
今月号に掲載の内容は8月17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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特集 | 台風の備えを確認 !

02/03 救急の日　 04 認知症になっても安心して暮らせるまちへ　 09 マイナンバーカード

「介護保険料」・「後期高齢者医療保険料」納付については11面へ

COMMUNICATION NEWS LETTER

誰かが創る宇部じゃなく、みんなで創る宇部に。

.SEP

宇部市消防団小野分団のみなさんの８月の訓練の様子。
各地域の消防団では、災害などに備えて日頃から訓練を実施し、地域を守っています。



9月5日（月）～30日（金）［必着］受付期間

購入対象者

申込み

●避難指示などの防災情報を緊急放送する際、自動的に
電源が入り、最大音量で防災情報が流れます。
●通常はAC電源、停電時は乾電池から給電できます。

宇部市“防災ラジオ”の購入申込受付開始！

①防災危機管理課へ氏名・住所・電話番号・「防災ラジオ購入希望」を記入し、持参・
郵送・FAX・メールで。※メールで申し込みの場合は、件名を「防災ラジオ購入希望」としてください。
②10月中旬以降、市から引換通知書を郵送
【3階】防災危機管理課　〒755－8601 常盤町一丁目7－1
}29－4266 {bousaika@city.ube.yamaguchi.jp(要到達確認)

○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） 
※購入希望者多数の場合は抽選

※ラジオを使う場所でエフエムきららの
放送が受信できる必要があります。
※電話でのお申し込みはできません。
※組織単位など、まとめてのお申し込み
はできません。

ラジオ（エフエムきららを含む６局）として使える！台風の備えを
確認!

03台風の備えを確認 !　９月９日は「救急の日」02 台風の備えを確認 !　９月９日は「救急の日」

台風や大雨の危険が近づいているというニュースや気象情報を見聞
きしたら、危険な場所には近づかないようにしましょう。

問合せ 【3階】防災危機管理課　☎34－8139 }29－4266

これから10月にかけて、台風が日本列島に接近・上陸し
やすい時期を迎えます。本市でも、平成11年9月24日に
直撃した台風18号の高潮により、市内各地で大きな被害
が発生しました。
雨や風が強くなってから慌てては、思わぬ事故やけがに
つながります。台風に対する備えを確認して、いま一度避
難について考えてみましょう。

台風の時はどのように行動したら良い?

高潮 浸水 川の
氾濫 土砂災害 暴風

撤去費用の2/3
（上限10万円）補助額

対象

11月30日（水）まで
※予算の上限に達した場合は、受付終了

受付期間

【4階】建築指導課　
☎34－8434 }22－6013

問合せ

ウェブ番号
1009207

災害に強い安全なまちづくりを推進す
るため、倒壊の危険性の高いブロック
塀などの撤去を行う工事に対して費用
の一部を補助します。

ブロック塀など
撤去補助

市内全域の道路など（国・
県・市道など）に面する高
さが0.8mを超える危険性
の高いブロック塀などを撤
去するもの

●雨が降り出し
たら土砂災
害警戒情報
などにも注
意しましょう

●危険を感じたり、
市からの警戒レ
ベル4の避難指
示などがあった
場合は、あわて
ず速やかに避難
しましょう

「警戒レベル4」で危険な場所から全員避難！

避難情報発令前に危険を感じたら、地域福祉課へ連絡の上、自主避難
もできます。原則、お住まいの地区のふれあいセンターなどを開設しま
すので、食事や必要な物品は、各自で持参してください。
地域福祉課　☎34－8325（通じない時は☎31－4111）

災害への備えを
もう一度確認してください
●非常用持ち出し品の点検をしましょう

※避難の際の持ち物は最小限にして背負うなど、
　両手が自由に使えるようにしておきましょう。

□ 懐中電灯 □ 非常用食品 □ 飲料水

□ 救急薬品 □ 持病の薬 □ 消毒液

□ 除菌シート □ 携帯ラジオ など

●雨や風が強くなる前に、飛ばされそう
なものは室内へしまうか固定するなど
の対策をしましょう
●日頃からハザードマップで危険箇所や
避難場所までの道順を確認しておきま
しょう

Check

１台
2,000円

停電・電線の異常、断線は中国電力ネットワークへ 中国電力ネットワーク 検索

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

停電情報は、中国電力ネッ
トワークのア
プリからも確
認できます。

災害時、1人での避難が難しい人は、逃げ遅れないための
「個別避難計画」を作成します。お気軽にお問い合わせを。
問合せ 地域福祉課　☎34－8325 }22－6026

感染対策も忘れずに!

緊急安全確保
（市が発令）

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〉

全員避難危険な場所から

危険な場所から

その支援者は避難
〈災害発生のおそれがあります〉

高齢者 障害者

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 避難情報等 住民が取るべき行動

5

避難指示
（市が発令）

〈災害発生のおそれが高まっています〉
4

高齢者等避難
（市が発令）3

大雨・洪水注意報
（気象庁が発表）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
（気象庁が発表）

警戒レベル４までに、危険な場所から必ず避難

9月25日（日）
11：00～15：00

30組程度（1組15分程度、10：30から整理券を配布予定）定員
地域医療対策室　☎39－7137  }35－6533問合せ

宇部・山陽小野田消防局  警防課　☎21－6113  }31－0119問合せ

地域医療対策室　
☎39－7137  
}35－6533

問合せ

１０月１日から

宇部市・山陽小野田市の
小児初期救急医療
広域化を開始

休日・夜間の
救急医療機関への受診は

ウェブ番号
1004885

小児科医師の高齢化や開業医の減少に伴い、
休日・夜間救急診療所に出務する医師を確保
しづらくなっています。そのため医師の確保
と小児科の一次救急医療体制維持を目指し、
10月1日から山陽小野田市急患診療所の小
児科を休止し、宇部市休日・夜間救急診療所
に移行・集約します。

子育て世代にとっては、育児をするうえで子どもの急病についても心配が絶えません。
子どもの突然の体調不良の際、あわてず落ち着いた対応ができるよう、山口大学医
学部小児科医師2人が相談に応じ、アドバイスします。お気軽にご参加ください。

