9月16日受付開始　※費用　500円
●ハーブ講座（ソルト＆スパイス）
　日時　10月8日㈮ ①10時～12時②13時半～15時半（各7人（先着順））
　　　　※9月22日受付開始　※費用　1100円

動

動

ミ

遊

ぶちのりパスポート 遊

日時　9月26日㈰ 10時～17時（販売10時～15時）

販売枚数　800枚（先着順）※当日販売のみ
費　　用　1,000円（税込）

遊園地の乗り物が1,000円で乗り放題！
　※一部機種は対象外。天候等により運休の機種あり

●常盤湖の水生生物観察会
　日時　10月9日㈯　10時～12時　場所　ときわ公園内
　定員　20人（先着順、要事前申込）
　申込期間　9月15日から
　申込先　ときわ動物園（☎21－3541　>21－5099）
●園長とさんぽ
　ときわ動物園の多々良園長が園内を散策しながら見どこ
　ろをガイドします!
　日時　①9月12日㈰ 9時35分～10時20分
　　　　②9月26日㈰ 13時～13時40分
　定員　10人（当日先着順）
　受付　当日9時半～動物園入口
●サボテン展
　普段展示していないとっておきのサボテンを、特別に　
　ご覧いただけます！
　期間　9月10日㈮～10月11日㈪
　　　　9時半～17時（最終入館16時半）
　費用　入館料が必要　 湖

湖

湖

湖
●宇部市制施行100周年・野外彫刻展60周年
　第29回UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）応募作品展
　一次審査に寄せられた世界各国のアー
　ティストによる多彩な作品プランを全て
　公開する展覧会。その中から選ばれた
　15点が、来年秋に約10倍の大きさの
　野外彫刻となってUBEビエンナーレ
　彫刻の丘に展示されます。
　日時　9月5日㈰～26日㈰ 10時～17時
　https://ubebiennale.com

●つくる・みる・かんじる美術室
　かたちときもち「つなげてあそぼう！」
　会場の材料や道具を使って自分らしいものづくりを楽しもう！
　日時　9月10日㈮～26日㈰ 10時～16時

●「描いちゃお！うべの彫刻2021」作品募集
　市内にある「あなたの好きな野外彫刻」の絵画作品を募集
　申込方法　申込用紙と作品を郵送か持参
　申込期間　9月6日～11月26日

●「宇部彫刻フィルム動画コンテスト2021」作品募集
　申込期間　9月1日～12月25日
　問い合わせ　UBEビエンナーレ世界一達成市民委員会

※写真は過去開催の様子です

問い合わせ
　UBEビエンナーレ推進課
　☎51－7282　>51－2777

地域で考える、暮らしに合った公共交通

くわしくは▲
コチラ　

人口減少や高齢化が進む中でも暮らしやすいまちを築くため、地域乗合コミュニティタクシー・予約型乗合バスを運行しています。
これは、地域のみなさんが主体となり、創る公共交通です。みなさんの声が地域の暮らしやすさにつながるよう、考えてみませんか。

身近で便利なコミュニティタクシー・デマンド交通を利用しよう！

■問い合わせ　交通政策推進グループ　☎34－8831　>22－6008

地域の公共交通を、地域で考えてみよう！

コミュニティタクシーは、地域で考えて決めた停留所・時刻で運行する、定額の
地域内乗合タクシーです。
運賃は片道250円～300円程度で、車両には目印のステッカーを貼っています。
予約なしでどなたでもご利用いただけます。

デマンド交通は区域が
定められている予約制の乗合バスです。
利用者の自宅から同区域内の目的地までを
運行しています。

導入にあたってのルールなどについてご説明に伺います。
導入を検討されている地域団体・組織はご連絡ください。

利用
しよう！

考えて
みよう！

●コミュニティ
　タクシー

●《北部限定》
　デマンド交通

小野 二俣瀬
吉部 万倉

■利用に関する問い合わせ
　小野・二俣瀬地域　交通局
　　☎080－2891－6168（平日 9時～16時）
　吉部・万倉地域　船木鉄道㈱
　　☎67－3010（平日 8時半～17時）

vol.4

TOKIWAファンタジア2021
「イルミネーションコンテスト」の出展者を募集

点灯期間：11月28日㈰～来年1月16日㈰
申込方法：申込書（市ウェブサイトに掲載）を提出
申込期間：11月1日㈪まで
申込先：ときわ公園企画課（☎54－0551　>51－7205）

