
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。

今月号に掲載の内容は12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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誰かが創る宇部じゃなく、みんなで創る宇部に。

.JAN

写真は、スケートボード練習中の服部さん（中学1年生）

（詳しくは2～3面へ）

特集 | 恩田スポーツパーク
リニューアルに伴う、
スケートボード実証実験など



02 新年ごあいさつ 03恩田スポーツパークがリニューアル

老朽化した施設のリニューアルにとどまらず、幅広い世
代がにぎわう新たなスポーツ拠点の創出を目指します。
市民アンケートや市民ワークショップなど、競技団体の
意見も参考にしました。東京オリンピックから新たに競
技に加わった次世代の「アーバンスポーツ」も楽しめ
る予定です。現在、スケートボードの実証実験を開催し
ていますので、お気軽にお越しください。

宇部市の情報発信 今年も、宇部市の取り組みや身近なお役立ち
情報など、様々な方法でお伝えします。

宇部市議会議長

河 崎 　 運
宇部市長

篠 﨑  圭 二

あ け ま し て お め で 　 と う ご ざ い ま す

スポーツでまちを元気に!
恩田スポーツパークの

リニューアルを進めています。

問合せ スポーツ振興課
☎34－8614 }22－6083

スケートボード実証実験開催中!

通常チケット
購入希望の人は

こちら

日時 2月4日（土）15：00から、５日（日）14：00から
場所 俵田翁記念体育館
定員 各日ペア40組（80人）※応募多数の場合、抽選

申込み 1月20日(金)17：00まで
に、右記申込フォームから

問合せ
スポーツコミッション
☎39ー7653 }39ー6584
{ info@ube-sc.jp

「山口ペイトリオッツ」
ホーム戦にご招待!
VS 湘南ユナイテッドバスケットボールクラブ

申込フォーム

申込
不要 無料

令和６年度末
完成予定

宇部市がホームタウンの山口ペイトリオッツを応援しよう！

※写真はイメージです。

　あけましておめでとうございます。
　市民の皆様には、健やかに新年をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。
　昨年5月に新庁舎1期棟への移転が完了し、本市
議会も、より一層市民に開かれた市議会となるよ
う、大型スクリーンを設置し、傍聴席を近づけた新
しい議場での議会をスタートさせました。
　市民生活では、長期にわたる新型コロナウイル
ス感染症の拡大やロシアのウクライナ侵攻に端を
発した輸入資源の高騰などによる環境の変化によ
り大きな影響が出ております。
　また、他方では、人口減少・少子高齢化の進行や
地球規模での環境問題の深刻化など、本市を取り
巻く社会環境や経済情勢が年々厳しさを増しつつ
あります。

　このような中、本市におきましては、まちづくり
の指針となる「第五次宇部市総合計画」をスタート
させ、次の100年に向け、様々な施策に取り組んで
いるところであります。
　私ども市議会は、二元代表制における責務を確
実に果たしながら、賑やかで住みやすく若者が戻っ
て来たいまちづくりに向けて、皆様の負託と期待
に応えるべく、全力を尽くしてまいります。
　結びに、新しい年が皆様にとりまして、明るく幸
せな年でありますよう心からお祈り申し上げまし
て、新年のごあいさつといたします。

　皆様には、清々しい新年をお迎えのこととお慶
び申し上げます。
　昨年は、「第五次宇部市総合計画」のスタート、新
庁舎の１期棟の供用開始など、次の100年に向け
た新たなまちづくりの第一歩を踏み出す重要な年
となりました。

　本市が目指す将来都市像「ひとが輝き　交流
ひろがる　わたしたちの宇部（まち）」の実現に向
けて、人口減少対策や、にぎわいづくりといった大
きな課題への対応として、子育て支援や成長産業
の創出など様々な施策が具体的に動き始めてい
ます。

　5月には、山口宇部空港の山口宇部ふれあい公
園に、待望の誰もが楽しめるインクルーシブ大型

遊具が誕生します。未来の主人公である子どもた
ちが健やかに成長できるよう、引き続き、子育て環
境の充実を進めていきます。
　中心市街地では、旧山口井筒屋宇部店跡地を活
用した、「宇部市常盤通りにぎわい交流拠点施設」
事業や、国道190号（常盤通り）のウォーカブル化
や新庁舎2期棟の建設など、魅力的な公共空間創
出の環境整備に取り組んでいきます。