突然の体調不良・ケガで緊急を
要するときに、その命を守るた
め適切な判断や応急処置を行う
ためのものです。適正受診への
ご協力をお願いします。

◀子育てサークルでの開催の様子

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！

フジグラン宇部場所

日時

10月以降も子育て
サークルなどで開催予定！
※相談会の開催を希望する団体は、
　お問い合わせください。

９月９日は
「救急の日」

「がまんせずに、早めの相談・早めの受診」

急な病気やけがの相談は
「救急医療電話相談」
に、まず電話を！

具合が悪い場合はかかりつけ医に早めに相談し、できるだけ通常診療時間内に受診しましょう。

看護師などが症状の緊急性を判断し
応急手当の方法などをアドバイスします。

小児救急医療に関する相談会

おとな
概ね15歳以上

＃７１１９
または ☎083－921－7119
（毎日24時間）

こども
概ね15歳未満

＃８０００
または ☎083－921－2755
（毎日19：00～翌朝8：00）



認知症関連
パネル展

場所
期間

市役所　9月5日（月）～15日（木）
図書館　9月17日（土）～29日（木）

メールや郵送でお届け!
ご自宅でもゆっくり
測定いただけます。

詳しくはお問い合わせを

令和7年には高齢者の約5人に1人が、その10
年後には約4人に1人が認知症高齢者になると
見込まれています。
認知症になっても住みなれた地域で、その人らしく
暮らすことができ、介護者も安心して社会生活を
送れるよう、さまざまな取り組みを進めています。

認知症になっても安心して暮らせる
まちづくりを推進しています

【1階】高齢者総合支援課
☎34－8303  }22－6026問合せ

脳の健康度 測定会

図書館場所

日時 9月17日（土）・18日（日）
各10：30～15：00

「記憶する」「考える」「判断する」など
脳の健康度をチェックできます。

あなたの脳年齢は何歳くらい?

「認知症」 認知症とは脳の働きが悪くなり、記憶力・判断力が低下し、日
常生活に支障をきたす状態です。早めの受診で治療可能なも
のや進行を緩やかにできるものがあります。
同じ物を何度も買ったり料理や片付けができなくなってき
た、季節感のない服装など身だしなみに構わなくなった、怒
りっぽくなったなど、気になる症状が表れたら、一度かかりつ
け医や専門医に相談してみましょう。

9月は
山口県認知症
予防月間

早めに受診の
ススメ

高齢者総合相談センター
（地域包括支援センター）

安心の相談窓口安心の相談窓口

一人で悩まず、
お気軽にご相談を。

東岐波・川上
西岐波・常盤
西宇部・厚南
黒石・原
上宇部・小羽山
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

担当地区 電話 FAX
39－6971
39－6151
45－3969
43－9307
43－9551
39－6131
62－5858
67－0506
38－8551
38－3220

39－6972
39－6502
45－1224
43－9308
35－9206
39－8134
62－5959
67－1413
38－8552
38－3221

介護・認知症・近隣に暮らす高齢者に関す
る相談など、どこに相談してよいか分から
ない心配ごとや悩みをご相談ください。

ウェブ番号
10054151

認知症の人やその家族、地域住民など、
だれもが気軽に集い、仲間づくりや情報
交換ができる地域の居場所です。

認知症カフェ
介護の相談もできる2

石炭記念館ライトアップ

ときわ公園石炭記念館場所

日時 9月1日（木）～30日（金）
各19：00～22：00

認知症支援のシンボルカラー オレンジ色

初期費用（上限）2万円
助成金

GPS（位置情報サービス）費用を一部助成
認知症により家に戻れなくなる可能性のある高齢者に対して、“もしも”の
時に居場所が分かるGPS機器の購入など、一部費用を助成しています。

※助成金の受け取りには、GPS機器の購入前に事前の申請が必要です。
　また、見守り愛ネット（認知症高齢者が行方不明の際、市から地域住民に
メールで情報提供するもの）への登録（無料）が必要です。

“もしも”のときの安全確保のサポート ウェブ番号
10054103

対象 市に住民票があり、介護認定を受けている・その見込みがある人

認知症サポーター養成講座 受講者募集
認知症についての正しい知識・適切な対応
方法などを学べます。

日時 9月21日（水）10：00～12：00
場所 市役所 定員 50人程度

高齢者総合支援課へ9月14日（水）までに電話・電子申請で
☎34ー8303　https://s-kantan.jp/ube-u/申込み

個人向け講座無料

チームオレンジにも参加できる！
認知症の人や家族を温かく見守り応援する「応援者」

4 ウェブ番号 1005389

ウェブ番号
1005392

ご相談はお住まいの地区へ！

市内15カ所

所要時間 約15分

ウェブ番号 1005388

チームオレンジは、認知症になっても「イキイキ」と自分らしく暮らせるまち
をつくるためにどんなことが必要か、共に考え実行していきます。認知症の
人やその家族への見守りや支援をチームとして取り組みます。認知症本人
やその家族、そして関係機関職員、地域の人で構成し活動していきます。

チームオレンジ参加者募集
講座を受けて認知症に関するボランティアになりませんか ウェブ番号

1016968

04 山口県認知症予防月間

「こうすれば宇部市がもっと良
くなる」と思うことを、高校生
の目線で議論しながら制作。 
9月12日（月）に発行予定で、
24日（土）・25日（日）に、市内
の商業施設で配布します。
意見の一部を提言書にまと
め、市に提出される予定です。

環境先進都市である宇部市の新庁舎は、環境共
生庁舎としてさまざまな設備を設置しています。
ピーク電力を2割削減や省エネなど、環境性に
優れ、電力使用料の削減にもつながっています。