ときわ公園内にイルミネーションを展示する出展者を募集。
コンテスト上位者には賞金があります（大賞10万円など）

参加無料
お知らせ

利用
しよう！

東岐波
きわぞう号

西宇部
なでしこ号

桃山
ももやま号

厚南
にこにこ号

藤山
ふじやま号

原
ハッピー号

現
在
６
地
区

運
行
中
！

買い物の
荷物が

多くてもOK！
停車場が

銀行や通院に
近く、便利！

要事前登録

å1002826

å1002509

å1003888

å1013447

å1013460



●入会説明会
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。!9月9日
㈭、24日㈮各13時半から
●おしごと説明会
植木選定、機械除草、草取りの仕事
をしたい人を募集!9月21日㈫13時
半～15時半{20人|*?~9月17
日まで
#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）

講話「離乳食の進め方について」
動画「離乳食の作り方」!9月15日
㈬10時半～11時10分%生後9か月
～1歳3か月児の保護者{10人（先
着順・要予約）|=~9月6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）

うべ妊婦・子ども応援団であるユニ
クロ宇部清水川店で、安心して買い
物を楽しめるよう、通常の営業時間
前に妊産婦さん専用でオープン！
▷マタニティウェアのサンプル展示・
試着（購入はオンラインショップな
ど）▷保健師・栄養士・保育士による
相談ブースを開設!9月25日㈯8時
半～9時半#ユニクロ宇部清水川
店%妊婦・産婦（産後4か月まで）と
家族<親子（母子）健康手帳
|†~9月23日まで_こども・若者
応援課（☎31－1732、>21－6020）
https://s-kantan.jp/ube-u/

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
!9月27日㈪13時半～14時半
#多世代ふれあいセンター%妊婦
（原則16週以降）{10人（先着順・
要予約）<筆記用具・親子（母子）
健康手帳|*?_こども・若者応
援課（☎31－1732、>21－6020）

災害時の『食』について～家庭内備
蓄のススメ～!9月17日㈮13時半～
15時半#福祉会館{50人（先着
順）|*?=∑（7面）
_消費者ネットワークうべ（☎36－
9555、>39－2272）
mail@ubenet.com

秋野菜の種まき・定植、ダイズの管
理体験（農薬と化学肥料を使わな
い野菜づくり体験）!9月19日㈰9時
半～11時半#森部農園（船木）
&1,000円{15人（先着順）
<手袋、タオル、長靴、水筒、農具
（可能な人）~9月10日まで
_有機ネット山口西部（®090－
5690－5758［天野］）

自然豊かな干潟の生き物を観察し、
環境DNAについて学ぼう!9月20
日（月・祝）13時～15時#厚東川河口
（琴川橋周辺）%県在住の小学生
以上{20人<帽子、長靴、マイボト
ル、動きやすい服装、着替え、タオ
ル、軍手|*?=†~9月1日～15
日_環境政策課（☎34－8248、>22
－6016）
info-envi@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）
https://s-kantan.jp/ube-u/

市役所・宇部新川駅エリアの彫刻
を清掃します。!9月23日（木・祝）9時
15分～11時半※雨天中止#市役
所正面玄関集合{200人<マスク、
ゴム手袋、軍手、草取り用具など
|*?∑（7面）と中学生以下は年
齢、団体で参加の場合は団体名
~9月10日まで_うべ彫刻ファン倶
楽部事務局（☎37－5877、>37－
5887）}UBEビエンナーレ推進課
（☎51－7282、>51－2777）

基礎的な日本語と日本の生活習慣
などを学習!9月29日㈬～12月8日
㈬（全10回）各19時～21時※9月29
日に会場集合後クラス分け（申込不
要）#常盤工業会会館%市内在住
か就労する外国人&500円（テキス
ト代）}観光・グローバル推進課（☎
34－8136、>22－6083）