　今後とも、コロナ禍、物価高騰への対応をしなが
ら、子育て支援、成長産業やにぎわいの創出など、未
来への投資を行い、若い世代の声も取り入れ、住み
続けたい「みんなで創る宇部」となるよう、共創によ
るまちづくりを進めていきますので、より一層のご支
援・ご協力をお願いいたします。

B3リーグ参入から2シーズン目
を迎えました。選手たちは、地元
のプロアスリートとして、こども
たちとも交流し、スポーツの楽
しさを伝えてくれています。

「山口ペイトリオッツ」
プロバスケットボールチーム

小学生～高校生と
保護者をご招待！

健康をテーマに、スポーツをする人も見る人も、
そして支える人も楽しめるスポーツパークに！

恩田運動公園

俵田翁
記念体育館

陸上競技場

ユーピーアール
スタジアム

遊具
P

★

会場
ウェブ番号 1016151

ウェブ番号
1017796

ウェブ
サイト メール

リニューアルに関する
恩田スポーツパーク構想は
こちら

今後、バンクやレールなどのセク
ションを順次設置していきます。初
心者の人も、ぜひご参加ください!

日時 3月31日（金）まで
10：00～18：00

会場 旧市民プール前駐車場内
特設エリア

3ｘ3 スケートボード

都市型
スポーツ広場

屋根付き
グラウンド

ボルダリング
スペース

にぎわい
交流施設

カタログ
ポケットYouTube



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　●申込み／不要
14：00～15：151/8（日）・15（日）・22（日）・29（日） ウェブ番号

1004618

休館期間 令和6年1月から2年程度

問合せ

【施設利用・予約について】
文化会館　☎31－7373 }31－7306
【改修について】
文化振興課　☎34－8616 }22－6083

耐震改修や老朽化による大規模修繕を行うため、上記
の期間を休館します。
施設利用を予定されていた皆様には、大変ご迷惑をおか
けしますが、安全な施設管理、運営にご理解いただきま
すようお願いします。なお、改修完了後の開館時期につ
きましては、改めてお知らせします。

大規模改修に伴い 
文化会館休館します

場所 渡辺翁記念会館

日時

1月7日（土）9：30～11：50
▶式典　9：30～10：30
▶観閲行進　10：45～11：00
▶「和太鼓とブレイクダンスのコラボ」と
　「特別訓練」
　11：10～11：50
※少雨決行