[水道局]職員の募集
令和5年4月に採用する正規職員

（主催）宇部青年会議所　☎33－2838［事務局］問合せ

期日 10月16日（日） 申込期間 9月1日（木）～20日（火）
水道局
〒755－0022　神原町一丁目8－3
☎21－2269 }21－2172

ウェブ番号
1016942

応募方法など
詳しくはこちら

申込み 連携共創推進課　☎34－8891 }22－6083

参加資格 宇部市に関わる15～24歳の
個人かグループ
9月30日（金）17：00必着提出締切

（主催）宇部市大構想募集実行委員会　
☎090－7594－9996[上野]問合せ

▲市内3校（慶進高校、宇部工業高校、宇部フ
ロンティア大学付属香川高校）が参加。

●区分：上級（大学卒業程度）
●職種：土木、電気（各1人程度）内容

申込み
財産管理課　☎34－8178  }22－6057問合せ

UBE未来新聞 制作中！！
高校生が宇部の未来について考える

届け！！私達の想い

宇部市への提案、私の希望、夢、主張など
アイデアを募集

プレゼンテーション・
コンテスト参加者大募集！

これから100年 宇部市大構想

新庁舎の環境への取り組みが
評価されました
「ヒートポンプ・蓄熱普及貢献賞」授与

賞金10万円 その他各賞あり

ウェブ番号
1016324

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。 

国道190号（常盤通り）のウォーカブル化と中心市街地の活性化をテーマ
に、市内の高校生と篠﨑市長が意見を交わしました。
イベントの開催や自習スペースの充実、空き店舗の活用などについて、
高校生ならではの提案が出されました。

市内の小学校で使
われていたグランド
ピアノです。どなた
でもご自由に演奏で
きますので、ぜひご
利用ください！

市政懇談会を開催
7月22日（金）

にぎわい創出検討部会
公募により選ばれた市民・関係団体と山口大学
工学部の学生が、8月までに10回の検討部会を
開催しています。

【4階】中心市街地活性化推進課　☎34－8896 }22－6049

ボスティビルド2階に
まちかどピアノ設置しました！

高校生の意見を聴く

居心地がよく歩きたくなる
「ウォーカブル」なまちへ！

新たに生まれ変わる国道190号（常盤通り）

問合せ

詳しい検討内容はニュースレターでチェック！

05ウォーカブルなまちへ　職員募集

若者の
声を聴く！

若者の
声を聴く！

若者の
声を聴く！



「山口県央連携都市圏域」のおすすめスポットを紹介します。

萩
　
市

防
府
市

山
陽
小
野
田
市

美
祢
市

山頭火と芭蕉・良寛 
～尊敬した先人たち～
　　　9月4日(日)～12月5日(月)
　　　各10：00～18：00
　　　　　　山頭火ふるさと館
　　　　　　☎0835ー28ー3107

山
口
市

山口ゆらめき回廊
　　　9月17日（土）・24日（土）
　　　各18：30～21：00
　　　香山公園（国宝瑠璃光寺五重塔）
　　　　大路ロビー
　　　　☎083ー920ー9220
　　　　香山公園前観光案内所
　　　　☎083ー934ー6630

日時

日時

問合せ
場所

問合せ
場所

ガラス作品づくり&ティータイム
　　　9月25日（日）、10月23日（日）、
　　　11月6日（日）各12：30～15：15
　　　きららガラス未来館
　　　　山陽小野田観光協会事務局
　　　　☎0836ー82ー1313

日時

問合せ
場所

萩市みんなのアート展2022
　　　9月1日（木）～29日（木）
　　　各10：00～18：00
　　　萩・明倫学舎
　　　　萩市 文化・生涯学習課
　　　　☎0838ー25ー3511

日時津
和
野
町

人々の暮らしの詰まった『旅の絵本』展
　　　9月9日(金)～12月7日(水)
　　　各9：00～17：00
　　　※休館日：木曜日（祝日は除く）
　　　　　　安野光雅美術館
　　　　　　☎0856ー72ー4155

日時

場所・問合せ 場所・問合せ

壁画プロジェクト
　　　10月2日（日）9：30～19：30
　　　ショッピングセンター サィサィみとう
　　　　秋吉台国際芸術村
　　　　☎0837ー63ー0020

場所
問合せ

日時

過去の講座の様子です。

9月24日（土）
14：30～15：00

9月3日（土）・10日（土）・
17日（土）
各14：30～15：00

☎ 67－1277 } 67－0691
学びの森くすのき学びの森くすのき

☎ 21－1966 
}  21－3801図書館

9月3日（土）、10月1日（土） 
各14：30～15：00

9月10日（土）14：30～15：15
9月17日（土）14：30～15：20

9月24日（土）14：30～15：00

幼児
小学生

幼児

幼児
小学校
低学年

幼児
小学生

9月21日（水）10：30～10：45
1～3歳
くらい

9月17日（土）
14：00～16：00
200円（オンラインは無料）
   9月1日（木）～13日（火）に
   電話・FAX・メールで

うべ環境コミュニティー　
☎・}39－8110 {ubekuru@gmail.com

日時

費用
申込み

講演「“弁当の日”の実践から
学んだこと」　

ウェブ番号
1003726

ウェブ番号
1004463 ウェブ番号

1009905

宇部市スポーツコミッション　☎39－7653

対象

場所

申込み

火曜日16：00～17：00（月２回）
※詳細は問合せください

SSSスポーツプラザ宇部
宇部市にお住まいで障害福祉サービス
の受給者証を持つ子ども

　　　  リトルバンビ　池本　
　　　  ☎090－7595－3322 }43－7347

対象

問合せ

問合せ

10月1日（土）
①13：30～14：20 ②14：30～15：20
アクトビレッジおの
ビジターセンター研修室
県内在住の親子
  9月23日（金・祝）までにウェブからメールで

環境政策課　☎34－8248 }22－6016

日時

対象

場所

申込み

ウェブ番号
1016794

来年4月に小学校に
入学する子ども（平
成28年4月2日～平
成29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