知っておこう相続法「相続でもめな
いための基礎知識」※オンライン講
座（同時双方向型）!10月1日～31
日& 6 , 0 0 0円{ 3 0人（先着順）
|*+?申込専用ウェブサイト
∑（7面）とふりがな、年代、性別、メ
ールアドレス~9月17日まで_山口
大学地域未来創生センター〒753－
8511　山口市吉田1677－1（☎083
－933－5059、>083－933－5029）
http://www.ext.yamaguchi-u.ac.jp/c
hiiki/kouza/kouza_menu.php

企業の障がい者雇用と理解を促進
するため、職場での障がい者の支
援者を養成する講座!10月2日㈯、
9日㈯各9時～12時、11日㈪～15日
㈮のうち1日（企業実習）#福祉会
館%企業の事業主や社員など{10
人|?∑（7面）~9月27日まで
_光栄会障害者就業・生活支援セ
ンター（☎39－5357、>39－5359）

プログラミング体験で、起業に必要
な発想力や技術力を養成。※大学
生以上はうべスタートアップへの会
員登録が参加条件!10月3日㈰10
時～12時#中央公園テニスコート
第1会議室%市内に在住・在勤・通
学する小学5年生以上{20人
|*?申込書などは市ウェブサイトに
掲載~9月21日まで_YIC学院（☎
43－7388、>45－1010）

宇宙ビジネスのトップランナーであ
る２人の講師が、宇宙技術の進化
が私たちの生活をどう変えるのかな
ど、わかりやすく説明!10月3日㈰
13時～15時半#文化会館{150人
（先着順）|?†∑（7面）~9月30
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/

視覚に障害のある人に対して、広報
うべ・議会だよりなどの行政情報の
音訳を提供する音訳奉仕員を養成
する講座!10月7日㈭～11月4日㈭
の木曜（全5回）各13時半～15時半
#福祉会館%市内在住か通勤・通
学する人で、全講座受講できる人
&無料（テキスト代別途必要）
{10人|*+?∑（7面）~9月21
日まで_社会福祉協議会　〒755－
0033　琴芝町二丁目4－20（☎35－
7608、>35－9093）

受診前に必ず予約してください
●休日▷乳がん：阿知須同仁病院
（☎65－5555）、阿知須共立病院
（☎65－2200）、ささい放射線科（☎
22－0331）、針間産婦人科（☎21－
2373）、宇部協立病院（☎33－
6111）、山口労災病院（☎83－
2881）▷子宮がん：ささい放射線科、
山口労災病院●平日夜間▷乳がん：
阿知須同仁病院、阿知須共立病
院、ささい放射線科、宇部記念病院
（☎29－4680）、宇部協立病院▷子
宮がん：ささい放射線科!9月～12

月の指定日{医療機関ごとに先着
順<受診券、検査費用}保健セン
ター（☎31－1777、>35－6533）
●がんに関する悩みや不安につい
て相談できる「がん・なんでも相談
窓口」を設置しています▷山口宇部
医療センター（☎58－2100）、シーサ
イド病院（☎58－5360）、宇部興産
中央病院（☎51－4760）、宇部協立
病院（☎33－6111）、わただ内科
（☎34－2611）、山口大学医学部附
属病院（☎22－2473）、宇部フロン
ティア大学（☎38－0500）、保健セン
ター（☎31－1777）

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、特定
健康診査※要事前予約!10月16
日㈯9時～12時#保健センター【女
性限定、託児あり】%事業所など
で、がん検診を受ける機会のない人
&{各健診により異なる（有料、先
着順）<受診券、検査費用|*?
~9月16日から_保健センター
（☎31－1777、>35－6533）

室内ペタンク!10月19日㈫9時～12
時#俵田翁記念体育館%60歳以
上<上靴、靴袋|老人クラブ未加
入の人は、各ふれあいセンターに設
置の申込書を提出~9月17日まで
_老人クラブ連合会（☎22－4380）

