
第34期竜王戦七番勝負
第４局宇部対局 協力金も募集中！
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（　）内は前月比。2021年8月末日現在
（転入・転出は8月中）の住民基本台帳
による。

世帯数と人口
77,491
84,637
162,128
79,810

（－53）
（－88）
（－141）
（－68）

人口　　男
　　　　女
　　　合計
世　帯　数
転入282人  転出328人

※9月16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.5

市制施行100周年記念サイト

100th Anniversary

令和３年

11月1日

市制記念日 希望あふれる未来へ

市制施行100周年記念式典
宇部市は大正10年11月1日に市制を施行し、本年ついに100周年を迎えます。市ではこれを記念して、渡辺翁記念会館にて
記念式典を開催します。 　市の発展や振興に寄与された特別功労者などの表彰

　本市100年を振り返り、未来へ想いをつなげる記念動画の上映など●日時　11月1日㈪ 13時～15時
●場所　渡辺翁記念会館 ※新型コロナウイルス対策として、参加者は表彰者・招待者のみとさせていただきます。式典の様子は

　ライブ配信します。市制施行100周年記念サイト、または各ふれあいセンターで視聴可能です。

■問い合わせ
　秘書課　☎34－8109　>22－0618

新型コロナウイルス感染症に関する詳しいお知らせは、2面に掲載しています。
●受診・相談センター　＃7700（毎日24時間対応）または☎083－902－2510
●宇部市保健センター　☎31－1777（平日8時30分～17時15分）

発熱などの症状がある人は、
まずは電話で相談してください。

宇部市制施行100周年記念事業

第34期 竜王戦七番勝負第４局宇部対局 開催！
豊島将之竜王に藤井聡太三冠が
挑戦します。

とよしままさゆき ふじ い そう  た

【対局日】11月12日㈮、13日㈯
【会　場】ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部
【主　催】読売新聞社、日本将棋連盟
【共　催】第34期竜王戦第4局宇部対局
　　　　実行委員会

■問い合わせ　読売新聞西部本社事業部　☎092－715－6071
　　　　　　　宇部市文化・スポーツ振興課　☎34－8616　>22－6083

●日時　11月12日㈮ 14時～18時30分（予定）
　 　　  11月13日㈯ 11時～終局まで（最長21時まで）
●会場　渡辺翁記念会館
●入場料　各日　一般2,000円、
　　　　　中学生以下1,000円　未就学児入場不可
●申込方法　各日とも、専用サイトより申込
　　　　　　（各日最大500人、応募多数の場合は抽選）
●申込期限　11月2日㈫まで
　　　※新型コロナウイルス感染症の状況等により、大盤解説会を
　　　　変更・中止する場合があります。ご了承ください。

当日モニターで対局を見ながら、ゲスト棋士
らが盤面や棋士の様子を来場者にわかり
やすく解説します。　

大盤
解説会

みんなで元気にラジオ体操
　10月24日㈰に中央公園テニスコートで開催される「2021年度特別巡回
ラジオ体操・みんなの体操会」に合わせ、本市が市内24地区で同日・同時

刻に開催するラジオ体操会です。 参加した方に
市制施行100周年
記念グッズ 
プレゼント！

※開催場所や定員は各地域で異なります。
　詳細はお住まいの地区のふれあい
　センターへお問い合わせください。

●日時　10月24日㈰ 6時半スタート
●申込先　各ふれあいセンター

宇部市チャレンジデー＆ウィーク2021
スポーツで 元気なひとの元気なまち

離れていても、みんなで運動しよう！
ぜひチャレンジデー＆ウィークにご参加ください。

　今年は対戦なしの形式で実施します
　開催期間中、スポーツ、ストレッチ、職場の清掃、徒歩・自転車での通勤・
　買い物・散歩などの運動を、15分以上継続して、チャレンジデー実行
　委員会まで参加報告してください。人数を集計し当日夜に発表します。

●参加報告は、FAX、メールなどで受付
　>050－3488－4747　*c-day@ube-sc.jp

　チャレンジデーのルールを取り入れた、1週間のプログラム。
　コロナ禍の自粛生活などで落ちた体力づくりに！
※感染症予防対策を実施した上で取り組んでください

詳
細
は
コ
チ
ラ■問い合わせ　チャレンジデー実行委員会事務局

　(スポーツコミッション内)　☎39－7653　>39－6584

チャレンジウィーク 10月24日㈰～30日㈯

チャレンジデー 今年度は10月27日㈬に開催！

内容

Ⓒ読売新聞社

藤井聡太三冠 豊島将之竜王

https://form.run/@ryuou
お申し込みはコチラ

詳しくは6面をご覧ください

■問い合わせ　健康増進課
　☎31－1777　>35－6533

å1012438

●日時　10月20日㈬～12月20日㈪

　はつらつ健幸ポイントの、活動量計やスマートフォンアプリで歩数を計測すると、専用
ウェブサイト「からだカルテ」内で歩数ランキングや宇部市の100年の歴史
を振り返ることができます。※参加には「はつらつ健幸ポイント」への事前
登録が必要です