場所

日時

市内在住のひとり親家庭の親子
（幼児から中学生）
アクトビレッジおの
（現地集合・解散）
  9月1日（木）～30日（金）に
  電話・ウェブで

学校教育課　
☎34－8609 
}22－6066

ボランティアスタッフと
１対1でプールに入ります。

すくすくうべ 子育てひろば

日時 11月5日（土）10：30～15：30
初心者でも安心して楽しめる

ひとり親のパパ、ママを応援！

小学校入学前の
健康診断

ちびっ子集まれ！
イングリッシュ・スタート

おはなしのじかん

かみしばい

おはなしのじかん

おはなしのじかん

よみきかせのじかん

オニヤンマのアクセサリー
手作りしてみよう

UBEバンビスイミング

親子で楽しむ！ 
わくわくdayきゃんぷ

特別サロン第1回　
食育シリーズその2

無料

要登録対象

子育て家庭などに
食品・生活用品をお渡しします。

みんにゃのパントリー

フードパントリーに登録した
子育て家庭、妊娠中の家庭、
大学生など
かねこキッズクラブ　波多野
☎080－6303－4014

登録方法
▼

オニヤンマのアクセサリー作りを
通じて、気軽に自然とアートに触れ、生きもの
のつながりなどについて考えてみましょう。

06 子育てひろば

プラネタリウム投影会
社会教育課　☎37－2780 }22－6066

青少年会館
問合せ ●費用／19歳以上55円　●定員／各24人　●申込／不要

各14：00～15：159/4（日）・11（日）・18（日）・25（日） ウェブ番号
1004618

07イベントインフォメーション

ウェブ番号 1017064

日時 10月16日（日）9：00～16：00

申込方法・イベント詳細は

「空の日」記念フェスティバル第27回
山口宇部空港

山口宇部空港「空の日」実行委員会（事務局　山口県山口宇部空港事務所）　☎21－5841 }21－1034問合せ

このほかにも楽しい催しがあります!

航空機見学・撮影会 ※小学生以下保護者同伴 
【ANA】
【JAL】
【SFJ】

時間 11：45～12：40 定員 60人
時間 9：20～10：05 定員 60人
時間 14：30～15：20 定員 60人

山口宇部空港 検索

期間 ９月１６日（金）～１９日（月・祝）

宇部市美術展覧会
市民から募集した平面・立体
その他の美術作品を展示

文化会館場所

第54回 宇部市芸術祭

問合せ 文化創造財団　
☎35－3355  }31－7306

９月

開催日 10月2日（日）

邦楽演奏会
琴・三絃・尺八などの演奏

文化会館場所

10月

日時 11月13日（日）
14：00から
渡辺翁記念会館場所
全席指定
●一般 4,800円
●高校生以下 2,400円
●親子券 6,500円
※3歳以下の膝上鑑賞無料

費用

松竹特別巡業公演

日時 10月10日（月・祝）
10：00～15：30
恩田運動公園場所

無料
※一部有料

市スポーツコミッション
☎39－7653  
}39－6584

スポーツコミッション
フェスタ2022

うべキッチンカーコレクションも実施します。

問合せ

※一部要事前申込
文化創造財団　
☎35－3355  }31－7306申込み

歌舞伎俳優中村獅童が、
絵本「あらしのよるに」
の一人語りに加え、歌舞
伎を「Ｈｏｗ ｔｏ かぶき」
でレクチャーします。

展示・文芸・舞台部門など様々な文化
芸術をお楽しみいただけます。

誰もができるス
ポーツや健康づ
くりのプログラ
ムを多数体験で
きる！

チケット販売中 開催期間：９月～12月 健幸スポーツの祭典

ぶちのりパスポート

日時
9月25日（日）
10：00～17：00
（販売時間）
10：00～15：00

ときわ遊園地

遊園地の乗り物が
1,000円で乗り放題
※荒天の場合、10月２日（日）に順延

ときわ動物園では「園長とさんぽ」
「おはよう！動物ガイド」も開催！

詳しくはウェブサイトで！

ときわ公園課
☎54－0551 }51－7205
園内施設休業日…毎週火曜、
　　　　　　　　9月５日(月)

問合せ

園芸相談
日時 9月18日（日）

10：00～12：00、13：00～16：00
参加費 無料 申込方法 当日随時受付
ほかワークショップ、多年草講習会 など、
楽しいイベントもりだくさん！
問合せ ときわミュージアム　☎37－2888 }37－2889

ときわミュージアム

TOKIWAファンタジア2022
イルミネーション装飾の
サポートボランティアスタッフ募集

募集期間 9月1日（木）～10月31日（月）

参加期間 10月3日（月）～11月26日（土）
の間で参加可能な時間

問合せ
ときわ公園課
☎54－0551 }51－7205

募集

消防防災ヘリコプター
機体見学会 

※小学生以下保護者同伴

中学生のお天気入門教室
時間 ①10：00～11：00　②13：00～14：00
定員 各20人

要事前申込

空港消防体験入隊 ※保護者同伴
時間 10：30～11：30 定員 60人

時間
13：00～14：00
定員 50人

空の日教室・気象教室
航空機との交信を模擬体験してみよう！
時間 ①10：00～11：30　②14：00～15：30
定員 各15人 ※小学生は保護者1人のみ同伴可

航空機を
驚きの近さで
見学

気象予報士が
お天気の
基礎を解説！

※写真は過去のイベントの様子です。※写真は過去のイベントの様子です。

小学生限定

小学4年生～高校生限定

中学生限定



申請不要

ウェブ予約 市ウェブ
サイト

引き続き感染対策の徹底をお願いします
新型コロナワクチン接種 3回目接種 4回目接種 ※8月17日現在の情報です。

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

市民・事業者約8万件を対象に
基本料金部分（令和4年9月・10月検針分）を免除

●1，２については、申込手続きは必要ありません。
●市や水道局職員が電話や訪問をすることはありません。
●市や水道局の職員がATMの操作をお願いすることはありません。
●不審な電話やメールがあった場合は、警察や水道局、市
消費生活センター（☎34ー8157）にご相談ください。

新型コロナワクチン予約・相談センター
（月～土曜　8：30～17：15）
☎0570ー003ー063
}082ー542ー1337

電話申請

ウェブ申請 厚生労働省コロナワクチンナビ

4回目接種券

接種券の発行
申請が必要です

電話予約

※FAXは音声言語障害などにより、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　8：30～17：15）
☎0570ー003ー063 }082ー542ー1337

