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2022年5月末日の住民基本台帳より2022年5月末日の住民基本台帳より

主な
内容

人口
世帯数 発行

宇部市
〒755－8601常盤町一丁目7番1号 ☎31－4111（代表）
編集   広報広聴課  ☎34－8123  }22－6063　

今月号に掲載の内容は6月15日時点の情報です。新型コロナウイルスの影響により掲載の情報が変更になる場合があります。
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山口ゆめ回廊　キッズサマーパス

宇部市 花火大会

新設課紹介「連携共創推進課」
ウォーカブルなまちづくり　など

まちじゅうエヴァンゲリオン
第２弾 

７月8日（金）発動

優待券を持って、
ときわ公園へ行こう！

ふしぎの海のナディア展
も開催！

詳しくは 2・3面へ

ふしぎの海のナディア展   市民優待券ふしぎの海のナディア展   市民優待券
一般 1,000円一般 1,000円

※高校生以下、
　障害者手帳
　お持ちの方無料

※高校生以下、
　障害者手帳
　お持ちの方無料

一般（　　　）名、
高校生以下（　　　）名

一般（　　　）名、
高校生以下（　　　）名火曜休館（ただし8月16日は開館）火曜休館（ただし8月16日は開館）

※市民優待券に人数を記入してお持ち下さい。

1世帯
1回限り
1世帯
1回限り

〈有効期間〉 7月8日（金）～9月4日（日）〈有効期間〉 7月8日（金）～9月4日（日）

▶▶ 500500円円
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切り取ってご利用ください切り取ってご利用ください

動物園、植物館に無料でご招待！

切り取ってご利用ください

市 民 謝 祭感 ＜有効期間＞令和4年7月21日㈭～31日㈰　
※市民優待券に人数を記入しお持ちください。

【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
※7月26日㈫は休園

令和4年 7月21日㈭～31日㈰

市民優待券
有効期間

【1世帯1回限り無料入館可】

一般（ 　）名、18歳未満（ 　）名、70歳以上（ 　）名

令和4年 

市民優待券
有効期間 7月21日㈭～31日㈰

※7月26日㈫は休館
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詳しくは 4面へ

この夏イベント
もりだくさん！
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7月8日㈮ 発動

庵野秀明展
山口県立美術館山 口 展

庵野監督がアマチュア時代、アニメーター時代
に関わっていた作品から、その活動の原点とも
いえる『ウルトラマン』、『ゴジラ』、『仮面ライ
ダー』など、日本の「アニメ」「特撮」作品の貴重な
原画やミニチュアのほか、監督直筆のメモやイ
ラスト、絵コンテまで、総数1,000点を超える資
料などを展示します。2022年7月8日金～9月4日日

●休 館 日　月曜日※ただし、7月18日［海の日］、8月1日［ファーストマンデー］、8月15日［お盆］は開館
●開館時間　9：00～17：00（入館は16：00まで）8月・9月は18：00まで開館、8月・9月の金・土は20：00ま

で開館 ※最終入館は閉館の1時間前

チケットは事前予約制（日時指定）です
チケット購入と事前予約についての詳細はコチラ

この夏、さらにパワーアップし再び開催！ 宇部市出身の庵野秀明氏の作品の一つである「エヴァンゲリオン」。市内各地で「エヴァンゲリオン」と
コラボし作品の世界観を楽しめる様々なイベントを開催します！

庵
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氏
が
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に
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け
た
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ビ
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シ
リ
ー
ズ

  

「
ふ
し
ぎ
の
海
の
ナ
ディ
ア
」の
作
品
展
を
開
催
！

エヴァンゲリオン初号機の立像が空港2階出発ロビーに登場します。
空港全体がエヴァンゲリオンの装飾で来場者を盛り上げます！

全高3ｍ エヴァンゲリオン現る！

エヴァンゲリオンをテーマにした各種イベント盛りだくさん！

山口宇部空港が
エヴァンゲリオンに
ジャックされる？！

■問い合わせ　まちじゅうエヴァンゲリオン、ふしぎの海のナディア展　観光交流課　☎34－8353　}22－6083
　　　　　　　まちじゅうグルメフェア　地域ブランド推進課　☎34－8372　}22－6013
　　　　　　　JRスマホスタンプラリー、駅スタンプ台紙　都市計画課　☎34－8831　}22－6049
　　　　　　　エヴァンゲリオンバス　交通局　☎31－1133　}22－1772

エヴァンゲリオンをイメージしたメニューが楽しめ
る「まちじゅうエヴァグルメフェア」。地元食材など
を使った、目でも舌でも楽しめるメニューは今だけ！
注文した人限定のオリジナルグッズがもらえる「ス
タンプラリー」も開催！

ふたたび開催！

まちじゅうエヴァ
グルメフェア

JR宇部線やJR小野田線に乗っ
てスマートフォンのアプリ内で
スタンプポイントを集めて応
募しよう！抽選でエヴァンゲリ
オン関連グッズが当たる！

まだまだJR宇部新川駅が熱い！

エヴァンゲリオングッズが当たる！
「JRスマホスタンプラリー第2弾」

スタンプ
ポイント

宇部新川駅 宇部駅 居能駅

草江駅 新山口駅 雀田駅

SAMPLESAMPLE

期間中、宇部市内をエヴァンゲリオンバスが走る！
出会えたらラッキー♪

宇部市でしか見ることができない！

エヴァンゲリオンバス

ⓒカラー

公式
グッズショップ
ＯＰＥＮ！

オリジナル
パッケージの
お菓子販売

新デザインの
台紙２種類も

JR宇部新川駅に登場！

１面に
市民優待券
あり

１面に
市民優待券
あり

１面に
市民優待券
あり

１面に
市民優待券
あり
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日時　７月２４日㈰　13時30分～16時
場所　ときわミュージアム
定員　60人（申込先着順）

