
乳がん4位
胃がん5位

乳がん1位 大腸がん1位

オミクロン株対応ワクチンがはじまりました
12歳以上で2回目までの接種をおえた全ての人が対象です。

5歳～11歳の人、3回目接種がはじまりました

※9月15日現在の情報です。

08 新型コロナワクチン接種情報

問合せ 健康増進課　☎31ー1777 }35ー6533

24時間 薬剤師が対応

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

新型コロナワクチン接種情報

個別
接種

3回目接種
4回目接種

かかりつけ医かお近くの接種医療機関へご予約ください。

オミクロン株対応ワクチンは、現在お持ちの接種券（3回目・4回目）で接種できます。

オミクロン株対応 ファイザー オミクロン株対応 モデルナ

乳がん検診を受けましょう！
10月は

ピンクリボン
月間

乳がんは早期発見で95％※以上が治る病気です
ウェブ番号 1004988

日本では、およそ9人に1人が乳がんにかかると言
われており、特に40代・50代は急激な増加傾向に
あります。

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・福祉についてなど、相談できます。

医師・看護師・ソーシャル
ワーカーに相談できる

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 10月1日（土）～31日（月）
19：00～21：00

パネル展示

フジグラン宇部場所
期間 10月13日（木）～16日（日）

ピンクカラーに

無料

●がん罹患数（2019年） ●がん死亡数（2020年）

※国立がん研究センター統計より（部位別・女性）

大腸がん

子宮がん
胃がん
肺がん

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

電話相談窓口 FAX
58ー2100
58ー5360
51ー4760
33ー6111
34ー2611
22ー2473
38ー0500
31ー1777

ー
58ー5362
51ー9454
33ー2263
34ー2331
22ー2155
38ー0600
35ー6533

2位

5位
4位
3位

肺がん
すい臓がん

2位
3位

集団
接種

3回目接種
4回目接種

ウェブ予約 市ウェブ
サイト

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

場所 ときわ湖水ホール

日時 10月30日（日）
9：00～13：00、14：00～18：00

対象
12歳以上で、令和4年5月30日までに
2～3回目接種済みで、次回の接種券も
届いている人
10月22日（土）8：30から予約開始日

オミクロン株対応 モデルナ

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

感染拡大防止のため、出来る限り接種にご協力をお願いします。
小児用
ファイザー

※早期発見での５年相対生存率

前回接種から5カ月以上経過した人には、
接種券を10月中旬から順次お届けします。接種券

2回目接種から5カ月経過する頃に、
郵送でお届けします。接種券

▲コロナ特設サイトコロナ特設
サイト▲

ウェブ番号
1004906

ウェブ番号
1016925男女共同参画推進審議会委員

応募用紙 市役所1階総合案内、各市民・ふれあいセンター、北部総合支所、男女共同
参画センターに設置のほか、市ウェブサイトからダウンロードできます。

応募資格

以下すべてにあてはまる人

▽市内に在住、在勤、在学の20歳以上（12月15日現在）

▽年2回程度開催する会議に出席できる人

▽市の職員以外の人

▽市の審議会や協議会などに3つ以上所属していない人

任期 12月15日(木)～令和6年12月14日（予定）

申込み

【5階】人権・男女共同参画推進課　
〒755－8601 常盤町一丁目7－1　
☎34－8308　}22－6010　
{ jinken@city.ube.yamaguchi.jp
（要到達確認）

応募用紙と小論文「ジェンダー平等に対する本市
への提言」（自由様式、800字以内）を持参・郵送・
メール・ＦＡＸのいずれかで提出

申込方法

10月31日（月）17：00まで［必着］申込期限

2人以内定員

令和5年度任用 保育士・調理員・看護師・事務職員の募集
試験日 11月20日（日）

臨時職員（保育士）
会計年度任用職員（保育士・調理員・看護師・事務職員）職種

約90人定員
窓口に持参か郵送で、【1階】保育幼稚園課
〒755－8601 常盤町一丁目7－1 ☎34－8327  }22－6051

申込み

募集要項・受験申込書は、保育幼稚園課で配付のほか
市ウェブサイトからダウンロードできます

10月24日（月）[必着]申込期限

ウェブ番号
1008952

「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
口
市

美
祢
市

ほうふスポーツフェスタ２０２２
　　　10月16日(日)10：00～15：00
　　　キリンレモンスタジアム
　　　  ほうふスポーツフェスタ実行委員会
　　　  事務局（防府市文化・スポーツ課内）
　　　  ☎0835ー25ー2274

津
和
野
町

問合せ

場所

台湾、中国の人々の暮らしぶりを
見つめる 第３期展「台湾、中国」
　　　10月21日(金)～1月18日(水)
　　　9：00～17：00
　　　　　　桑原史成写真美術館
　　　　　　☎0856ー72ー3171

日時

日時

問合せ
場所

着物ウィークin萩
　　　10月1日（土）～10日（月・祝）
　　　10：00～17：00
　　　萩・明倫学舎、萩城下町周辺ほか
　　　市内各所
　　　　萩市観光協会
　　　　☎0838ー25ー1750

日時 山
陽
小
野
田
市

企画展
「発掘された山口巡回展」
　　　10月15日（土）～11月13日（日）
　　　9：00～16：30
　　　　　　山陽小野田市歴史民俗資料館
　　　　　　☎0836ー83ー5600

日時

場所・問合せ

築山跡史跡公園オープン記念
特別企画展
　　　10月6日（木）～12月11日（日）
　　　9：00～17：00
　　　（入館は16：30まで）
　　　　　　山口市歴史民俗資料館
　　　　　　☎083ー924ー7001

日時

場所・問合せ
場所・問合せ

ピリオド楽器で聴く古典の響き
～レ・ヴァン・ロマンティーク・
トウキョウ＆川口成彦
　　　10月23日（日）
　　　14：00～16：00
　　　　　　秋吉台国際芸術村
　　　　　　☎0837ー63ー0020

日時

市営住宅（空き住宅）入居者募集
募集予定
住宅

西岐波、見初、石原、東山、風呂ヶ迫、鍋倉、岬、
小羽山、東小羽山、新栄

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
　（1階中央エスカレーター前ほか）

申込案内 10月13日（木）から募集住宅の一覧表と
申込書類一式を以下の窓口で交付

12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）

入居
予定日

10月20日（木）～31日（月）［消印有効］申込期間
①か④に申込書を持参か郵送申込方法

問合せ アジアJV　
☎37－0211 { info@asia-jv.com

ウェブ番号
1017098介護に必要なお金と家事の講座

受講者募集

問合せ

申込み

（株）ローカルラボへ、10月28日（金）までに
氏名・住所・電話番号・年齢・メールアドレス・受講希望講座名を
メール・右記QRコードでつながるウェブサイトで
☎090－3301－3871
{ube2022katei@localab753.jp　
人権・男女共同参画推進課　
☎34－8308　}22－6010

日時 10月29日（土）10：00～12：00

講座内容

男女共同参画センター（YouTubeライブ配信予定）場所
30人（先着順）（ライブ配信定員なし）定員

▲ウェブ
　サイト

講座① まだ元気な親と介護・延命・葬儀・相続
　　　 について話すには

講座② 介護を乗り切るための男性の家事力向上術

委員の募集 みなさんの意見を広く市政に反映させるため、「市が抱える課題等について市民のみなさんや学識経験者の方などに
ご意見をいただく組織」の委員を募集します。

市民の立場から男女共同参画の推進に関する、提言・検討などを行う委員の募集です。

要予約
介護に必要なお金はどれくらい？

介護をしながら家事をするコツ

場所・問合せ

09委員などの募集