個別
接種

3回目接種
4回目接種

集団
接種

3回目接種
4回目接種

かかりつけ医かお近くの医療機関へご予約ください。

ワクチンの種類／モデルナ
※医療機関により、異なる。
※12歳～17歳の3回目接種はファイザー

1 予約する2

順次接種券を郵送します。（3回目接種から5カ月経過する頃）
60歳以上

令和４年度
一般会計補正予算（第４回）

●発熱・咳などの症状が出たら

水道料金の減免 約2億1,289万円

コロナ禍における
原油価格・物価高騰に対する
支援を行います　

「新型コロナに感染したかも」
と不安になったら…

新型コロナ感染症と
診断されたら…

約４億７,３６６万円

08 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

ワクチンの種類／モデルナ
場所 ときわ湖水ホール

日時 9月19日（月・祝）
9：00～13：00、14：00～18：00

対象
18歳以上で、4月19日までに2回目または
3回目の接種を受け、接種券が届いている人

重症

軽症

緊急度が高い場合は受診か救急車を！
・まずはかかりつけ医に相談
・なるべく医療機関の通常診療時間内に受診
・かかりつけ医がいない場合は、山口県新型コロナウイル
ス専用相談ダイヤルか宇部市受診相談センターへ相談を

●濃厚接触者と言われたら
症状がある

無症状

上記「発熱・咳などの症状が出たら」を参照
検査は必須ではありません。※希望者はこちらへ

▲

陽性者の発症日から5日間は自宅待機し、
6日目に自宅待機解除

●PCR・抗原検査を受けたいとき
症状がある 原則、医療機関へ受診してください。

その他の検査方法についてはこちら ▼

●山口県新型コロナウイルス専用相談ダイヤル
　☎♯7700または☎083ー902ー2510
　}083ー902ー2568
●宇部市受診相談センター（宇部市保健センター）
　☎31ー1777 }35ー6533（平日8：30～17：15）

受診や検査・感染予防に関する問合せ

重症化リスクの高い陽性者のみ、保健所から連絡をしていま
す。まずは、山口県ウェブサイトをご確認ください。
療養期間や療養期間中の過ごし方も、ご確認を。

山口県ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症と
診断された方へ【重要なお知らせ】」 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

9月10日（土）8：30から予約開始日

1
問合せ 水道局総務企画課　☎21ー2171 }21ー2172

保護者の負担を増やさず小・中学校や保育園の給食食材費の増額分を補填

市内の小・中学校や保育園の
給食食材費の高騰への対応 約1億789万円2
問合せ 学校給食課　☎34ー8561 }22ー6066

保育幼稚園課　☎34－8327 }22－6051

申請不要

申請不要

市内の中小企業者など（個人事業主を含む）を対象に
燃料購入費の一部を補助　※申請受付中（支給要件あり）

燃料購入費に対する補助 約1億5,288万円3
問合せ 商工振興課　☎34ー8360 }22ー6013

問合せ 財政課　☎34ー8173 }22ー6083
申請要

ウェブ番号
1016832

ウェブ番号
1016985

ウェブ番号
1016797

特殊詐欺に
注意！

!

24時間
対応

ワクチンの副反応や
有効性・安全性に
関する相談

ワクチン接種専門相談センター
☎083ー902ー2277
}083ー902ー2212

24時間
薬剤師が対応

新型コロナウイルス感染症医療対策室　☎39ー9908 }35ー6533問合せ

ウェブ番号
1004906

18歳～59歳で、基礎疾患などに
より4回目接種を希望する人

コロナ特設
サイト

▲

対象：宇部市民

ウェブ番号
1013460

ウェブ番号
1016805

マイナポイントがもらえる！
マイナンバーカードの
新規取得等で

5,000円分最
大

健康保険証としての
利用申込みで

7,500円分
公金受取口座の登録で

7,500円分
＋ ＋

マイナンバーカードの申請をお手伝いします！

マイナンバーカードを受け取ったけど、
マイナポイントの申し込み方がよく分からない…

市役所1階ロビーに申込支援コーナーを設置

マイナポイントの
申し込みをお手伝いします！

市役所1階や期間限定出張窓口でも受け付けていますので、この機会にぜひお申し込みください。

市民センター・ふれあいセンター 要予約

予約不要

申込み 市民課へ電話・FAXで
☎34－8264 }22－6017

▲
本人確認書類（運転免許証など）　

▲

印鑑（自署が困難な人のみ）▲
お持ちの人は、通知カード・住民基本台帳カード

各13人程度
下記参照

定員

開設日の２日前まで（土・日・祝日を除く）申込期間

日時
場所

9月13日（火） 東岐波ふれあいセンター
9月15日（木） 西岐波ふれあいセンター
9月20日（火） 原市民センター
9月22日（木） 厚南市民センター
各9：40～15：00

予約不要

問合せ

フジグラン宇部

市民課　
☎34－8264 }22－6017

下記参照持参品
問合せ 市民課　

☎34－8264 }22－6017

下記参照持参品

日時 8月22日（月）～9月25日（日）
各9：30～15：30

予約不要県総合交通センター

問合せ 市民課　
☎34－8264 }22－6017

下記参照持参品

日時 9月4日（日）
9：30～16：30

問合せ 市民課　☎34－8264 }22－6017

・マイナンバーカード　・４桁の暗証番号（ご自身で設定した数字）
・ポイントを付与するキャッシュレス決済のカードなど
（※公金口座の登録も希望する人は通帳も必要）
※申し込みには、決済サービスＩＤ・セキュリティコードが必要です。
※場合によっては、一部事前に登録が必要な決済サービスがあります。