申込方法　FAXかメールで、氏名・住所・電話番号を明記。
申込期限　7月15日まで
■申込先・問い合わせ　ときわ公園課　☎54－0551 　}51－7205 
　tokiwakouen@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認） 

（受付8時30分～17時15分）

（受付9時～17時）

（受付9時～17時）

（受付9時～17時）

（受付8時～22時）

（受付9時～16時）

（受付9時～17時）

（受付8時30分～17時15分）

（受付8時30分～17時）

レアな世界の昆虫たちが一挙大集結！植物館での
クイズに参加すると、世界の昆虫がもらえるかも！？

8/6 ～31土 水

（受付9時～17時30分）

※右のパスチケットを切り取って各施
設にご持参ください。パス1枚で中学
生以下4名まで有効です。ご利用の
際、学生証等年齢を確認できるもの
をご提示いただく場合がございます。
※ご利用は保護者同伴に限ります。
お子様のみでのご利用はできませ
ん。※宇部市・山陽小野田市のパス
は1回限り、その他の市町のパスは期
間中何度でもご利用いただけます。
※お盆期間中（8/13～16）はご利
用いただけません。※ご利用はご家
族単位に限ります。学校や子供会等、
団体での利用はできません。

■問い合わせ　ときわ公園課
　☎54－0551　}51－7205
園内施設休業日…毎週火曜（8月16日は開館）

詳しくは　
コチラ▶

要事前申込

要事前申込

●園長とさんぽ
　日時　7月10日㈰　9時35分～10時20分、
　　　　7月24日㈰　13時～13時45分
　　　　いずれも当日9時30分～動物園入口で受付
　参加料　無料（別途入園料）　定員　10人（当日先着順）
●おはよう！動物ガイド
　日時　7月3日㈰、7月17日㈰　各9時15分～9時30分
　　　　いずれも9時15分動物園入口集合
　参加料　100円（別途入園料）　定員　10人（当日先着順）
●骨ホネときわ動物園
　（山口大学共同獣医学部 獣医解剖学教室協力）
　骨から動物の体をみてみよう！7月31日㈰・8月11日（木・
祝）には骨格標本のワークショップもあるよ。
　日時　7月23日㈯～8月21日㈰
　場所　体験学習館モンスタ
●第68回山口県児童・幼児動物画コンクール
　日時　7月23日㈯～9月9日㈮
　対象　山口県内の幼児および小学生
　※園内で絵を描く場合のみ入園無料（同伴者は有料）
●昆虫観察会
　～みつけよう！ときわ公園の昆虫～
　日時　7月30日㈯　9時30分～12時（受付開始9時）
　場所　ときわ公園内（ときわ湖水ホール集合）
　対象　小・中学生（保護者同伴可）
　定員　20人（申込み多数の場合は抽選）
●なりきり飼育員～あなたも一日飼育員～
　日時　8月6日㈯　9時30分～15時
　対象　小学4・5・6年生
　定員　10人（申込み多数の場合は抽選）
●第55回動物ねんど作品コンクール
　日時　8月7日㈰　9時30分～13時
　場所　ときわ動物園内（作品提出はときわレストハウス2階）
　対象　山口県内の幼児および小学生
　費用　ねんど代310円※参加者のみ入園無料（同伴者は有料）

ときわ動物園

■申込先・問い合わせ　常盤動物園協会
　☎21－3541　}21－5099　info@tokiwa-zoo.jp

●つくる・みる・かんじる美術室2022
　MOTTAINAIひろばであそぼう
　毎日できて自分らしいものづくりが
楽しめる、「もったいない」をテーマに
した無料プログラムや工作キットを販売します。
　日時　７月１５日㈮～８月２８日㈰　各１０時～１６時

ときわ湖水ホール　アートギャラリー

■問い合わせ　文化振興課
　☎34－8562　}22－6083

●TOKIWAサマーフェスティバルの
　フラダンス出演者募集
　日時　8月20日㈯、21㈰　各17時～20時30分（予定）
　申込期間　7月20日17時まで
　　　　　　※応募多数の場合は抽選
※イベント内容により出演順・時間はご希望に添えない場合
もあります。

ときわ遊園地

■申込先　ときわ公園課　☎54－0551　}51－7205

「野遊びSDGs地方創生～グ
ローバル時代における地域
の価値とその活かし方～」

自然との共生を図り、大人から子供まで誰もが楽しみながら地域の価値の
発見と宇部市の魅力の発信や、新たな消費と雇用の創出に取り組み、地域
の活性化を図る仕掛けづくりを考えます。

基調講演＆トークセッション
～野遊びによる宇部市の活性化～

利用時間　①10時30分～12時②12時30分～14時③14時30分～16時 
定　　員　各小学生以下30人まで（付添いの保護者は1人まで） 
休 場 日　毎週火曜日（8月16日は開催）、雨天か水温が22度以下の時、管理

運営上支障がある時、新型コロナウイルス感染状況が悪化した時 
協 力 金　小学生以下100円
　　　　　（園内店舗で利用可能な特典付き）
　　　　　※保護者の方は無料
予約方法　予約LINEアプリ
予約開始　7月1日から

じゃぶじゃぶ池 7月21日㈭～8月22日㈪ 
要事前
予約

要事前
予約

野外彫刻がやってくる！
第29回UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）出品
作品15点の屋外設置を行います。
時間　７月１９日㈫～２９日㈮
場所　UBEビエンナーレ彫刻の丘
■問い合わせ　文化振興課　☎34－8562　}22－6083

2年に1度の
貴重な設置風景！

●世界を旅する植物館で熱帯植物観察会と熱帯果実抽選会
　日時　7月２３日㈯　１４時から
　費用　700円※熱帯植物観察会は別途入館料必要
　定員　50人（先着順）　
　申込期間　７月7日～２１日　申込方法　電話
●夏休み特別企画「植物館ラボ」
　植物にかかわる8種類のワークショップを開催