はつらつ健幸ポイント
市制施行100周年ウオーキングラリー開催！
市の歩みを楽しみながら健康づくりにチャレンジ！

参加者には、
記念品や

ポイントを進呈！

■問い合わせ　文化・スポーツ振興課
　☎34－8614　>22－6083

体操終了後の
集合写真を「市制施行
100周年記念サイト」

に掲載！

募
集
中
！

新
規
参
加
者
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å1003906

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

…ときわミュージアム…ときわ湖水ホール ミ

ミ

…ときわ動物園開催場所の表示 動

動

動

●つくる・みる・かんじる美術室
　かたちときもち　まるめてあそぼう！
　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　10月8日㈮～24日㈰　10時～16時
　問い合わせ　ＵＢＥビエンナーレ推進課
　　（☎51－7282、>51－2777）
●香りを楽しむバラ展
　個性豊かな香りのよいバラなどを、特別展示室で
　お楽しみいただけます。
　日時　10月22日㈮～11月1日㈪
　　　　9時30分～17時（最終入館16時30分）
　費用　入館料が必要
　問い合わせ　ときわミュージアム
　　（☎37－2888、>37－2889）
●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　10月10日㈰ 13時～13時45分
　　　　　　24日㈰ 9時35分～10時20分
　　　　いずれも当日9時30分～動物園入口にて
　　　　受付
　定員　10人（当日先着順）
●国際テナガザルの日、世界キツネザルの日
　特別イベント
　国際テナガザルの日（10月24日）、
　世界キツネザルの日（10月29日）に
　合わせて、ときわ動物園の
　公式Twitterで動画配信などを行います

湖

湖

10時～17時

ときわ公園（公式）のインスタグラムを
フォローし、園内で仮装し撮影した写真
に「#ときわハッピーハロウィン」をつけて
インスタグラムに投稿すると、その中から
4人に景品をプレゼント！

ときわ遊園地内に隠された
黄金のかぼちゃを探し出し
遊園地のスタッフに渡す
と、お菓子やおもちゃの
詰め合わせをプレゼント！

会場
ときわ公園、
ときわ遊園地

SNS　装大会！仮 みんなで
変身〜

黄　のかぼちゃを探せ！金

ハロウィン

　 タンプラリース

※イラストは
　イメージ

スタンプ３個を獲得した人に
園内店舗で利用できる
クーポンをプレゼント。

10/1●～10/31●金 日

●ときわ遊園地賞
遊園地無料乗り物券（5枚）、
ZOOベニアの商品券（5,000円）
●ボンボン賞
ボンボンの食事券（5,000円）
●ときわ動物園賞
ぬいぐるみ（シロテテナガザル、
ワオキツネザル）、
ポストカードセット

アプリで

乳がんを知って、
　検診を受けましょう

　10月はピンクリボン月間です。乳がんの正しい知識の普及と乳がん検診受診
の啓発を行います。日本では、女性のおよそ9人に1人が罹るともいわれており、
30代後半から増加する傾向にあります。乳がんは自分で発見できる数少ない
がんです。早期発見・早期治療のため、月１回は自分でチェックし、定期的にがん
検診を受けましょう。
●パネル展示　フジグラン宇部　10月14日㈭～17日㈰
●市の検診
　市の乳がん検診は2年に1度の受診、対象は40歳以上です。事業所などで、
　がん検診を受ける機会がない人は、市のがん検診の受診券を郵送しますの
　で、連絡してください。今年度の受診期限は令和4年1月20日㈭までです。

■「がん・なんでも相談窓口」
　治療や療養生活に関する情報、市内の保健・医療・福祉の
　お知らせなど、必要なサービスが受けられるように専門職員が
　ご相談をお受けします。

☎58－2100
☎58－5360　>58－5362
☎51－4760　>51－9454
☎33－6111　>33－2263
☎34－2611　>34－2331
☎22－2473　>22－2155
☎38－0500　>38－0600
☎31－1777　>35－6533

山口宇部医療センター
シ ー サ イ ド 病 院
宇 部 興 産 中 央 病 院
宇 部 協 立 病 院
わ た だ 内 科
山口大学医学部附属病院
宇部フロンティア大学
保 健 セ ン タ ー

▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

■問い合わせ　健康増進課　☎31－1777　>35－6533 

　市では、妊産婦や、子ども、子育て世代をまちぐるみで応援するため、ふるさと
納税を活用したクラウドファンディングを行っています。みなさまからの寄附金を
「妊婦応援都市のまちづくりプロジェクト」事業に使わせていただいています。
共感・賛同していただける方は、ご支援をよろしくお願いします。

■問い合わせ　子育て支援課　☎34－8332　>22－6051

チョーコクン、
ゆるチョーコクンの
ぬいぐるみセット

チョーコクン賞チョーコクン賞

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

■問い合わせ　宇部まつり実行委員会（宇部観光コンベンション協会）
　　　　　　　☎34－2050　>29－3303

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！

開催中
YAMAGUCHI  YUME  KAIRO  EXPO 

夜の遊園地がメディアアートの美術館に！

※写真は昨年のものです

豪華
アーティストの
作品が勢揃い！
見どころ
満載！

中山　晃子 MES（めす）

指輪ホテル
羊屋白玉、SKANK/スカンク
サカタアキコ、高橋啓祐

糸山義則 穴井　佑樹 中﨑　透

市民参加型のイルミネーションイベント「TOKIWAファンタジア」。
昨年から内容を一新し「全国で活躍するアーティスト」の作品も多数展示。
さらに魅力を増した夜のときわ遊園地で、幻想的でアーティスティックな
空間につつまれてみませんか？