持参品

期間 8月8日（月）～来年2月28日（火）
対象 市民で9月末までに

マイナンバーカードを申請した人

問合せ

予約不要ゆめタウン宇部

山口県行政書士会　
☎083－924－5059 
}083－924－5197

・本人確認書類（運転免許証など）
・QRコード付き交付申請書持参品

日時 9月4日（日）・11日（日）
【行政書士による申請支援】

各10：00～15：00

日時 9月17日（土）
10：00～15：00

問合せ 環境政策課　☎34－8251 }22－6016

動物の飼い方マナーアップ強化期間

動物は、責任をもって最後まで飼いましょう
飼う前も飼ってからも考えよう！

▼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

サンデン交通株式会社
の路線バス

問合せ 都市計画課　
☎34－8831 }22－6049

サンデンバス「下関～宇部中央線」のうち、
小野田公園通～宇部中央の路線が
10月１日（土）から、運行廃止になります。

10月から

宇部市での運行廃止に

最
大20,000円分の

やり方がよく分からない…お困りの人はぜひお越しください！

9月末までにマイナンバーカードを申請1

ご自宅にカードが届くか市役所  でカードを受け取る2

マイナポイントに申し込んでポイントゲット！3

マイナンバーカード
を

申請すると

9月末まで

持参品

持参品

今なら
お得 ！

10月31日（月）まで

（※1）
（※1）各市民センター・北部総合支所含む

（1～2カ月後）

09マイナポイント　サンデンバス廃止



暮らし・手続き

案内・お知らせ

宇部市交通局 検索

健康・福祉・スポーツ

文化

献血ご協力のお願い
▶フジグラン宇部
9月3日（土）
9：30～12：00、13：15～16：00
▶ゆめタウン宇部
9月4日（日）
10：00～12：00、13：15～16：00
9月11日（日）
10：00～12：00、13：15～16：00
9月25日（日）
10：00～12：00、13：15～16：00
▶船木ふれあいセンター
9月7日（水）9：30～12：00
▶瀬戸原団地
　ティーユーエレクトロニクス
9月21日（水）13：30～16：00
地域福祉課
☎34－8326 }22－6026
1005438

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
総合集団健診を受けましょう
事業所などで健診を受ける機会のない人
などが受診できる、各種がん検診・骨粗しょう
症検診・特定健康診査です。

①厚南市民センター…9月25日（日）
②保健センター ……10月8日（土）
  　各9：00～11：45
有料・申込み先着順、
健診により異なる
①9月15日（木）12:00まで
②9月8日（木）～10月3日（月）
12:00まで
健康増進課へ電話・FAX・電子申請で
☎31－1777 }35－6533
https://s-kantan.jp/ube-u/
1004988

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
乳がん・子宮がん検診は
休日・夜間も受診できます  要予約

乳がん
▶阿知須同仁病院 ☎65－5555
（休日）
10月16日（日）、11月13日（日）
各8：45～12：00
（平日夜間）
10月25日（火）18：00～20：00
▶阿知須共立病院 ☎65－2711
（休日）
10月16日（日）9：00～12：00
（平日夜間）
11月15日（火）17：30～19：30
▶針間産婦人科 ☎21－2373
（休日）
10月16日（日）14：00～17：30
▶宇部協立病院 ☎33－6111
（休日）
9月23日（金・祝）、10月10日（月・
祝）、11月20日（日）、12月18日（日）
各9：00～12：00
（平日夜間）
9月22日（木）、10月27日（木）、
11月24日（木）
各17：30～20：00

乳がん・子宮がん
▶おのだ放射線科クリニック
　☎22－0331
（休日）
9月4日（日）・19日（月・祝）、
10月2日（日）・30日（日）、
11月13日（日）・23日（水・祝）、
12月4日（日）　各9：00～12：00
（平日夜間）
9月2日（金）、10月14日（金）、
11月11日（金）、12月9日（金）
各18：00～20：00
1004988

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特定健康診査の受診
対象者へは4月に通知をお送りしています。
▶特定健康診査

40歳以上の宇部市国民健康保険加
入者
12月20日（火）まで
保険年金課
☎34－8338 }22－6019

▶脳ドックの受診（特定健康診査のオプション）
　申し込みは、特定健康診査の受診前にお願い
　します。

令和4年度に40歳～74歳になる宇
部市国民健康保険加入者
※令和2年度・3年度に脳ドックを受
診した人、令和4年度に「特定健康診
査」を受診した人は除く
自己負担10，000円
200人（先着順）
保険年金課へ来年1月13日（金）までに
電話・窓口で
☎34－8338 }22－6019
1001868

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あなたにぴったりの
個別運動プログラム
個人の体力や体組成に合わせた運動プログラ
ム「有酸素運動」と「筋力トレーニング」で、体力
年齢の若返りを！

10月～令和5年3月末
▶教室型(週1回、教室参加)　
保健センター、宇部西リハビリテー
ション病院トレーニングセンター
FIT、ココランド、ボスティビルド、
フィットネスクラブハバック、ユー
ピーアールスタジアム
▶個人参加型
カーブス(宇部駅前店・フジグラン宇
部・おのだサンパーク・イオン小野
田・サンパークあじす)
はつらつ健幸ポイント参加者(活動
量計必須)
40歳以上の市内在住か在勤で、医師
から運動制限をされていない人
月額2,000円、カーブスは4か月目
から月額6,270円
※別途、はつらつ健幸ポイント年会
費1,000円が必要
各教室の定員になり次第受付終了
健康増進課へ9月14日（水）までに、
希望コース・氏名・電話番号・住所・年
齢を、電話・FAXで
☎31－1777 }35－6533
1005085

健幸アンバサダー
養成講座 受講生募集
（株）タニタヘルスリンクの講師から、健康に関
する正しい知識、心に届く“健幸”情報の伝え方
を学ぶ講座

▶福祉会館、船木ふれあいセンター
10月2日（日）9：30～12：30
▶YICリハビリテーション大学校、
　西岐波ふれあいセンター
10月3日（月）9：30～12：30
※船木ふれあいセンター、西岐波ふれあい
センターはオンライン開催。
市民（在勤可、高校生以上）
※すでに養成講座を受講した人は受講不可
各日100人
健康増進課へ9月1日（木）～30日
（金）に、電話・FAXで
☎31－1777 }35－6533
1005003

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
老人スポーツ大会
室内ペタンク

10月20日（木）9：00～12：00
（集合8:30）
俵田翁記念体育館
60歳以上
老人クラブ連合会へ9月20日（火）ま
でに、電話で 
☎22－4380

「第30回彫刻清掃」参加者募集
ときわ公園正面入口からUBEビエンナーレ彫
刻の丘エリアの彫刻を清掃します。※雨天中止

9月23日（金・祝）9：30～11：00
ときわ公園UBEビエンナーレ
彫刻の丘
200人程度
うべ彫刻ファン倶楽部へ９月９日
（金）までに、住所・氏名・年齢（中学生
以下のみ）・電話番号・団体で参加の
場合は団体名を、電話・FAXで 
☎37－5877 }37－5887
文化振興課
☎34－8562 }22－6083
1016807

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
てくてくまち歩き（約４㎞）
彫刻についてのガイドを聞きながら中心市街地
を歩きませんか。