ときわミュージアム

■申込先　ときわ公園課　☎37－2888　}37－2889

イベントや
ワークショップの
詳細はこちら

基調講演

「宇部市での可能性」に
ついてのトークセッション

パネルトーク

詳しくは　
コチラ▶

株式会社スノーピーク地
方創生顧問、一般社団法
人ノアソビSDGｓ協議会副
理事長

講師 後藤健市氏
プロフィールプロフィール

ときわ公園ウェブサイトにて
オンライン配信も行います

7月号❹ ❺



■電話　じゃぶスポ事務局
　　　　¢０８０－５８５５－２２３１

予約開始日：７月１日（金）から
■「じゃぶスポ」の
　利用予約LINEアプリ

じゃぶじゃぶスポットくろいし
小さな子どもが遊べるスポットが今年も始まります！

市営住宅（空き住宅）入居者募集
●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
●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）
●申込方法　①か④に申込書を持参か郵送

●申 込 期 間　7月20日～8月1日［消印有効］
●入居予定日　9月1日（木）
※随時募集もあります（詳細は問い合わせてください）
■問い合わせ
　アジアJV　☎37－0211　info@asia-jv.com

西岐波、見初、風呂ヶ迫、東小羽山、八王子、
石原、東新川、猿田、岬、則貞、中央町第４借上

●ミニソーラーカー工作と再生可
能エネルギーの話
!7月31日㈰①9時50分から、②
11時から、③13時から、④14時10
分から　#多世代ふれあいセン
ター　<７月1日～29日（申込先
着順）
●ミニソーラーカー工作とごみ処
理施設見学
!8月23日㈫10時から　#リサイ
クルプラザ　<8月19日（申込先
着順）

%小学3～6年生　&無料
*各回12人　;]^{

£（11面）と学校名、学年、保護
者氏名
=宇部市地球温暖化対策ネット
ワーク（☎}38－8183）
unccainfo@ybb.ne.jp

「エネルギーの創・蓄・省と工作
教室　～次世代エネルギーキット
作り～」パナソニック㈱から講師
を迎え工作教室を開催します。蓄
電池でも単三電池でもＬＥＤが点
灯するライトを工作し、太陽光発
電について学習します。
!7月31日㈰14時半～16時
（受付14時）　
#男女共同参画センター　
%小学４～６年生と保護者
&無料　*20組（申込先着順）
;]^|

£（11面）　<７月１日～15日
=環境政策課（☎34－8245、
}22－6016）　¶1012702
https://s-kantan.jp/ube-u/

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。
!8月6日㈯9時～11時15分（少雨
決行）　#二俣瀬桜づつみ公園
%小学生と保護者　*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月１日～
２２日　=環境政策課（☎34－
8248、}22－6016）　¶1016038
https://s-kantan.jp/ube-u/

●バルーンカーをつくろう！
牛乳パックで車をつくり、風船を
ふくらませ、空気が抜ける勢いで
車を動かす。!7月30日㈯①10時
半～12時②14時半～16時
%小学校低学年と保護者　
*各10組　&100円　
+カッターナイフ　¶1016195
●読書感想文講座
!8月7日㈰①10時半～12時②14
時半～16時　%小学校3年生ま

でと保護者　*各10組
&無料　+筆記用具、読み終え
た感想文を書く本　¶1016196

#学びの森くすのき
;]^保護者氏名、電話番号、
子どもの氏名、学年　<７月5日
から（定員に達するまで）
=学びの森くすのき（☎67－
1277、}67－0691）

●ポスター▷題材：明るい選挙を
趣旨としたもの▷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　
<９月９日まで
=在籍する学校　?選挙管理
委員会事務局（☎34－845２、
}22－6069）　¶1007731

夏の子ども向け
イベント情報

¶1016215

¶1015800

¶1016305

持続可能な地球への思い
JAXA宇宙飛行士
金井宣茂氏 講演会

日　　時　7月24日（日） 14時～15時30分
会　　場　渡辺翁記念会館
対　　象　中学生以上
定　　員　400人（先着順）
申込期間　7月4日（月）～18日（月・祝）まで
申込方法　うべ電子申請サービス　https://s-kantan.jp/ube-u/
　　　　　　詳細は、市ウェブサイトに掲載しています▶

参加者
募集

講師  JAXA宇宙飛行士　金井 宣茂氏

主催/宇部ユネスコ協会、株式会社宇部日報社　共催/宇部市、宇部市教育委員会
■問い合わせ　社会教育課　☎37ー2780　}22ー6066

※新型コロナウイルス感染拡大の状況や宇宙飛行士の緊急の業務や
　訓練により、イベント内容の変更や中止となる場合があります。

ⒸJAXA/NASA

かな　い　　のり しげ

¶1001363

宇部・山陽小野田消防組合
消防吏員採用試験
●職務内容　消防業務全般
●試　　験　一次：９月１８日（日）９時から
　　　　　　二次：11月中旬予定
●受験資格　平成４年４月２日から
　　　　　　平成１７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　11人程度 
●申込期限　7月1日～8月1日［消印有効］
※受験案内などは、各消防署・各消防出張所に設置のほか、
　消防組合ウェブサイトに掲載
■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

募集予定
住宅

サマーキャンペーン

宇部産の農水産品と特産品などの
インターネット通販サイト

8月31日(水)まで

※ご購入にはインターネット環境が必要です。
※当キャンペーンは予告なく終了する場合がござい
ます。予めご了承ください。

通販サイト内
おすすめ商品
20％OFF！

運営
宇部市

2022

うべわくわく市場

「じゃぶスポ」くろいしオープン！！

場　　所▶黒石ふれあいセンター敷地内グラウンド
営業日時▶７月１６日（土）～９月１１日（日）（毎週月曜日休場）　
　　　　　①9時～10時30分 ②11時～12時30分 ③13時30分～15時
定　　員▶各100人
入 場 料▶200円※各営業時間ごとに必要
対　　象▶小学生以下（３年生以下は保護
　　　　　者などの付き添いが必要です）