市制施行100周年記念事業として
NHKラジオ体操が宇部市にやって
きます！当日はNHKラジオ第一放送
で全国に生放送されます。詳細は
市ウェブサイトへ※要事前申込
!10月24日㈰6時～6時40分#中央
公園テニスコート%県内在住の人
{300人<参加証、動きやすい服
装、運動靴|応募はがき（各ふれあ
いセンターなどに設置）か応募用紙
（かんぽ生命ウェブサイト https://
www.jp-life.japanpost.jp/radio/
event/index.htmlからダウンロード）
か、自身で用意した紙を郵送。∑（7
面）と、参加希望会場名か市町名、
一緒に参加する人数（代表者以外5
名まで可）※1歳未満は申込不要
~10月1日まで（消印有効）
_巡回ラジオ体操会 運営事務局 
〒106－0044　東京都港区東麻布
1-4-2 THE WORKERS＆CO2階
（☎03－6435－7403 電話申込不可）
}文化・スポーツ振興課（☎34－
8614、>22－6083）

▷防衛大学校（一般）!試験日11月
6日㈯・7日㈰~10月27日まで▷防衛

医科大学校医学科!試験日10月
23日㈯~10月13日まで▷防衛医科
大学校看護学科!試験日10月16日
㈯~10月6日まで
%高卒（見込含む）で21歳未満
}自衛隊宇部地域事務所（☎31－
4355）

▷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%今年度中に40～74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
ない人。※脳ドックを受診する人は、
特定健康診査を受診できません。
ペースメーカー装着者や入れ墨を
入れている人などは、予約時に医療
機関へ要相談
&10,000円{400人（先着順）
~来年1月14日まで_保険年金課
（☎34－8294、>22－6019）北部総
合支所、各市民センター

宇部市パートナーシップ宣誓書受
領証と同受領証カードを交付しま
す。!9月1日㈬から#宣誓場所
▷市役所▷市ウェブサイト%以下の
要件をすべて満たす、一方または双
方が性的マイノリティの2人▷成年▷
市在住か転入予定で、同居▷配偶
者がいない、当事者以外の人とパ
ートナーシップがない▷近親者でな
い（養子縁組の場合、従前が近親
者でない）|*=宣誓方法は市ウ
ェブサイトをご覧ください
_人権・男女共同参画推進課
（☎34－8308、>22－6016）
jinken@city.ube.yamaguchi.jp（要
到達確認）

「スマートフォン決済アプリ（PayB、
PayPay、LINEPay）を使った介護保
険料・後期高齢者医療保険料の納

付を開始しました。
}高齢者総合支援課（☎34－
8297、>22－6026）

来年4月に小学校に入学する子ども
（平成27年4月2日～平成28年4月１
日生まれ）の健康診断を実施しま
す。詳細は、9月中旬までに住民票
の住所に郵送します。届かない場合
はご連絡を。詳しくは市ウェブサイト
へ}学校教育課（☎34－8611、
>22－6071）

コロナ禍において、過度な受診控え
は健康上のリスクを高めてしまう可
能性があります。必要な健診は受診
しましょう。!来年1月20日㈭まで
#保健センター、実施医療機関な
ど%40歳以上の国民健康保険被
保険者}保険年金課（☎34－
8338、>22－6019）

コミュニケーションの取り方や薬の
相談!9月4日㈯・10月2日㈯各13時
～15時#福祉会館%本人・家族
_むつみ会（☎>35－3365）

!#
9月14日㈫上宇部ふれあいセンター
16日㈭小羽山ふれあいセンター
21日㈫川上ふれあいセンター
24日㈮神原ふれあいセンター
28日㈫万倉ふれあいセンター
29日㈬黒石ふれあいセンター
10月1日㈮吉部ふれあいセンター
5日㈫恩田ふれあいセンター
7日㈭藤山ふれあいセンター
各9時半～15時{各25人
<本人確認書類、通知カード・住民
基本台帳カード（お持ちの方）
|*?~各3日前まで（土・日・祝除
く）_市民課（☎34－8264、>22－
6017）

不妊の検査や治療の悩み、配偶者

や家族に理解してもらえず悩んでい
るなどの相談に、専門医などが対応
します。!9月17日㈮16時～18時
|*?~9月10日まで
#_県宇部健康福祉センター
（☎31－3202、>34－4121）