前売チケット好評販売中！《前売券》500円（1回）/1,000円（パスポート） 〈当日券700円〉

販売場所　宇部観光コンベンション協会、フジグラン宇部、ゆめタウン宇部、
　　　　　楠こもれびの郷、ZOOべニア、ハワイアンリゾートカフェレオラ

デジタルチケットも販売中！
https://tokiwa-fantasia2021.com（公式サイト）

※高校生以下無料
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
　及びそれに伴う付き添いの人1人無料
※感染症対策へのご協力をお願いします。

11月6日、7日に開催を予定しておりました「第70回宇部まつり」は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となりました。

事
業
者
向
け
支
援
制
度
の
ご
案
内

飲食店等への営業時間短縮要請協力金「山口県」
1新型コロナウィルス感染拡大防止のため、飲食店等に8月30日
　～9月26日の期間で要請した「営業時間の短縮等」に協力した
　店舗へ、協力金が給付されます
●問い合わせ　山口県時短要請・協力金相談窓口　^0120－675－124
宇部市時短要請支援金「宇部市」
2飲食店等に対する支援（県協力金の上乗せ型）
　1の協力金を受給した市内店舗に、支援金(10万円)を上乗せし給付します

3飲食店等に対する支援（家賃支援型）
　1の協力金を受給した市内店舗に、月額家賃の10分の8以内
　（上限10万円）を給付します
4卸売事業者等に対する支援
　「県の営業時間短縮要請に協力した飲食店等へ酒類や食材等を
　納入している」市内事業者のうち、8月30日～9月26日までの売上
　が前年又は前々年対比で30%以上減少した事業者に、減少額の
　2分の1以内を(下限1万円、上限30万円)給付します
●問い合わせ　商工振興課　☎34－8360　>22－6041

詳細情報を随時更新しています。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。

å1013542

第70回 宇部まつり　中止のお知らせ

　開場／17時30分　時間／18時～21時30分TOKIWAファンタジア2021 2021年 2022年11月28日㈰▶ 1月16日㈰

期間中何度でも入場OK！

ふるさと納税を活用したクラウドファンディング

募集期間：10月1日㈮~12月29日㈬

※支援を現金で希望される人は12月28日㈫までにお問い合わせ下さい。

【妊婦応援都市のまちづくりプロジェクト】
　出産を控えた妊婦が安心して子どもを産み育てることができる
　よう、出産準備や育児にかかる費用を補助します。

新型コロナワクチン接種のお知らせ ※この内容のみ9月22日時点の情報です。
　変更される場合がありますので、最新の情報は
　市ウェブサイトでご確認ください。■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

16歳以上 12～15歳
宇部市では、新型コロナワクチン接種を希望するすべての人が10月末までに接種できる
体制を整えています。ご予約はお早めに。

か
か
り
つ
け
患
者
以
外
の
人
も
接
種
可
能

●尾中病院

●集団接種

予約方法 院内窓口のみ（月～金 9時～14時、土 9時～12時）
宇部市寿町一丁目3番28号

●宇部協立病院 宇部市五十目山町16－23

場所　宇部市休日・夜間救急診療所
日時　11月6日㈯ 14時～16時
　　　※2回目接種は27日㈯
予約開始　10月4日 8時30分から
接種人数　90人
※接種当日は、必ず保護者が同伴してください。

※12月の接種も予定しております。
●個別接種は10月30日（1回目接種）までの接種で、
　休止の予定です。

※詳しくは病院ウェブサイト（https://onaka.or.jp）でご確認いただくか、
　☎39－2055　にお問い合わせください。

※予約可能人数の上限に達した場合は、受け付けを終了します。
　上記以外にも、予約可能な医療機関や集団接種会場がある場合があります。
　詳しくは「宇部市新型コロナワクチン予約・相談センター」へお問い合わせ下さい。

（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方）
※キャンセルの連絡も受け付けています。

電話・ウェブサイト・LINE

photo by Haruka Akagi photo by Ayaka Endo

募集サイト　ふるさとチョイス ガバメントクラウドファンディング
　　　　　  https://www.furusato-tax.jp/gcf/1394

TOKIWA THE AUTUMN  PARK
2021 開催!!

開催場所 開 催 日

内　　容

ときわ遊園地内 10/9（土）、10（日）、16（土）、
　17（日）、23（土）、24（日）

10/9㈯から24㈰の毎週末に
大道芸人やアーティストなどが様々なパフォーマンスを行うよ。
秋はときわ公園で楽しもう！！出演者やパフォーマンスの詳細は
二次元コードから見てね。

ダウンロードは

こちらから
※通信料は自

己負担と

なります。

広報うべ 2021年10月号❸宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－広報うべ 2021年10月号❷ 宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－

■問い合わせ
　文化・スポーツ振興課　☎34－8614　>22－6083

宇部市がホームタウンの
「ミネルバ宇部」をみんなで応援しよう！

●日時　10月10日㈰ 10時半～
●場所　俵田翁記念体育館

◆ミネルバ宇部 VSエスポラーダ北海道イルネーヴェ　

ミネルバ宇部は、2020年に
中国・四国・九州地域
で初めて日本女子フットサル
リーグに参入

◆チケット・試合情報の詳細は公式サイトで
　【公式サイト】http://www.minerva-ube.jp/

ときわ
ハッピー
ハロウィン

予約方法
予約方法

市ウェブ
サイト
å1012325

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

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

24
時
間
対
応（　　　　　　　　　　　）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方

8時30分～17時15分（月～土曜日※祝日除く）

電話予約のみ　8時30分～17時15分
　　　　　　　（月～土曜日※祝日除く）

å1004906



今月の

ピックアップ
  現在
進行中！

●意見募集～パブリックコメント～
　対象　市内に居住か通勤・通学する人
　募集期間　10月1日㈮～29日㈮
　　詳細は、市ウェブサイト・市政資料閲覧コーナー・各市民センターなど
　　でご確認ください。
●素案に対する説明会
　日時　10月12日㈫
　　　　14時～、19時～　※各時間の内容は同じ
　場所　文化会館　2階第1研修室