宇部市消防出初式

場所 文化会館

申込み 文化創造財団
☎35－3355 }31－7306

新川寄席

ウェブ番号
1017597

日時 2月12日（日）15：00から
料金 ■一般 3,800円 など

※当日券各500円高※未就学児入場不可

柳家喬太郎独演会

日時 3月1日（水）18：30から

料金 ■一般 3,500円 など
※当日券各500円高※未就学児入場不可

春風亭一之輔独演会

問合せ
防災危機管理課
☎34－8528
}22－4266

ときわ動物園 ときわミュージアム
●おはよう！動物ガイド
日時 1月15日（日）

9：15～9：30

●植物栽培スタッフ
　特別ガイド
日時 1月8日（日）

13：30から

問合せ ときわミュージアム
☎37－2888 }37－2889

定員 10人（当日先着順）
料金 100円＋入園料

料金 無料※入館料が必要

料金 200円
定員 10人（先着順）

申込み ときわ動物園 ☎21－3541

場所 世界を旅する植物館

定員 15人

申込み ときわミュージアム
☎37－2888

申込期間 1月4日（水）から

●ときわ動物園の動物に年賀状を
　送ろう！企画　年賀状展示

場所 体験学習館モンスタ・
フジグラン宇部・フジ西宇部店

展示期間 1月21日（土）～2月5日（日）
ときわ動物園に送られた年賀状を展示します。

●アルパカフェルト
　コースターづくり

場所 体験学習館モンスタ

申込期間 1月5日（木）から

日時 2月11日（土・祝）
13：30～15：00

アルパカの毛を使って
フェルトコースターを作ります。

●園芸相談

日時
1月8日（日）
10：00～12：00
13：00～16：00

料金 無料

●園長とさんぽ

料金 無料
※入園料が必要

日時
1月8日（日）9：35～10：20
1月22日（日）
13：00～13：45

定員 10人（当日先着順）

問合せ ときわ動物園
☎21－3541 }21－5099

約45分
程度

ときわ公園課　☎54－0551 }51－7205
●園内施設休業日 毎週火曜（1月3日（火）を除く）、
 12月31日（土）、1月1日（日・祝）・16日（月）
●ときわ遊園地メンテナンス休園
　1月10日（火）～27日（金）※土日は開園

問合せ

ほかにもイベント
たくさん！詳しくは
ウェブサイトで！

「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。

防
府
市

山
口
市

山
陽
小
野
田
市

東大寺サミット2022in山口
日時 1月22日（日）　開場9：00 開会9：30
場所 山口市徳地文化ホール
問合せ 山口市徳地総合支所地域振興課☎0835ー52ー1111

第22回防府音楽祭
〈ほうふニューイヤーコンサート2023〉
わくわく夢の響演コンサート
日時 1月8日（日）　開場13：00 開演14：00

場所
問合せ

防府市地域交流センター
アスピラート
☎0835ー26ー5151

美
祢
市

ポスコン?!2023
期間 1月8日（日）～2月5日（日）

10：00～17：00
秋吉台国際芸術村
☎0837ー63ー0020

場所
問合せ

第14回名産品フェア

期間
1月7日（土）～9日（月・祝）
10：00～18：00
(最終日は17：00まで）

場所 おのだサンパーク
問合せ 山陽小野田名産品推進協議会☎0836ー82ー1313

萩
　
市

津
和
野
町

旧畑迫病院　復元写真展
期間 1月7日（土）～2月26日（日）

9：00～16：30

天然とらふぐセットが当たる！
美味しい！萩の地魚プレゼント
キャンペーン
期間 1月5日（木）～3月26日（日）
場所 萩市内飲食店
問合せ 萩市水産課☎0838ー25ー4195（平日のみ）

場所
問合せ

旧畑迫病院
☎0856ー72ー0338

市民賞が決定！

wind whisper
平山　悟市民賞

第29回UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）の会期中、来場されたみなさんに「あなたの好きな彫刻作品」を
投票していただき、市民賞が決定しました。

私の作品に投票してくださった皆さんにお礼を申し上げます。
市民賞に選ばれたことで、作品が宇部市のコレクションになること
も嬉しく思います。
「wind whisper（風のささやき）」は、草の穂が陽を受けてキラキ
ラと風に揺れる姿をイメージし、陽の温もりや風の心地良さを表現
しました。
この彫刻は、風が吹くとその身を揺らし、鐘の様な音色でささやく
仕掛けになっています。
是非、ときわ公園で「wind whisper」を聞いてみてください。