山口県屋外広告物条例の一部が
改正されました。これまで許可不要
だった自家用広告物のうち、許可が
必要となるものがあります。（改正前
から存在のものも含む）詳細は県ウ
ェブサイトでご確認を。
}都市計画課（☎34－8465、>22－
6049）

福祉・介護の補助業務を行う介護
助手の説明会!10月8日㈮10時～
11時半#神原苑在宅介護支援セ
ンター%福祉・介護事業所などで働
きたい高齢者など}県福祉人材セ
ンター（☎083－902－2355、>083－
902－5877）

10月1日～7日は「全国労働衛生週
間」です。各事業場で積極的に取り
組みましょう▷事業者か総括安全衛
生管理者による職場巡視▷有害物
の漏えい事故、事故など緊急時の
災害を想定した実地訓練など▷労
働衛生に関する講習会・見学会の
開催など}雇用創造課（☎34－

8356、>22－6041）

10月20日現在で社会生活基本調査
を実施します。調査員が、9月に対象
地域を巡回調査し、10月に対象世
帯へ調査票を配布します。調査にご
協力をお願いします。}県統計分析
課（☎083－933－2650）

宇部・山陽小野田消防組合火災予
防条例で「寝室に煙式の住宅用火
災警報器を設置」することが義務
付けられています。なお9月～12月に
消防職員が一部の世帯を訪問調査
し、「設置済シール」を配布します。
消防職員が警報器や消火器など
を、販売斡旋することは絶対にあり
ませんので、不審な場合は職員の身
分証を確認してください。
}宇部・山陽小野田
消防局予防課（☎21
－7 5 9 9 、> 2 1－
6120）

簡単な質問に答えるだけで、ストレ
スや落ち込み度を知ることができま
す。こころの健康状態に目を向ける
ことから始めましょう。
※通信料がかかります。
}健康増進課
（☎31－1777、>35－6533）

寄付金報告
伊藤　隆司（宇部市中村）
安田　永一（埼玉県狭山市）
高瀬　達夫（愛媛県西条市）
王　文（福岡県福岡市）
吉松　彬（東京都足立区）
セントラル硝子グループ宇部地区社員一同
（宇部市大字沖宇部）
有限会社茂山製鋼原料（宇部市大字末信）
株式会社長門製作所（宇部市大字山中）
山口県市町村職員年金者連盟宇部支部（宇部市常盤町）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200,300円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円

・・・・・・・300,000円

ご協力ありがとうございました。■問い合わせ　財政課　☎34－8173

5万円以上の寄付について報告します
（7月分、敬称略）

総合集団健診

老人スポーツ大会

特別巡回ラジオ体操・
みんなの体操会

防衛大学校などの学生

国民健康保険
脳ドック

介護・後期高齢者医療保険料
スマートフォン決済開始

小学校入学前の健康診断

特定健康診査の受診

パートナーシップ
宣誓制度の受付開始

統合失調症・
うつ病相談会

マイナンバーカード
出張申請手続き※要予約

社会生活基本調査の実施

住宅用火災警報器
設置していますか？

こころの体温計で
ストレスチェック

不妊専門相談

10月から屋外広告物の
ルールが変更に

介護助手として福祉・
介護を支えてみませんか？

向き合おう！こころと
からだの健康管理

賢い消費者講座

有機栽培講習会

ICTベンチャー育成
プログラミング講座（初心者向け）

第5回宇宙教育セミナー

音訳奉仕員養成講座

がん検診を
受けましょう

シルバー人材センターの
説明会など

Web版 離乳食教室
（後期コース）

妊産婦さん専用
マタニティショッピング

マタニティ・サロン
～おはなし会～

宇部の重要湿地を
見てみよう

うべ彫刻ファン倶楽部
第28回彫刻清掃

外国人のための
日本語講座（秋期）

山口大学公開講座　
2021年度　秋・冬

宇部市認証ジョブ
アシスタント養成講座

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）　å…ウェブ番号 　　 …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

å1003551

å1003949
å1005235

å1004988

å1004986

å1001800

å1003726

å1004984

å1003562

å1005081

å1005689

å1001630

å1012756

å1013426

å1013301

å1004988

å1013446

å1013062

å1007280 å1013134

å1012149

å1003273

å1001387

å1006692

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。

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。

市長の活動報告を配信中！

広報うべ 2021年９月号 ❼宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－広報うべ 2021年９月号❻ 宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－