場所 渡辺翁記念会館
日時 令和4年1月9日㈰
　　　第1部　11時30分～（受付  11時～）
　　　第2部　15時～（受付  14時30分～）
内容　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　　　2部制で開催します。対象となる出身中学校などは
　　　市ウェブサイトでご確認ください。
対象　平成13年4月2日～平成14年4月1日生まれ

市外への転出や、令和3年二十歳のつどいに参加でき
なかったなどで、出席を希望する人はお申込みください。
▷申込方法　電話・メール・うべ電子申請サービス
　メール  kodo-waka@city.ube.yamaguchi.jp
　電子申請  https://s-kantan.jp/ube-u/
　　手続き名「二十歳のつどい」で検索
▷申込期間　10月1日～11月30日

「第五次宇部市総合計画」策定中！
vol.5

å1003919

å1013575

å1013569旧山口井筒屋宇部店 利活用計画（素案）
　　　　　　　に対する意見募集と説明会を開催

■問い合わせ
　中心市街地にぎわい創出
　推進グループ
　☎34－8896　>22－6008

　入園申込書は、１０月１２日㈫から各保育園と保育幼稚園学童課に
設置のほか市ウェブサイトからダウンロードできます。
●入園できる児童　就労、出産、病気、介護などで保護者が保育でき 
　ない児童
●保育料　家族の市区町村民税の税額により決定
　※次の子どもは幼児教育・保育無償化の対象です。
　　▷3～5歳児クラスの子ども
　　▷市区町村民税非課税世帯の0～2歳児クラスの子ども

●入園決定について　選考基準に基づき行います。選考は、各世帯の
　就労状況など、日中の保育を必要とする事情などを考慮し、総合的に
　判断します。※先着順ではありません
●申込期間　 10月27日㈬～11月10日㈬
　就労証明書や診断書などの添付書類を添えて申し込んでください

■申込先・問い合わせ
　保育幼稚園学童課　☎34－8327・34－8328　>22－6051

東岐波
東岐波
東岐波
今村北五丁目
床波四丁目
あすとぴあ七丁目
野中四丁目
開六丁目
山門五丁目
上宇部
松山町五丁目
昭和町三丁目
琴芝町二丁目
北琴芝一丁目
東本町二丁目
東小羽山町二丁目
南小羽山町一丁目
朝日町
西小串五丁目
南浜町二丁目

60
60
60
30
90
60
120
30
140
170
60
108
120
150
90
60
110
120
90
60

58－3501
58－2149
58－5377
51－3429
51－9214
53－5000
38－3800
21－2941
21－9504
21－7775
34－0412
31－8555
21－4311
34－3627
32－0509
22－1151
31－3150
21－3271
32－2598
33－2770

3カ月
3カ月児健診終了後

2カ月
2カ月
6カ月
3カ月
2カ月

3カ月児健診終了後
3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
2カ月
3カ月
3カ月
3カ月
6カ月
2カ月
2カ月

保育園名称 保育園名称所在地定員 電話番号 保育開始年齢 保育開
始年齢

西平原二丁目
妻崎開作
厚南北三丁目
西宇部北二丁目
妻崎開作
木田
小野
船木

130
140
100
150
120
30
20
70

33－8861
41－9575
41－8675
41－8038
41－8517
62－1205
64－2114
67－0854

3カ月
3カ月
3カ月
3カ月
6カ月
6カ月
3カ月
1歳

所在地定員 電話番号

●認定こども園
以下の施設は、各施設に直接問い合わせてください

50
75
則貞二丁目
今村南一丁目

32－1222
51－9324

10カ月
2歳

●地域型保育事業実施施設
19
19
19
18
19
19

末広町
西岐波
今村南一丁目
南浜町二丁目
黒石北四丁目
西小串六丁目

33－1146
51－7500
38－8567
33－0603
43－6631
34－1115

2カ月
3カ月
10カ月
4カ月
6カ月
3カ月

来年4月1日からの保育園入園申し込みが始まります

双 葉 保 育 園
波 木 保 育 園
丸尾原保育園
萩 原 保 育 園
西岐波保育園
ぱんだ保育園
大学院幼児園
第二波木保育園
あさひ保育園
琴 崎 保 育 園
法泉寺保育園
るんびに保育園
神 原 保 育 園
命信寺保育園
新神原保育園
めぐみ保育園
小羽山保育園
新 川 保 育 園
桃 山 保 育 園
第二乳児保育園

藤 山 保 育 園
東 割 保 育 園
厚 南 保 育 園
二 葉 保 育 園
原 保 育 園
二 俣 瀬 保 育 園
小 野 保 育 園
船 木 保 育 園

こ ぐ ま 保 育 園
リトル明光乳児園
たちばなナーサリー
プティット宇部保育園
ＹＩＣキッズ黒石保育園
新 川 こ ど も 園

恩 田 幼 稚 園
たちばな幼稚園

令和4年
二十歳のつどい（成人式）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）宇部市の住民基本台帳に記載されている人には、
入場券を12月中旬ごろに発送します