７月
１６日（土）

事前に予約が
必要です

水深
30cm

予約方法

●問い合わせ　宇部市花火大会実行委員会事務局　☎31-0251 }22-3470

●会場付近の駐車場は限りがあります。渋滞の緩和、地球温暖化防止のため
　にも、公共交通機関をご利用ください。

※音楽花火・仕掛け花火はありません

詳しくは市ウェブサイトもしくは
宇部商工会議所ウェブサイトをご覧ください。

新型コロナウイルス
感染症対策に
ご協力をお願いします

市内事業者
を応援！！

■問い合わせ　 4階 地域ブランド推進課
☎34ー8382　}22ー6013

●注意事項
•会場周辺の営業店舗に、観覧目的の駐車はしないでください。
•車両通行止め区域から車両通行止め区域外への車での移動は、17時～21時の間できません。
•ゴムボートなどでの海上からの花火の観覧は大変危険ですのでやめてください。
•花火の演出や上空の安全確保のため、無人航空機、ドローンなどの飛行はご遠慮ください。
•会場内でのバーベキュー、玩具花火などの火気使用は危険ですので絶対にやめてください。
•ゴミは持ち帰るか指定のごみ箱に捨てましょう。

◎マスクの着用をお願いします。
◎飲酒・飲食中の会話、大声での
会話はお控えください。

◎発熱・咳などの症状がある方の
ご観覧はご遠慮ください。

◎間隔をあけて並び、ソーシャル
ディスタンスの確保にご協力
ください。
◎新型コロナウイルス接触確認
アプリ「COCOA」の導入を推
奨します。

 　荒天の場合は24日（日）に延期
 ※開催・延期は23日（土）15時に決定し、
 　宇部商工会議所ウェブサイトに掲載します。
場所／宇部港

今年はくろいし！

今年はくろいし！
※写真は昨年のおんだの様子です。

PⓅ
PⓅ

PⓅ

PⓅ

PⓅ

P

日時／7月23日（土）日時／7月23日（土）
　　　20時～20時25分　　　20時～20時25分

夏休みミニソーラーカー
工作教室

学びの森くすのきで
夏休みの宿題をしよう！

明るい選挙
啓発作品の募集

親と子の水辺の教室

夏休み！
こどもエコ教室

7月号❻ ❼

記号の
見　方



「誰かが創る宇部じゃなく、みんなで創る宇部に」
連携共創推進課

連携共創推進課は、「第五次宇部市総合計画」のスタートにあわせ、宇部市の
「共創」の取組をけん引する部署として、今年度新たに設置しました。
「共創」とは、これまで宇部市が進めてきた「協働」を基本とし、市民や団体・企業・教育
機関・行政などが連携をとりながら、目標設定や企画の段階から課題解決に向け意見
を出し合い一緒に取り組むことで、新たな魅力や価値を共に創り上げていくことです。
大学などを軸とした産・学・公の共創プラットフォーム構築や市民、団体、企業な
どをはじめとした共創パートナーとの連携を強化することで、皆さまと一緒に、
創造的で活力にあふれる宇部らしいまちづくりを目指します。

宇部市で進めている「共創」によるまちづくりの一環
として、国道190号（常盤通り）を中心に「居心地がよ
く歩きたくなる」まちなかの形成を目指しています。
令和８年度には常盤通りの一部が、さまざまな使い方
ができる公園のような居心地の良い歩行空間になる
予定です。
「にぎわい創出検討部会」で市民のみなさんと活発な
話し合いを重ねており、魅力的で回遊性のあるまち
なみ創りやにぎわい創出に活用していきます。
これらの取組について、今後も広報うべやSNSで発
信していきます！

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。
※認定証は申請月の初日から有効となります。保険料の滞納や所得
未申告世帯は、認定証を交付できない場合があります。

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、申請する
と保険料の免除や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、所得などの審査があります。

新設課
紹介

新火葬場
建設基本計画
検討委員会

●募集人数　2人以内　●任期　8月～令和5年3月まで（予定）　
●応募資格　市内在住、在学の18歳以上で、任期内４回程度の会議（平日）に参加できる人
●応募方法　応募用紙（市役所１階環境政策課、北部総合支所、各市民・ふれあいセンターに

設置のほか、市ウェブサイトに掲載）と小論文「新火葬場に望むこと」(８００字以
内)を持参、郵送、メールのいずれかで提出　

●応募期間　７月1日～２０日【消印有効】
■問い合わせ　環境政策課　☎34－8251　}22－6016
 info-envi@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認）

新火葬場建設に伴う
基本計画について検討を行います

¶1016248

委
員
の
募
集

誰もが楽しく歩きたくなる

公募により選ばれた市民や関係団体、山口
大学工学部の学生が「宇部らしい」ウォーカ
ブルなまちを表すコンセプト（キャッチフ
レーズ）や、エリアごとの特徴・まちづくりの
方針を考えています。
部会の意見は、市長を会長とした学識経験
者や地元関係団体などから構成される「宇
部市常盤通りウォーカブル推進協議会」に
提案します。

にぎわい創出検討部会

「ウォーカブル」な
まちづくりを目指しています！

宇部市役所前のイメージ

ＰＲ動画
近日公開予定
お楽しみに ！

「若者クリエイティブコンテナ」代表として2017年から「まちなか
再生」に携わる。
●宇部市常盤通りウォーカブル推進協議会委員●にぎわい創出
検討部会長●山口大学大学院准教授●東京大学大学院博士課程
修了（環境学博士）