9月25日（日）9：50～12：00
JR宇部新川駅前広場 集合
30人
観光交流課へ9月２２日（木）までに、
電話で ☎34－8353 }22－6083

1003888

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
絵本の読み聞かせ講座 受講者募集
絵本の楽しさや読み聞かせの技術を学ぶ講座

10月1日（土）・8日（土）
各10：00～12：00（全2回）
図書館
30人（先着順）
図書館へ9月6日（火）～22日（木）に、
氏名・住所・電話番号を、電話・FAX・
メール・窓口で
☎21－1966 }21－3801
{ library@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

段ボールコンポスト初心者講習会
段ボールコンポストの使い方をわかりやすく説明
します。

10月3日（月）10：00～11：00
10月15日（土）10：00～11：00
10月26日（水）14：00～15：00
福祉会館
市内在住の人
各回20人
廃棄物対策課へ各開催日の1週間前
までに、参加希望日・氏名・住所・電話
番号を、電話・FAX・メールで
☎34－8247 }33－7294
{haikibutsu@city.ube.yamag
uchi.jp（要到達確認）
1016781

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
市営バス　彼岸の墓地臨時運行
白石公園墓地と開公園墓地へ、臨時バスを運行し
ます。運行時刻は、市交通局のウェブサイトか電話
でご確認を。

▶防衛医科大学校医学科学生
10月12日（水）まで
▶防衛医科大学校看護学科学生
10月5日（水）まで
自衛隊宇部地域事務所 ☎31－4355

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
空家等の特別措置法に
規定する事前公告
特定空家等について、空家等対策の推進に関
する特別措置法第14条第3項の規定に基づ
き、必要な措置をとることを法第14条第10項
に基づき公告します。

草江三丁目19－22
住宅政策課
☎34－8252 }22－6049
1016718

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
住宅用火災警報器設置状況調査
寝室に設置が義務付けられている住宅用火災
警報器の設置状況調査のため、一部の世帯を
訪問しますのでご協力をお願いします。

9月1日（木）～12月28日（水）
宇部・山陽小野田消防局予防課
☎21－7599 }21－6120
1001363

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
宇部市認証ジョブアシスタント
養成講座 受講者募集
企業の障害者雇用と、企業内での障害者理解
を促進するため、職場における障害者の支援
者を養成する講座

9月28日（水）13：20～16：30
10月5日（水）13：30～16：30
10月17日（月）13：30～17：00
市役所（10月17日（月）は企業見学）
市内企業の事業主か社員など
10人
光栄会障害者就業・生活支援セン
ターへ9月24日（土）までに、
氏名・企業名・電話番号を、
電話・FAX・はがきで
〒755－0029　新天町一丁目２－３２
☎39－5357 }39－5359
1005312

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9月23日（金・祝）
交通局交通事業課
☎31－1133 }22－1772

誰もがなりうる「ひきこもり」の
正しい知識
ひきこもりに関わる支援者の人材育成を市と
協働で行うため山口大学に設置された「SDS
支援システム開発講座」です。

11月5日（土）10：00～12：30
山口大学医学部附属病院
市内在住、または通勤・通学する人
100人（先着順）※当日は、オンライ
ンによる生配信も予定
9月5日（月）から、ウェブにて受付予定
※詳細は後日、山口大学や市ウェブ
サイトなどでお知らせ予定
SDS支援システム開発講座
{sdsshakai@yamaguchi-u.ac.jp
1016971

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
点訳奉仕員養成講座 受講生募集
視覚障害者への理解や点訳の基本知識を習得
できる講座

11月1日（火）~12月6日（火）の
毎週火曜日　各9：30～11：30
（全6回）
福祉会館
市内在住か通勤・通学する、全6回の
養成講座に参加できる人
20人
社会福祉協議会 コミュニケーション
支援室へ9月12日（月）～10月14日
（金）に、住所・氏名・電話番号を、
電話・FAX・はがきで
〒755－0033　琴芝町二丁目4－
20　☎35－7608 }35－9093
1016840

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
防衛大学校などの学生募集

高卒（見込含）21歳未満の人
▶防衛大学校学生（一般）
10月26日（水）まで

ウェブ番号1016908

…はつらつ健幸ポイント対象事業

「介護保険料」・「後期高齢者医療保険料」納付のお願い

8月中旬にいずれかの封筒で納付書をお送り
しています。
納付書が届いたら、納付をお願いいたします。

納付期限をすぎた納付書でも
お支払いができます。

高齢者総合支援課（介護保険料について）　
☎34ー8297 }22－6０26
保険年金課（後期高齢者医療保険料について）
☎34ー8343 }22－6０19

問合せ ご不明な点はご連絡ください。

5万円以上の寄付について報告します。
ご協力ありがとうございました。（7月分、敬称略）

問合せ
☎34－8173 }22－6083

【3階】財政課寄付金報告

●株式会社　清和防水  （宇部市大字西岐波）
……………………………………100,000円

介護保険料封筒

介護保険料・後期高齢者医療保険料封筒

場所

定員

対象

日時

申込み

ウェブ番号

ウェブ番号

対象

受付期間

受付期間

申込み

場所

問合せ

ウェブ番号

期間

問合せ

日時

場所
対象
定員

申込み

ウェブ番号

ウェブ番号

問合せ

日時

場所
対象

定員

期日

問合せ

日時

場所
定員

申込み

ウェブ番号

場所
対象
定員

申込み

日時

ウェブ番号

日時

定員

場所

問合せ

申込み

場所
日時

対象

日時

ウェブ番号

ウェブ番号

対象

費用

申込み

申込み

定員

定員

ウェブ番号

申込み

定員

日時
場所

場所
対象

申込み

ウェブ番号

ウェブ番号

期間

ウェブ番号

場所
日時

場所
日時

場所
日時

申込み

申込期間

費用・定員

対象

対象

受診期間

費用

申込み

問合せ

内容
場所

定員

場所
日時

問合せ

ウェブ番号

9月26日（月）13：30～15：10
妊娠16週以降の妊婦と家族
  9月5日（月）～22日（木）
  こども支援課　☎31－1732 }21－6020

ウェブ番号
1003273

日時
対象
申込み
問合せ

プレママ、プレパパのわくわく体験など
要予約マタニティ♡サロン
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12 当番医　無料相談