■申込先
　こども・若者応援課　☎34－8447　>21－6020

「二十歳のメッセージ」発表者を募集
　二十歳のつどいの対象者で、壇上やオンラインで
メッセージを発表する人を2人募集します。
　※新型コロナウイルスの感染状況により、
　　出演方法が変更となる場合があります。
申込期間　10月29日㈮まで

市営住宅（空き住宅）入居者募集
●募集予定住宅　亀浦、猿田、八王子、東小羽山、風呂ヶ迫、第４平和荘、
　　　　　　　　西岐波、旦の辻、岬
●申込案内　10月13日から募集住宅の一覧表と申込書類一式を交付
　▷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（1階中央エスカレーター前ほか）
　▷申込方法　①か④に申込書を持参か郵送
●入居予定日　 12月1日㈬
　※随時募集している市営住宅もあります。詳細は問い合わせください。
●申込期間　10月20日㈬～11月1日㈪［消印有効］
■問い合わせ　アジアJV　☎37－0211　info@asia-jv.com

区分・職種 試験種別 受験資格（条件を全て満たす人） 採用予定
人数

行　政

建　築

基礎能力試験
（ＳＰＩ）

土　木 基礎能力試験
（ＳＰＩ）
専門試験

▷昭和61年4月2日～
　　　平成12年4月1日生まれ
▷大学(短期大学を除く)を卒業した人か
　令和4年3月末までに卒業見込みの人
　　　　　　　　　　　　　　　　など

宇部市職員採用試験
10人

3人

1人

上
級（
大
学
卒
業
程
度
）
●申込期間　10月20日㈬まで
●申込方法　原則、うべ電子申請サービスによる申込み
　　　　　　https://s-kantan.jp/ube-u/
●試 験 日　〇基礎能力試験（SPI）　11月13日㈯～21日㈰
　　　　　　　※自宅等で受験可能なウェブ方式により実施
　　　　　　〇専門試験　11月14日㈰
●そ の 他　〇受験資格等の詳細については、受験案内などでご確認ください。
　　　　　　〇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。
■申込先・問い合わせ　人事課　☎34－8129　>22－0686

１０年先を見据えたまちづくりの指針 令和4年度～令和１３年度

　第四次宇部市総合計画が令和3年度をもって、計画期間が
終了するため、新たなまちづくりの指針として、第五次宇部市
総合計画の策定を進めています。
　このたび、市民アンケートや市政懇談会での市民のみなさま
のご意見を踏まえ、総合計画審議会にて「第五次宇部市総合
計画 基本構想（答申案）」を作成しました。現在、ご意見（パブ
リックコメント）を募集しています。
　また、１0年先を見据えたまちづくりを、市民のみなさまととも
に考える、まちづくりセミナーを開催します。

総合計画とは

これまでの経緯

　まちづくりを計画的、効率的に推進するための市の最上位
計画です。まちづくりの基本理念や目指すべき将来都市像を
示した「基本構想」と、将来都市像の実現に向けて取り組む
べき基本的な施策を体系化した「実行計画」で構成します。

意見募集（パブリックコメント）
▷閲覧場所　市ウェブサイト、市役所、北部総合支所、
　　　　　　各市民・ふれあいセンター
▷対　　象　市内に居住か通勤・通学している人
▷提 出 先　新総合計画策定グループ
▷提出方法　意見と氏名、住所を記入し、持参、郵送、FAX、メールの
　　　　　　いずれかで提出
　　　　　　　  
　
▷募集期間　９月27日㈪～10月18日㈪【必着】

山口県選挙区
選 出 議 員参議院 補欠選挙 å1013572

■問い合わせ　選挙管理委員会事務局　宇部市明るい選挙推進協議会事務局　☎34－8451　>22－6069

10月24日㈰

　旧山口井筒屋宇部店の利活用については、常盤通りを中心と
したエリア全体のにぎわい創出を目指し、検討を進めています。
　このたび、施設に導入する核となる公共機能等を盛り込んだ素案
を作成しましたので、市民意見を募集する
とともに、説明会を開催します。

令和3年 1～2月
　　　    　4月

　　　４～7月
4～9月

市民アンケート調査の実施
宇部市総合計画審議会を設置
宇部市総合計画基本構想について諮問
市政懇談会（市内全24地区）開催
審議会6回、各分科会4回、
起草委員会2回開催　　　　

■提出先・問い合わせ　新総合計画策定グループ
　☎34－8483　>22－6008
　メールアドレス　soukei@city.ube.yamaguchi.jp

※メールの場合は、開封確認メッセージの要求か
　電話で到達確認してください。

(　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　)※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては
　参加人数の制限又は中止等の可能性があります。

　詳しくはコチラ

投票日

詳細はコチラ

▷日時　10月13日㈬ 18時30分～20時30分
▷内容　第一部　基調講演「暮らし続けられるまちづくり
　　　　　　　　　　～出生率からみる地域形成」
　　　　第二部　パネルディスカッション「宇部の未来図
　　　　　　　　　　～みんなで創る　わたしたちの宇部」
▷開催方法　Zoomオンライン開催（参加無料）
▷主催／共催　宇部市総合計画審議会／宇部市
▷申し込み方法　申し込み専用メールアドレス
　（machisemi@ji-institute.com）宛てに、「氏名
　（ふりがな）」「電話番号」を送信してください。後日、
　同アドレスからセミナーのURLを返信します。土日祝日
　を除く2営業日以内に返信がない場合は、連絡してください。
▷申込先　株式会社ジャパンインターナショナル
　　　　　総合研究所中国支社（宇部市受託事業者）
　　　　　☎０８２－２３７－３４６５
▷申込締切　10月11日㈪