作者のことば

The 29th

はしご車や
救助工作車も
来るよ！

場所 渡辺翁記念会館、渡辺翁記念公園

開催日 1月8日（日）
※式典開催時は除く

問合せ 広報広聴課　☎34－8123 }22－6063

二十歳のつどい
（成人式）で撮影します！

令和
5年

消防車両も
展示します

9：30～10：30

当日、宇部市の腕章をつけたスタッフが、
会場で撮影をします。
広報紙などに登場OKの人は、お気軽に
お声掛けください！

二十歳の記念に
「広報うべ 2月号」に
登場してみませんか？

詳しくは財団
ウェブサイトへ

05Event04 UBE BIENNALE 市民賞　Event



泣いてもOK！ 座って聞けなくてもOK！
一緒に物語の世界を楽しもう！

はじめまして！

講師

内容 Google Earthと
衛星からのオープンデータを使った講座

日時 2月26日（日）
10：00～12：00

場所 山口大学工学部

山口大学 応用衛星リモートセンシング研究センター
センター長　長井正彦氏

定員 20人程度（申込先着順）
申込期間 1月21日（土）～2月17日（金）　
申込み 電子申請　https://s-kantan.jp/ube-u/

日時 1月28日（土）13：00～15：00

内容 離婚前後のこどもの心のケアに
ついて一緒に考えてみませんか。

対象 お子さんがいて離婚を考えている人、
ひとり親の人など

場所 福祉会館
講師 宇部フロンティア大学　木元 卓也氏

定員 20人程度※応募多数の場合、抽選

問合せ 社会教育課　☎37－2780 }22－6066

オープンデータ
アカデミー2023
参加者募集

ウェブ番号
1017655

問合せ アジアJV　☎37－0211

問合せ 障害福祉課　☎34－8314 }22－6052

無料

無料 申込不要

無料

無料 要申込

要申込

無料

中学生対象

未就学児～小学生程度対象

中学生対象

初心者にも分かりやすい！

定員 20人以内（審査会により選考）

対象 高等学校・特別支援学校（高等部）・高等専門学校に4月入学
予定で、在学中学校長から推薦された、市内在住の中学生

申込期間 1月10日（火）～2月15日（水）
申込み 在学している中学校

問合せ 選挙管理委員会事務局
☎34－8451 }22－6069

要推薦

奨学金 10万円

ウェブ番号 1003571
ウェブ番号 1017673

ウェブ番号 1017656

ウェブ番号 1005130

ウェブ番号 1005129

ウェブ番号 1017440

離婚を考えている・
離婚をしたお父さん、お母さんへ

「親子の再出発に大事な
 心のケアとこどもへの接し方」

募集予定
市営住宅 西岐波、石原、風呂ヶ迫、亀浦、八王子、上宇部、岬、小羽山、猿田、旦の辻

1月13日（金）から、募集住宅の一覧表と申込書類一式交付
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番15ー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）

申込み 1月20日（金）～31日（火）［消印有効］に、
①か④へ申込書を持参か郵送。

市営住宅（空き住宅）入居者募集

申込期間 1月4日（水）から

問合せ こども支援課　☎31－1732 }21－6020
{ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認）

ウェブ番号 1015861

市では、次のすべてに当てはまる人に、葉酸サプリメントを配布してい
ます。1月からより多くの人へお届けできるよう、対象者を拡大します。

●宇部市に住民票がある女性
●婚姻届を提出後6カ月以内
●妊娠希望者

●宇部市に住民票がある女性
●婚姻届を提出している
●妊娠希望者

問合せ
相談

こども政策課　
☎34－8550 }22－6051

こどもの気持ちや将来の養育など、離婚後の生活
に必要なことについて知り、取り決めておくこと
は、大切なことです。離婚前はもちろん離婚後でも
できることはあります。お役に立てる情報をご紹介
しますので、まずはお問い合わせ・ご相談ください。
【お役立ち情報　一例】
●離婚に関する制度紹介　●養育費参考額の計算
●面会交流の際、相手と直接連絡を取らずに日時・場所
　調整をできる方法
●離婚後のこどもの養育などをまとめたオンライン動画障害児福祉手当、特別障害者手当の申請

山口県議会議員一般選挙と
宇部市議会議員一般選挙

4月  9日（日）
3月31日（金）

4月23日（日）
4月16日（日）

市議会議員選挙県議会議員選挙
選挙期日
告示日

対象

支給額 14,850円／月

障害児福祉手当
20歳未満で、常時介護が必要な重度の障害があり、
施設に入所していない人
①身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者
保健福祉手帳1級などの場合に対象となる可能性が
あります。

対象

支給額 27,300円／月

特別障害者手当
20歳以上で、常時、特別な介護が必要な最重度の障
害がある在宅の人
上記①の障害が重複する、重複する場合と同じ程度
の障害がある、寝たきりなどで要介護4・5の場合な
どに対象となる可能性があります。