小児科

内科・外科

9月の日曜・祝日当番医 ※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。

9：00～17：00

9：00～12：00

宇部市休日・夜間救急診療所　※12：00～13：00は待合時間　☎31－1099

宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099
※12：00～13：00は待合時間、17：00～18：00は休診　※0：00～9：00、21：00～24：00は、救急病院で対応します。

19：00～22：00

9：00～21：00

診療科 日時

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。救急医療電話相談

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19：00～翌朝8：00）

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）

厚南中央

竹川
小児科医院

☎41－3100
今村北

鈴木
小児科医院

☎51－1100
東須恵

むらかみこども
クリニック

☎44－4976
東須恵

むらかみこども
クリニック

☎44－4976

歯科

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。

●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。

9：00～17：00

かわかみ整形外科・
小児科クリニック

☎37－3700
野原 中尾

よしもと
小児科医院

☎22－0555

ウェブ番号
1004887

2022年7月末日の住民基本台帳より

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

市役所窓口の時間延長（木曜夜間窓口）

●住民票、印鑑証明書、戸籍謄・抄本、所得証明書など発行
●住所異動　手続き　●保育園入園、保育料　手続き　　
●児童手当、児童扶養手当、福祉医療助成、養育医療　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【2階】　●市営住宅受付・相談【4階：アジアJV】

市ウェブサイト
はこちら

発行

総人口　160,989　世帯数　80,127人口・世帯数

No.1559

東岐波

きばた
小児科

☎58－6333

宇部市休日・夜間救急診療所
☎31－1099

【毎週木曜日19：00まで実施中 ※祝日除く】

9月4日（日） 11日（日） 18日（日） 19日（月・祝） 23日（金・祝） 25日（日） 10月2日（日）

日時 月～金曜日　各9：00～16：00
申込み 山口地方法務局宇部支局 ☎21ー7211登記相談 要予約

無料相談 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。

契約トラブルや
多重債務などの
消費生活相談

日時

①9月7日（水）13：30～15：30 [予約受付中]
②9月21日（水）13：30～15：30
　[予約受付開始　9月8日（木）8：30から]
③10月5日（水）13：30～15：30
　[予約受付開始　9月22日（木）8：30から]

場所 市役所 定員 各12人（先着順）※受付要件あり
申込み 市民活動課 ☎34ー8126 }22ー6016

日時

①9月14日（水）9：00～11：00 [予約受付中]
②9月28日（水）9：00～11：00
　[予約受付開始　9月15日（木）8：30から]
③10月12日（水）9：00～11：00
　[予約受付開始　9月29日（木）8：30から]

場所 市役所 定員 各10人（先着順）※受付要件あり
申込み 市民活動課 ☎34ー8126 }22ー6016

場所
日時

▽市役所　9月7日（水）9：00～12：00
▽吉部ふれあいセンター　9月20日（火）9：30～11：30
　（特設人権相談も開催）
▽福祉会館　9月28日（水）9：00～12：00

問合せ 市民活動課 ☎34ー8126 }22ー6016

月～金曜日　各8：30～17：15
場所
問合せ

宇部市消費生活センター
☎34ー8157 }22ー6016

月～金曜日　各8：30～17：15日時
申込み こども政策課 ☎34ー8331 }22ー6051

中小企業・
小規模事業者
向けの経営相談

男女間の暴力
（DVなど）の相談

若者のための相談
ダイヤル（不登校、
進路、人間関係など）

若者の働くことに
関する相談

定員 4組 申込期限 9月13日（火）まで
日時

日時

9月20日（火）9：30～16：30
場所 市役所

問合せ 山口県よろず支援拠点
☎083ー902ー5959 }083ー902ー5244

日時 9月15日（木）13：00～15：00

日時 月・火・木・金曜日　各9：00～17：00
水曜日　12：00～20：00（第3水曜日は9：00～17：00）

場所
申込み

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ー6777

対象 発達障害などの人と家族、発達障害児・者などの支援者

日時 9月4日（日）・24日（土）各13：00～16：00
9月6日（火）・22日（木）各10：00～16：00

場所
申込み

ふらっとコミュニティひだまり
☎・}21ー1552 {f-hidamari@juno.ocn.ne.jp

日時 月・水・金曜日　各10：00～17：45
場所
問合せ

若者ふりースペース（新天町二丁目3ー3 ボスティビルド3階）
☎39ー5690

場所 市役所

日時 9月10日（土）9：30～11：30
場所 福祉会館 定員 8人（先着順）
申込み 市民活動課 ☎34ー8126 }22ー6016

申込み 山口被害者支援センター ☎083ー974ー5115

日時 月～土曜日　各9：00～16：00
場所・問合せ 男女共同参画センター（電話可・☎33ー4649）

場所・問合せ うべ若者サポートステーション ☎36ー6666
日時 火～土曜日　各9：30～17：30

行政相談

問合せ ☎083－902－0889やまぐち性暴力相談ダイヤルあさがお

問合せ ☎189虐待かもと思ったら「児童相談所全国共通ダイヤル」

生きづらさを感じたら
「山口いのちの電話」 　　0120－783－556　毎日16：00～21：00

☎22－4343　毎日16：30～22：30問合せ
日時

弁護士相談 要予約 犯罪被害（交通
犯罪含む）に
関する相談 要予約

発達障害等の
相談

要予約

ひきこもり相談・
ひきこもり
家族相談会 要予約

養育費
弁護士相談 要予約

司法書士
相談 要予約

行政書士会の遺言・
相続相談 要予約

場所
日時

▽多世代ふれあいセンター　毎週金曜日　11：00～14：30
▽図書館　毎月第１水曜日　13：30～15：00
▽学びの森くすのき　毎月第３水曜日　10：30～12：00
▽片倉温泉くぼた　毎月第４水曜日　13：00～15：00
▽フジグラン宇部　毎月第４土曜日　11：00～13：00

問合せ 今村くらしの相談室 ☎51ー6233 }43ー7444

人権相談
日時 月～金曜日　各8：30～17：15

問合せ 山口地方法務局宇部支局 ☎21ー7211
全国共通人権相談ダイヤル ☎0570ー003ー110

まちなか保健室