うべ・みらい共創セミナー
10年後の輝く未来に向けて
　～みんなで創る　わたしたちの宇部

ま　ち

オンライン開催
参加者募集

ま　ち

広報うべ 2021年10月号❺宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－広報うべ 2021年10月号❹ 宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－

◇第五次総合計画・まちづくりセミナー開催◇

申し込みは
コチラ



出店・ワークショップ・ステージ・
キッチンカー・お楽しみ抽選会など
!10月17日㈰10時～14時#常盤
ふれあいセンター&一部有料
}ＮＰＯ山口ヒメ倶楽部（®090－
7545－1419［中村］）

学びの森くすのきの「学び隊」に
英語絵本の読み進め方を教えて
もらおう！!10月8日㈮10時半～11
時半#学びの森くすのき
%0～4歳児と保護者{30人（先
着順、保護者含む）|*?=
_学びの森くすのき（☎67－
1277、>67－0691）
 manabinomori-kusu@city.ube.
yamaguchi.jp（要到達確認）

●「古地図を片手にまちを歩こう」
（約6.5km）!10月10日㈰9時20分
～12時40分#JR宇部新川駅前広
場集合~10月8日まで
●市制施行100周年記念「100年
前の海岸線と沖ノ山とは？」（約
4km）!10月24日㈰9時15分～12
時#ヒストリア宇部入口前集合※
フジグラン宇部解散~10月22日ま
で{各20人（先着順）<タオル・飲
み物|*?_観光・グローバル推
進課（☎34－8353、>22－6083）

がん患者さんやご家族が、相談で
きる癒しの場です。抱えている思
いや悩みを内容によっては医師が
対応します。!10月10日㈰10時～
13時#今村くらしの相談室（西岐
波）%がんと診断された人やその
ご家族※要予約|*?_今村
くらしの相談室（☎51－6233、

>43－7444）

就労を希望する会員を募集。まず
は説明会にご参加を!10月14日
㈭、28日㈭各13時半～#多世代
ふれあいセンター%原則60歳以
上}シルバー人材センター（☎31
－3251、>41－4334）

10月16日㈯「自己紹介カードを作
ろう」、23日㈯「すごろくゲームで
自己分析」、11月６日㈯「自分の職
業興味を知ろう」、13日㈯「履歴
書・職務経歴書の書き方（基
礎）」、27日㈯「面接の心構え」各
11時～12時#ジョブスタ%市民
（19歳以上）{各6人（先着順）
|*?=申込書など市ウェブサイ
トに掲載~各回の前日まで_ジョ
ブスタ（☎39－5013、>39－5184）
jobsta@aurora.ocn.ne.jp

足ふみ脱穀機やとうみなどを使っ
た、脱穀体験!10月17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~10月12日
まで_有機ネット山口西部（®090
－5690－5758［天野］）

①Web版離乳食教室（前期コー
ス）講話「離乳食の進め方につい
て」!10月20日㈬10時半～11時
10分%生後4か月～8か月児の保
護者
②Web版マタニティ・サロン
講話「栄養士と保育士のはなし」
!10月25日㈪13時半～14時10分
%原則妊娠中期（16週）以降の妊
婦とその家族
{各10人（先着順、要予約）
|=∑（7面）と質問内容、①は児
の名前・生年月日・月齢、②は生年
月日・出産予定日
~10月5日から_こども・若者応援
課（☎31－1732、>21－6020）
ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

大切なひとを守るための防災～コ
ロナリスクをふまえて、いま準備し
ておくこと!10月21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

絵本のよみきかせや手遊びなど
!10月22日㈮10時半～11時
%0～4歳児と保護者{30人（先
着順、保護者含む）|*?=~10
月1日～17日#_学びの森くすの
き（☎67－1277、>67－0691）
manabinomori-kusu@city.ube.
yamaguchi.jp（要到達確認）

!10月31日㈰10時～11時半（9時
半受付開始）※雨天中止#とき
わ公園　ペリカン島対岸付近
{30人（先着順）<せん定ばさみ
|*+?~10月22日まで_とき
わ公園維持整備課 〒755－0001
大字沖宇部233番地1（☎51－
7252、>51－2185）

!10月31日㈰10時から#アクトビ
レッジおの　親水護岸%県内在
住の人&7,000円（1チーム）
{24チーム|*?=~10月10日
まで_アクトビレッジおの（☎64－
5111、>64－2800）
actvillageono@feelkankyo.com

大人の発達障害と対応について
※zoom使用!11月6日㈯10時～
12時%発達障害に関心のある人
{200人（先着順）|=
~10月22日まで_発達障害等相
談センター「そらいろ」（☎43－
6777、>43－7174）
kouenkai@ube-sorairo.com
http://ube-sorairo.com

結核・肺がん、胃がん、大腸がん、
子宮がん、乳がん、骨粗しょう症、
特定健康診査※要事前予約
!①11月6日㈯②20日㈯保健セン
ター【女性限定・託児あり】③28日
㈰厚南市民センター、各9時～12
時%事業所などで、健診を受ける
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|*?†~①10月6日から
②10月20日から③10月27日から
_保健センター（☎31－1777、
>35－6533）

芋ほり体験とミニシクラメンの苗を
水苔で包むコケ玉づくり※小学生
以下歓迎!11月13日㈯9時半～
11時半※小雨決行#ときわ公園
旧青年の家付近&800円{20人
<ハサミ・手袋か軍手、ビニール袋
など~10月22日まで_公園緑地
課（☎34－8485、>22－6050）