これまでの検討内容は
ニュースレターで
チェックできます！

¶1016324

■問い合わせ　 4階 中心市街地活性化推進課　☎34－8896　}22－6049

宋俊煥会長
（Junhwan SONG）

山口大学と宇部市の連携・共創が加速す
るよう、橋渡し役として尽力いたします。

■申込先・問い合わせ
　 4階  人権教育課　☎３４－８６２０　}２２－６０６６
　jinkenkyouiku@city.ube.yamaguchi.jp(要到達確認)

■申請窓口　保険年金課
　1階  国民健康保険　☎34－8285　}22－6019
　1階  後期高齢者医療制度　☎34－8343　}22－6019

人権学習セミナー

国民年金保険料の免除と
納付猶予の申請

高額な医療費がかかるときの
窓口負担の軽減

低所得の子育て世帯に対する
生活支援特別給付金

●会場　文化会館　●定員　各５0人（各先着順）

※9月3日と9月8日は同じ内容

¶1003202

¶1016323

●会場　学びの森くすのき　●定員　２0人（先着順）

7月12日㈫

7月22日㈮

7月28日㈭

8月4日㈭

8月9日㈫

8月24日㈬

9月3日㈯

14時～16時
18時半～20時半
14時～16時
18時半～20時半
14時～16時
18時半～20時半
14時～16時
18時半～20時半
14時～16時
18時半～20時半
14時～16時
18時半～20時半
9時半～11時半

人権について～概論
環境問題（地球温暖化）
同和問題をはじめとする人権問題
高齢者の人権（認知症予防）
第二言語を学び国際交流
インターネットによる人権侵害
男女共同参画社会への思い
子どもの貧困対策
障害者の人権（共生社会づくり）
性的マイノリティへの理解
デジタル改革進行中
人権学習会を開いてみよう
ビデオフォーラム

日時 学習内容

9月8日㈭ 14時~16時 ビデオフォーラム
日時 学習内容

¶1001863 国民健康保険 ¶1001880 後期高齢者医療制度

¶1016042

山口大学から出向中の神徳宗一郎さん

●申請方法
▷窓口
　 1階 保険年金課（10番窓口）、北部総合
支所、各市民センター、宇部年金事務所

▷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。
　〒755－0027　港町一丁目3－7
　宇部年金事務所

■問い合わせ 　1階  保険年金課　☎34－8292　}22－6019
　　　　　　　宇部年金事務所　☎48－0021

▶年金手帳などの基礎
年金番号がわかるも
の、マイナンバーカー
ド・運転免許証などの
本人確認書類

▶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

申請に必要なもの

【ひとり親世帯】
●公的年金を受給し、令
和4年4月分の児童扶養
手当を受けていない人
●新型コロナウイルス感
染症の影響での家計急
変により、収入が児童扶
養手当受給者と同水準
の人

【ひとり親世帯以外】
●令和４年度分の住民税均等
割が非課税の人
　※令和４年４月分の児童手当
か特別児童扶養手当の支
給を受けた人は申請不要
で7月21日㈭に口座振込

●新型コロナウイルス感染症
の影響での家計急変によ
り、令和４年度分の住民税均
等割が非課税と同水準の人

対象児童１人当たり５万円（支給は１回限り）
令和５年２月２８日㈫まで

支給額
申請期限

申請が
必要です

対 

象

❶70歳未満の国民健康保険加入者
❷70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

●医療費の窓口負担軽減「限度額適用認定証」

対 

象

❶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
❷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

●医療費の窓口負担軽減と入院時食事代軽減
　「限度額適用・標準負担額減額認定証」

■申込先　　　  こども政策課　☎34－8330　}22－6051

■既に認定証の交付を受けている国民健康保険加入者は、
申請が必要です。
　更新が可能な人へ7月中旬に申請書を送付します。継続して
認定証が必要な人は8月末までに申請してください。
■既に認定証の交付を受けている後期高齢者医療制度加入者
は、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。

■問い合わせ　 3階  連携共創推進課
　　　　　　　☎34－8891　}22－6008

¶1007654

■問い合わせ　選挙管理委員会事務局
　　　　　　　☎34－8451　}22－6069

7月10日㈰投票日

第26回参議院議員通常選挙

●申込方法　電話・ファクス・メールのいずれかで、
　　　　　　氏名・住所・電話番号を連絡。
※手話通訳・要約筆記の希望者は、事前に連絡してください。

申請は
随時受付中

長期入院の申請
入院の日数が過去1年間で91日以上になった場合、「区分
オ」、「区分Ⅱ」の認定を受けている人は、申請すると食事代
が更に軽減されます。

1階

対象者

18歳未満（障害児は20歳未満）（※1）の子を養育する世帯で、以下のい
ずれかに該当する人へ給付金を支給します。 （※1） 令和4年3月31日時点7月1日㈮から申請受付中 令和4年度（7月～来年6月）分

連携共創推進課職員

7月号❽ ❾



9人制バレーボール最高峰のリー
グ「V9チャンプリーグ」の無料観戦
!7月16日㈯～18日（月・祝）各10時
～15時半　#俵田翁記念体育館
?スポーツ振興課（☎34－8614、
}22－6083）

市民参加型により作成した「VRコ
ンテンツ」を、VRゴーグルで体験
できます。※予約優先
!8月31日㈬11時～15時　#うべ
産業共創イノベーションセンター 
志　%13歳以上　;]|

<8月31日まで　=成長産業創
出課（☎34－8118、}22－6013）  
https://s-kantan.jp/ube-u/
¶1011072
※VR＝バーチャルリアリティの略
称、現実仮想空間

ごみ減量につながるアイデアを募
集▷賞金：最優秀賞（１点）：20,000
円、優秀賞（２点）：10,000円、入賞
（４点）：3,000円
%市内在住か在勤・在学の人、市
内の法人・団体　;{持参・郵送
<7月1日～9月30日17時［必着］　
=廃棄物対策課 〒755－0001　
大字沖宇部字沖ノ山5272－6
（☎34－8247、}33－7294）
haikibutsu@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）
¶1016032