!9月26日㈰13時半～14時40分（公演）#男女参画センター&前売：一般
2500円、親子券4000円※当日各500円高{約120人~9月26日まで
_うべ子ども21（☎21－9114、>22－3210、月水金11時～17時）

 「ずっこけ狂言ばなし」すってんオヒャヒャーおきゃ～がり

!9月19日㈰10時～12時#福祉会館{50人|?（要事前申込）
}宇部市身体者障害者団体連合会事務局（>44－0261［波多野］）

 講演「成年後見制度をご存知ですか」

!10月5日㈫10時～11時半#福祉会館{50人&500円（非会員）
}在宅障害児者と家族を支援する会（®080－1900－6682［佐々木］）

 講演「成年後見制度を障害者の権利擁護の視点から考える」

市民の掲示板 詳細は_} に
問い合わせてください



❽

定
例
無
料
相
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■弁護士相談　!9月15日㈬13時半～15時半　予約受付開始9月2日㈭8時
半～　!10月6日㈬13時半～15時半　予約受付開始9月16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　!9月8日㈬、22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　!9月11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　!9月21日㈫　#市役所
　{4組　~9月14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　!9月16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　!9月21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　~9月17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
　!9月6日㈪、30日㈭各10時～16時、25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。

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 9月1日～10月5日9月1日～10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）
行政相談・消費生活相談パネル展 （フジグラン宇部 　9時～21時
（初日は10時から、最終日は16時まで））※10日まで
「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～15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）
献血・400mL限定（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
献血・400mL限定（船木ふれあいセンター　9時半～12時）
献血・400mL限定（瀬戸原団地 日本通運　13時半～16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～15時）
転倒予防のための体操・ストレッチ（多世代ふれあいセンター　13時半～14時半）
おはなしのじかん(幼児向け)（図書館　14時半～15時）
おはなしのじかん(小学生向け）（図書館　15時～15時半）
おはなしのじかん（学びの森くすのき　14時半～15時）
献血・400mL限定（フジグラン宇部　9時半～12時、13時15分～16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」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）
「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～15時）

スクエアステップ（多世代ふれあいセンター　13時半～14時半）
芸術祭 宇部市美術展覧会（文化会館　10時～18時（最終日は16時まで））※20日まで
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）
園芸相談（ときわミュージアム　10時～12時、13時～16時）
行政相談・特設人権相談所（吉部ふれあいセンター　9時半～11時半）
行政相談（福祉会館　9時～12時）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（片倉温泉くぼた　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～15時）
献血・400mL限定（市役所　10時～12時、13時15分～16時）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（フジグラン宇部　10時半～13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）
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）
芸術祭 木彫篆額展（文化会館　10時～17時（最終日は16時まで））※10月3日まで
「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～15時）
芸術祭 手芸・工芸・染色展（文化会館 10時～17時（最終日は16時まで））※4日まで
かみしばい（図書館　14時半～15時）
園芸相談（ときわミュージアム　10時～12時、13時～16時）

9月1日㈬

3日㈮

4日㈯

5日㈰
8日㈬

10日㈮

11日㈯

12日㈰
14日㈫
15日㈬

17日㈮

17日㈮

18日㈯

19日㈰
21日㈫
22日㈬

24日㈮

25日㈯

28日㈫
30日㈭

10月1日㈮

2日㈯
3日㈰

プラネタリウム投影会　!9月5日㈰、12日㈰、19日㈰、26日㈰　各14時～15
時15分　#青少年会館　&19歳以上55円

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。９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。

9月5日㈰ 10月3日㈰12日㈰ 26日㈰19日㈰ 20日（月・祝） 23日（木・祝）

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

金子小児科
上町
☎22－0006

鈴木小児科医院
今村北
☎51－1100

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

いのくまこども
クリニック
西岐波
☎51－0880

宇部市　救急医療情報 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。

●歯科　日時　20日（月・祝）、23日（木・祝）　9時～12時　場所　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099

広報うべ 2021年９月号❽ 宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－

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