補装具の要否判定、適合判定な
ど!11月16日㈫15時～16時
#福祉会館|*?~10月29日ま
で_障害福祉課（☎34－8314、
>22－6052）

花いっぱい運動記念ガーデンを彩
る一年草の花の苗を植え付けま
す。※参加者に花の苗プレゼント
!11月20日㈯9時半～11時※小
雨決行#花いっぱい運動記念ガ
ーデン{30人（先着順）
|*+?~10月29日まで_とき
わ公園維持整備課
〒755－0001 大字沖宇部233番地1
（☎51－7252、>51－2185）

皆さまのご協力をお願いします。
%企業または団体&１口100,000
円●特典　歓迎セレモニー・大盤
解説会に招待（２名様）、看板・新
聞広告への社名記載}文化・スポ
ーツ振興課（☎34－8616、>22－
6083）

これから冬にかけて流行するおそ
れがある「季節性インフルエンザ」
の予防接種を受けましょう。※接
種は予約が必要です!10月1日㈮
～2月28日㈪&65歳以上（公費負
担対象者）：1,490円※生活保護受
給者は無料、65歳未満：医療機関
によって料金が異なります。}健
康増進課（☎31－1777、>35－
6533）

国の行政機関、地方公共団体、弁
護士、税理士などの専門家が、さ
まざまな相談に応じます。※要事
前予約!10月8日㈮10時～15時
#文化会館|*_山口行政監視
行政相談センター（☎083－922－
1591）

!#
10月11日㈪琴芝、13日㈬見初、
19日㈫船木、20日㈬新川、
26日㈫西宇部、28日㈭鵜の島、
11月4日㈭岬、5日㈮常盤 
各9時半～15時<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25人|*?
~各3日前まで（土、日、祝日除く）
_市民課（☎34－8264、>22－
6017）

4月末までにマイナンバーカードを

申請した人が受け取れる、「マイ
ナポイント」の対象期間が12月末
まで延長になりました。市民課で、
12月28日㈫までマイナポイントの
予約・申込支援コーナーを開設し
ています（要予約）|*?_市民
課（☎34－8264、>22－6017）

詐欺被害防止に効果がある、警
告メッセージ付き通話録音装置を
11月～令和4年3月に貸し出しま
す。申請書（市役所、各市民・ふれ
あいセンター、福祉会館に設置、
市ウェブサイトに掲載）を提出して
ください%満65歳以上の人が居
住し、装置を設置できる固定電話
を使用している市内の世帯
{20人|?郵送~10月22日まで
_宇部市消費生活センター 〒755
－8601　常盤町1－7－1（☎34－
8159、>22－6004）

コミュニケーションの取り方や薬の
相談!11月6日㈯13時～15時
#福祉会館%本人・家族_むつ
み会（☎>35－3365）

22件の市有地を売り払います。
●入札と開札!11月11日㈭、12日
㈮各9時半～16時半#市役所
※入札申込受付10月22日まで
※詳細は市ウェブサイトに掲載
_財政課（☎34－8177、>22－
6083）

下関－山口宇部空港線の高速バ
スが、“ジャンボタクシー”での運
行になります。※変更に伴い「フジ
グラン宇部」「宇部IC」のバス停
には停車しません}県交通政策
課（☎083－933－2522）

既存の専用住宅のくみ取り便槽ま
たは単独浄化槽を転換し、合併浄
化槽を設置する工事に、補助金を
交付します。※要事前相談（対象
地域・数に限りあり）}下水道整
備課（☎21－2180、> 21－2179）

河川や海の水質保全のため、浄
化槽管理者は定期的な維持管理
をお願いします。
▷法定検査：浄化機能が十分に発
揮されているかどうかを確認する
ための水質検査▷保守点検：装置
や機械の調整・修理、消毒剤の補
充などの維持管理※保守点検は
県の登録業者に、清掃は市の許
可業者に委託可能▷清掃：汚泥の
引き抜き}県宇部健康福祉セン
ター（☎ 39－9865、>34－4121）
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
cms/a15700/17joukasou/joukasou.
html

ストマ用装具・紙おむつ・人工鼻の
購入費用の一部を助成します。
※所得制限あり#障害福祉課・北
部総合支所・事前に申し出た市民
センター（申請場所の変更は事前
に連絡してください）%身体障害
者手帳にその旨の記載があり、以
下に該当する人▷ぼうこう・直腸
機能障害や脳原性運動機能障
害、乳幼児期以前に発症した脳性
まひなどを原因とした肢体不自由
により、排尿・排便の意思表示が
困難▷喉頭摘出により音声・言語
機能障害がある<身体障害者手
帳}障害福祉課（☎34－8314、
>22－6052）

入学金などの就学支度資金を無
利子で貸し付けます。※申請から
貸し付けまで1～2か月※審査あり
%高校・大学（大学院含む）などに
進学予定の子どもを持つひとり親
家庭の父母など}子育て支援課
（☎34－8346、>22－6051）

労働保険は、原則として労働者を
一人でも雇用していれば適用事
業となり、その事業主は保険成立
手続を行い、労働保険料を納付し
なければなりません。}ハローワー
ク宇部（☎31－0164、部門コード
21#）