講話「離乳食の進め方について」
動画「離乳食の作り方」
!7月13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・要予約）　;{

<6月29日から　£（11面）と質問
内容、児の名前・生年月日・月齢
=こども支援課　（☎31－1732、

}21－6020）
ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）　¶1003551

挿し木・接ぎ木による植物の増や
し方を学びます。
!7月16日㈯9時半～11時半
#福祉会館　*30人（先着順）
;]^　=公園緑地課（☎34－
8485、}22－6050）

第29回UBEビエンナーレに出品さ
れる野外彫刻を、作家さんと一緒
に制作してみませんか。
①「掘ることは生きること、生きる
ことは掘ること」中村厚子さんと
一緒に流木の運搬、固定作業、塗
装作業
②「変身」松本勇馬さんと一緒に
藁の固定作業
!①7月20日㈬～8月26日㈮各9時
～16時②8月7日㈰～14日㈰各9時
～16時　#ＵＢＥビエンナーレ 彫
刻の丘　*①各1～2人程度②各
5人程度　;]^{氏名、電話
番号、参加可能日時　<7月4日
から作業完了まで
=文化振興課
（☎34－8562、}22－6083）
museum@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

女性の活躍を応援する団体やグ
ループの企画案を、公募型プロポ
ーザル方式により募集
<7月22日17時必着　%市内を
拠点とし活動する非営利団体･グ
ループ　$委託料：20万円（上限
額）　*1団体程度　;{

=人権・男女共同参画推進課
（☎34－8308、}22－6010）
jinken@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）
¶1012799

夏野菜の収穫・管理
!7月24日㈰9時半～11時半
#船木森部農園　*15人（申込

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、お持ちの人は農具
&1,000円　=有機ネット山口西
部（¢090－5690－5758）［天野］
（10時～17時）　¶1003949

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。　
!7月24日㈰10時～13時（受付10
時～12時半）　#文化会館　
%学童保育クラブの補助員以外
は、保育士、幼稚園教諭などの資格
が必要。※リモート参加可（メールで
要予約）。　;{　?保育幼稚園
課（☎34－8334、}22－6051）
kodo-fuku@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）　¶1003583

!7月24日㈰10時～15時半
#アクトビレッジおの　%中学生
以上　&1チーム7,000円　*24
チーム　;]^{　<7月1日～
10日　=アクトビレッジおの（☎64
－5111、}64－2800）
actvillageono@feelkankyo.com
¶1016183

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、
前立腺がん（8月20日㈯のみ）、特
定健康診査　※要事前予約
!①7月30日㈯※女性限定、託児
あり②8月20日㈯、各9時～11時45
分　&*各健診により異なる（有
料、先着順）　+受診券、検査費
用　;]^|　<①6月30日か
ら②7月20日から　#=保健セン
ター（☎31－1777、}35－6533）
https://s-kantan.jp/ube-u/
¶1004988

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31日㈰9時～17時半　※台風
などの場合は8月11日（木・祝）延期
予定　#県総合保健会館集合・
解散（現地集合可）　%県内在住
の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　*20家族程度
;[^{住所、電話番号、参加
者全員の氏名（ふりがな）、年齢（7
月31日時点）、こどもの学年
<7月12日まで［必着］
=山口県母子・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

!8月6日㈯9時半～11時半
#福祉会館　&500円　*20人
（先着順）　;]^　<7月29日
まで　=公園緑地課（☎34－
8485、}22－6050）　¶1016211

!8月7日㈰10時～12時
#船木ふれあいセンター
$農薬と化学肥料を使っていな
いかぼちゃでお菓子作り
&800円　*10人（申込先着順）
=有機ネット山口西部
（¢080-5232-2660）［森国］（13時
～18時）
¶1016207

「じいちゃんを追いかけて遙かなる
地へ」「ラバウルが呼んでいる（映
画上映）」「パプアニューギニア旅
行記裏話」についての手話講演
!8月7日（日）13時半～15時半
#福祉会館　%手話をコミュニ
ケーション手段とする市内の聴覚
障害者　&500円（資料代）　
*50人　;^　<7月15日まで
=宇部市聴覚障害者福祉協会事
務局（¢050－3155－4463）

●「宇部市美術展覧会」募集作
品▷平面（絵画・写真・書道・俳画
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2日必着　●「宇部
市文芸大会」募集作品▷俳句、短
歌、詩　<9月30日［消印有効］　
=文化創造財団（☎35－3355、
}31－7306）

産業施設や遺構などを巡り、産業
の発展と深く結びついた地域の
歴史や企業の取組などを楽しみ
ながら学ぶツアー。　!9月～12月
#宇部市・美祢市・山陽小野田市
%大人（子どもの参加は問い合わせ）
&有料（コースにより異なる）　
*10人か20人（コースにより異なる）
;]ウェブサイト　<8月2日10時
から　=交通局（☎31－2442、
}22－1772）、㈱船鉄観光旅行社
（☎83－3275）　?宇部観光コン
ベンション協会（☎34－2050）
https://www.csr-tourism.jp/

地域の身近な支援者として、子育
て世代を一緒に支えるパートナー
の育成講座。受講後「うべ子育て
パートナー」に認定。　!10月31
日㈪10時～14時20分　#福祉会
館　%保健師・助産師・看護師・准
看護師・保育士・社会福祉士・幼稚
園教諭の有資格者か、県主催「山口
県子育て支援員研修」と「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の人
*100人（申込先着順）　<７月１
日から　;郵送^{　=こども
支援課　〒755－0033　琴芝町
二丁目4－25（☎31－1732、}21－
6020）ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

●自衛官候補生　%18歳以上33
歳未満　<随時　
●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8日まで　
!試験日：1次9月19日（月・祝）
?自衛隊宇部地域事務所（☎31
－4355）

8月から有効となる新しい被保険
者証を７月中旬に発送予定。
●国民健康保険▷70歳から74歳
までは高齢受給者証と一体▷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）　
¶1001848
●後期高齢者医療制度…すべて
の被保険者を対象に今年度は保
険証の更新が２回あります。（新たな
負担割合が導入されるため）
※8月1日に交付する保険証の有
効期限は9月30日までです。
※10月1日交付の保険証は、9月
下旬に郵送します。　?保険年金
課（☎34－8343）　¶1001877

●令和４・５年度保険料率《山口
県後期高齢者医療広域連合で決
定（県内統一）》▷均等割額…
53,417円（53,847円）▷所得割率
…10.34％（10.48％）　
※（ ）内は令和２・３年度のもの　
●今年度からの保険料の上限額
▷66万円（64万円）　
※（ ）内は令和２・３年度のもの
今年度の保険料納入通知書は7
月中旬に発送します。金額や納付

方法を確認してください。
?保険年金課（☎34－8343、}22
－6019）　¶1001879

市職員が申請手続きをお手伝い
します。※要予約
原市民センター 7月5日㈫、二俣瀬
ふれあいセンター7月12日㈫、東
岐波ふれあいセンター7月14日
㈭、厚東市民センター 7月19日㈫、
西岐波ふれあいセンター 7月21日
㈭、厚南市民センター 7月22日㈮、
船木ふれあいセンター7月26日
㈫、小野ふれあいセンター7月28
日㈭ !各9時40分～15時　*各13
人　+本人確認書類、お持ちの
方は通知カード・住民基本台帳カ
ード、自署困難な方は印鑑
<開設日の２日前まで（土、日、祝
日を除く）　;]^　?市民課
（☎34－8264、}22－6017）　
¶1001630

多文化共生社会について学習す
る市民向け講座　!8月6日㈯13
時半～15時半　#福祉会館　
*70人　<8月3日17時まで　
;]^{　=観光交流課（☎34
－8136、}22－6083）
kokusai@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）　¶1016266

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・体
験入学を通し、最も望ましい就学
ができるよう支援します。
!8月23日㈫、24日㈬8時半～16時
（相談時間は1人45分程度）

#文化会館　%小学校就学を控
えた子の保護者　*50人程度　
;]^{　<7月29日まで
=教育支援課（☎34－8625、}22
－6066）
g-anshin@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）　¶1003818

「育児を手伝ってほしい人（依頼
会員）」と「育児をお手伝いしたい
人（提供会員）」に登録いただき、
手伝ってほしいときに有償ボラン
ティアとして紹介します。
%▷依頼会員：小学6年生までの
子どもがいる家庭▷提供会員：自
宅で子どもを預かることができる
人※両方登録もできます　&①
平日7時から19時まで1時間600円
②①以外1時間700円　;印鑑・
会員証用写真を持参（申込時に撮
影できます）　=宇部ファミリー・サ
ポート・センター　〒755－0086 大
字中宇部西岩田1570－1（YICキ
ッズ横）（¢080－9130－4272）　
¶1003673

介護職として新たに就職する人に
就職支度金を助成。助成金額：常
勤介護職員10万円、非常勤介護
職員5万円。　%①新卒就職者②
転職就職者（介護職以外の職を
離職した人）③復職就職者（介護
職から離職後１年以上経過した
人）※①は常勤②③は常勤か非
常勤の介護職員として、市内の事
業所に２年以上継続勤務する人
;申請書などを持参か郵送で提
出。要綱などは市役所に設置のほ
か市ウェブサイトに掲載　<来年
3月31日まで　=高齢者総合支援
課　〒755－8601　常盤町一丁目
7－1（☎34－8396、}22－6026）　
¶1009195 
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募　　集

親子ふれあいのつどい

産業観光バスツアー

うべ子育てパートナー養成講座

第8回V9チャンプリーグ
ファイナルリーグ山口大会

ごみ減量アイデア

Web版離乳食教室（後期コース）

挿し木・接ぎ木教室

第27回
小野湖交流ボート大会

オーガニッククッキング

多肉植物の寄せ植えと
コケ玉づくり教室

聴覚に障害がある人の
ための日曜教室

「芸術祭」に出品する作品 陸海空自衛官

｢女性活躍推進サポート
事業」実施団体

催　　し
お出かけの際は、感染対策をしっかりしましょう。

総合集団健診

お知らせ
国民健康保険･後期高齢者
医療 被保険者証の更新

マイナンバーカードの
出張申請支援窓口を開設

ご利用ください
ファミリー・サポート・センター

就学相談会

介護職等就職支援助成制度

後期高齢者医療保険料率等が改定

野外彫刻の制作ボランティア

保育士などの合同就職
説明会と面接会

多文化共生講座　～外国人
市民と共生するまちへ～

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）

※時間は変更になる場合があります

（80.4MHz）

寄付金報告 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。 
■問い合わせ　3階  財政課　☎34－8174

記号の
見　方

前村電気工事 株式会社（宇部市神原町）
…………………………………5,500,000円
株式会社 鶴谷秀電社（宇部市東琴芝）
…………………………………1,100,000円
琴芝４４区自治会（宇部市西琴芝）
…………………………………… 50,000円

市民の掲示板 詳細は=に
問い合わせてください

小野湖 ボート教室
!7月31日㈰、8月7日㈰、9月4日㈰　各10時～12
時、11時～13時　#アクトビレッジおの　%小学生
以上※身長120㎝以上、保護者同伴　&1人500
円　*各12人（申込先着順）　<各開催日前の
水曜日まで　=山口県小野湖ボートクラブ（¢090
－3905－6245［倉田］）