寄付金報告
芝上　正人（大阪府河内長野市）
サンヨーコンサルタント株式会社（宇部市大字西岐波）
株式会社オータニ（宇部市助田町）
テクノＵＭＧ株式会社（宇部市大字沖宇部）
株式会社はんど（宇部市助田町）
福正汽船株式会社（宇部市東本町）
株式会社野村工電社（宇部市浜町）
華道家元池坊宇部支部（宇部市北条）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67,000円
・・・2,000,000円

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000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
（8月分、敬称略）

高齢者に通話録音装置を
貸し出します

統合失調症・
うつ病相談会

市有地を一般競争入札で
売却します

高速バス（下関－山口宇部
空港線）の運行が変更に

合併処理浄化槽への
転換に補助金交付します

浄化槽の適切な管理を
お願いします

ストマ用装具などの
申請受付（10月～3月分）

就学支度資金の貸し付け

労働保険の納付

季節性インフルエンザの
予防接種

賢い消費者講座

小さなお子さん向けの
おはなし会

身体障害者の巡回相談

市民ボランティアによる
ガーデンづくり「花植えイベント」

第34期竜王戦七番勝負
第４局宇部対局協力金

一日合同相談所を
開設します

マイナポイントの
対象期間が延長に

ふれあいセンターでマイナンバー
カード出張申請手続き※要予約

初心者向け　
松のせん定講習会

第26回　
小野湖交流ボート大会

そらいろWEB講演会

総合集団健診

芋ほり体験とコケ玉づくり

お知らせ

女性起業家応援イベント
「山ヒメ感謝祭」

催　　し

お知らせ

「英語絵本」読み聞かせ
ワークショップ

がん患者・介護者のつどい
「がん相談処げんげ」

てくてくまち歩き

募　　集

å1013528

å1013547

å1003888

シルバー人材センター
入会説明会

ジョブスタ ゼミ

有機栽培講習会
稲作体験（脱穀）

Web版
子育て関連教室

∑…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

å1013513

å1013541

å1003551

å1003273

å1001387

å1013504

å1004988

å1005195

å1004975

å1001630

å1013156

å1001389

å1002209

å1009179

å1002814

å1005196

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10月号❼宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－

!10月16日㈯・11月20日㈯ 各10時～11時半#宇部工業高等専門
学校%県内在住の社会人・大学生・高校生・中学生&380円＋税（テ
キスト代）{30人|+?=~10月6日［必着］_宇部工業高等専門
学校　宇部市常盤台2－14－1（☎35－4966、>35－5469）
sangaku@ube-k.ac.jp

 くずし字で読む古典

市民の掲示板 詳細は_} に
問い合わせてください

å1013516

広報うべ 2021年10月号❻ 宇部市制施行１００周年－令和３年11月１日－
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■弁護士相談　!10月20日㈬13時半～15時半　予約受付開始10月7日㈭8
時半～　!11月2日㈫13時半～15時半　予約受付開始10月21日㈭8時半
～#市役所　{各12人　※受付要件あり　_市民活動課（☎34－8126）
■司法書士相談　!10月13日㈬、27日㈬各9時～11時
　#市役所　{各10人　当日受付8時半～8時45分
　※受付要件あり、要問い合わせ　}市民活動課（☎34－8126）
■行政書士会の遺言・相続相談　!10月9日㈯9時半～11時半　
　※要予約　#福祉会館　{8組　}市民活動課（☎34－8126）
■契約トラブルや多重債務などの消費生活相談　!月～金曜日　
　8時半～17時15分　#}宇部市消費生活センター（☎34－8157）
■中小企業・小規模事業者向けの経営相談　!10月19日㈫　#市役所
　{4組　~10月12日まで　_県よろず支援拠点（☎083－922－3700）
■人権相談　!月～金曜日　8時半～17時15分　#山口地方法務局
宇部支局（☎21－7211）　全国共通人権相談ダイヤル☎0570－003－
110
■登記相談　!月～金曜日　9時～16時　※要予約
　#_山口地方法務局宇部支局（☎21－7211）
■犯罪被害（交通犯罪含む）に関する相談　!10月21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　!10月19日㈫17時～19時　%不登校
などの悩みをもつ小中学生の保護者　{2人　~10月15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
　!10月12日㈫、21日㈭各10時～16時、30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 10月1日～11月5日10月1日～11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～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）
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～15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）
「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）
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（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
介護相談ふれんど（福祉会館　10時～12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）
献血・400mL限定（山口マツダ㈱宇部店　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）
「女性の権利110番」&「LGBTの権利110番」（☎083－922－8739　10時～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）
かみしばい（図書館　14時半～15時）
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（ゆめタウン宇部　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（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～15時）

10月1日㈮
2日㈯

6日㈬

8日㈮
9日㈯

15日㈮

16日㈯

17日㈰
18日㈪

19日㈫
20日㈬

21日㈭
22日㈮

23日㈯

27日㈬

29日㈮
31日㈰

11月3日（水・祝）
5日㈮

プラネタリウム投影会　!10月3日㈰、10日㈰、17日㈰、24日㈰、31日㈰　
各14時～15時15分　#青少年会館　&19歳以上55円

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。10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。

10月3日㈰ 10日㈰ 17日㈰ 24日㈰ 31日㈰ 11月3日（水・祝）

金子小児科
上町
☎22－0006

きばた小児科
東岐波
☎58－6333

松岡小児科
西宇部南
☎41－8005

よしもと小児科医院
中尾
☎22－0555

むらかみこども
クリニック
東須恵
☎44－4976

かわかみ整形外科・
小児科クリニック
野原
☎37－3700

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。
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）
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