5G配信のVR体験

有機栽培講習会



●歯科　日時 7月18日（月・祝）9時～12時　場所 宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099
●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。

※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。

▷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）

宇部市　救急医療情報 検索

日
曜
・
祝
日
当
番
医

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

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3日㈰ 10日㈰ 17日㈰ 18日（月・祝） 24日㈰ 31日㈰

金子小児科
上町

☎22－0006

きばた小児科
東岐波

☎58－6333

竹川小児科医院
厚南中央
☎41－3100

金子小児科
上町

☎22－0006

かわかみ整形外科・
小児科クリニック

野原
☎37－3700

いのくまこどもクリニック
西岐波

☎51－0880

市役所窓口の
時間延長

【毎週木曜日19時まで実施中 ※祝日除く】住民票、印鑑証明書、戸籍謄・抄本 発行／住所異動 手続き／所得証明書 発行／児童手当、児童扶養手当、
福祉医療費助成、養育医療／保育園入園、保育料 手続き／国民健康保険 手続き／保険料納付・相談／市税納付・相談

「まちなか保健室」巡回介護・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（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）
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（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）
献血・400mL限定（西宇部ふれあいセンター　9時半～11時半）
「まちなか保健室」介護・健康相談・スクエアステップ
（多世代ふれあいセンター　11時～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・特設人権相談所（船木ふれあいセンター　9時半～11時半）

献血・400mL限定（中国電力ネットワーク㈱ 山口ネットワークセン
ター善和事務所　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）
「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）
「まちなか保健室」介護・健康相談（フジグラン宇部　13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）
献血・400mL限定
（ゆめタウン宇部　10時～12時、13時15分～16時）
行政相談（福祉会館　9時～12時）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（片倉温泉くぼた　13時～15時）
「まちなか保健室」巡回介護・健康相談（図書館　13時半～15時）
「まちなか保健室」介護・健康相談（多世代ふれあいセンター　11時～15時）

20日㈬

22日㈮
23日㈯

24日㈰

27日㈬

8月3日㈬
5日㈮

7月1日㈮

2日㈯
3日㈰
6日㈬

8日㈮
9日㈯
10日㈰
11日㈪
15日㈮

16日㈯
19日㈫

情
報
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レ
ン
ダ
ー
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月
１
日
〜

　
8
月
５
日

定
例
無
料
相
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■弁護士相談　!7月6日㈬13時半～15時半　予約受付開始6月16日㈭8時半
～　!7月20日㈬13時半～15時半　予約受付開始7月7日㈭8時半～　!8月
3日㈬13時半～15時半　予約受付開始7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）
■養育費弁護士相談　!月～金曜日　8時半～17時15分※要事前予約
　<7月12日まで　?こども政策課（☎34-8331）
■司法書士相談（6月から要予約）　!7月13日㈬9時～11時　予約受付開始6
月23日㈭8時半～　!7月27日㈬9時～11時　予約受付開始7月14日㈭8時半
～　!8月10日㈬9時～11時　予約受付開始7月28日㈭8時半～　#市役所
*各10人※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9日㈯9時半～11時半　#福祉会館　
*8組※要予約　=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19日㈫　#市役所
　*4組　<7月12日まで　=県よろず支援拠点（☎083－902－5959）
■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
■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13日㈬・28日㈭各10時～16時、7月10日㈰・23日㈯各13時～16時※要予
約　#=ふらっとコミュニティひだまり（☎21－1552）

■若者のための相談ダイヤル（不登校、進路、人間関係など）　
　!月、水、金曜日　10時～17時45分　#?若者ふりースペース（新天町二丁
目3－3　ボスティビルド3階）（☎39－5690）

■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

受診の付添いは、最低限の
車・人数で、お願いします。
マスク着用のうえ、ご来院
ください。

¶1004887

プラネタリウム投影会　!7月3日㈰､10日㈰､17日㈰､24日㈰､25日㈪､26日㈫､
28日㈭､29日㈮､31日㈰　各14時～15時15分　#青少年会館　&19歳以上55円

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。

ワクチンの副反応や有効性・安全性に関する相談【24時間薬剤師が対応】ワクチン接種専門相談センター　☎083－902－2277　}083－902－2212

モデルナ（予定）※12～17歳の3回目と、10代20代の男性はファイザーを接種します。
かかりつけ医かお近くの医療機関へご予約ください。
ワクチン

個
別
接
種

４
回
目
の
接
種
券

  

市ウェブ
サイト☎0570－003－063　}082－542－1337

※FAXは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のみ

新型コロナワクチン予約・相談センター
（月～土曜8時30分～17時15分  ※日曜・祝日除く）

日時

予約開始 7月23日㈯8時30分から

追加接種の接種券が届いている18歳以上の人 ワクチン モデルナ（予定）

場所

日時

予約開始

場所

予約
方法

福祉会館◎ ◎

電話 ウェブ
対象

7月31日㈰ 
 午前  9時～　午後  14時～  午前  9時～　午後  14時～

7月30日㈯8時30分から

小野ふれあいセンター
8月7日㈰ 

¶1004906新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

集
団
接
種

■問い合わせ　新型コロナウイルス感染症医療対策室　☎39－9908　}35－6533 ※6月15日現在の情報です。

　接種希望の人は、夏休みを利用した接種をおすすめします。
18～59歳の人で、基礎疾患などによ
り4回目の接種を希望される場合は、
接種券の発行申請が必要です。

３回目・４回目接種対象

60歳以上 3回目接種から5カ月経過す
る頃に、順次接種券を郵送します。

■申請方法
　 新型コロナワクチン予約・相談センター
　 （月～土曜  8時30分～17時15分）
　 ☎0570ー003ー063 }082ー542ー1337
　　　厚生労働省
　　　コロナワクチンナビ▶　

電
話

ウ
ェ
ブ

7月号12