所得制限があります。対象要件の詳細はお問い合わせください。

昨年12月までの対象 1月からの対象

申込み
1月20日（金）までに
右記申込フォームから
お申し込みください

2月22日（水）9：00から 2月13日（月）9：00から
市議会議員選挙県議会議員選挙

日時
場所
対象
持参物

●立候補予定者説明会

市役所
立候補予定者とその関係者※立候補予定者1人につき、出席者は2人まで

印鑑、筆記用具

3月31日（金）8：30から
ときわ湖水ホール

4月16日（日）8：30から
神原小学校

市議会議員選挙県議会議員選挙

日時・場所

●立候補受付

●直接請求の署名禁止期間
　2月8日（水）～4月23日（日）

●後援団体などに関する寄附などの禁止期間
　県議会議員選挙　1月9日（月・祝）～4月9日（日）
　市議会議員選挙　1月23日（月）～4月23日（日）

問合せ 教育総務課　☎34－8604 }22－6066
在学している中学校

離婚前後 親支援 講座 受講者募集

養育費・面会交流 ご相談ください

申込
フォーム

無料

設置場所

すくすくうべ 子育てひろば

ウェブ番号 1017677

問合せ

問合せ

日時・場所　　 1月　8日（日）　　9：00～12：00　小野スポーツ広場
　　 1月　9日（月・祝）10：00～15：00　神原公園
　　 2月19日（日）　　10：00～15：00　厚南体育広場
　政策企画課　☎34－8113 }22－6063

申込み　（株）FEEL　☎083－250－5180 }083－250－5182

日時

場所
対象

定員

申込期間

2月25日（土）　
午前の部 10：30～12：00（年中～小学2年生）
午後の部 13：30～15：00（小学3～6年生）
※受け付けは開始各30分前から
　　1月20日（金）17：00まで
ユーピーアールスタジアム
市内在住のひとり親家庭の親子
（幼児～小学生）
各20人（申込多数の場合、抽選）
　スポーツコミッション　
　☎39－7653

申込み

日時
場所
対象
定員
申込期間

1月23日（月）13：30～15：10
多世代ふれあいセンター
原則、妊娠中期（16週）以降の妊婦、夫
8組（申込先着順） ※初産婦優先
　　1月5日（木）～18日（水）
　こども支援課　☎31－1732

「GO!GO!あそぼうCAR」
遊び道具をのせた車がいろんな場所へ出張します！

1月 
スタート！

出張先
募集中

こども支援課　☎31－1732 }21－6020

☎ 21－1966 
} 21－3801

幼児
小学生

幼児
小学生

よみきかせのじかん
1月14日（土）・21日（土）・28日（土）

かみしばい
1月7日（土）・2月4日（土）

図書館

☎ 67－1277 } 67－0691
学びの森くすのき学びの森くすのき

おはなしのじかん
1月7日（土）・14日（土）・21日（土）

ひとり親家庭を応援！

元プロサッカー選手鳥養祐
矢氏が運動指導を行い、こど
もたちと楽しく交流します。

保育園・幼稚園や地域のイベントなどにも無料で出張します。
ご依頼お待ちしております！！

ウェブ番号
1004500

ウェブ番号
1009905

ウェブ番号
1017755 赤ちゃんが生まれてくる前に、沐浴体験やミルク

作り体験・講話・相談会で、準備をしましょう。

Web版 離乳食教室
（後期コース）

ウェブ番号
1003551

マタニティ♡サロン

公園や遊具がなくても大丈夫。
あそぼうCARで、どこでもあ
そび場に！下記での出張決定!!
お気軽にお越しください。

申込方法

ウェブ番号
1003273

ちびっ子集まれ！ 
イングリッシュ・スタート
1月28日（土）

高校などに入学する
市内在住中学生に
奨学金を給付します

問合せ

プレママ・パパのわくわく体験と
助産師・栄養士のはなし・相談会参加者募集

申込案内

入居予定日 3月1日（水）

●選挙日程

元プロサッカー選手が教える
運動教室

葉酸サプリメントを
配布する対象者を拡大します
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●接種券の紛失や前回接種後に転入した場合は、申請をしてください。

新型コロナウイルスオミクロン株対応ワクチンは、
1人1回接種できます。

※12月15日現在の情報です。

ご予約は、かかりつけ医かお近くの接種医療機関へ。

ご予約は、電話かウェブで受け付けます。

市ウェブ
サイト

厚生労働省
コロナ
ワクチンナビ

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）※12月29日（木）～1月9日（月・祝）を除く
☎0570ー003ー063 }082ー542ー1337

電話申請 ウェブ申請
新型コロナワクチン予約・相談センター
（月～土曜　8：30～17：15）
※12月29日（木）～1月9日（月・祝）を除く
☎0570ー003ー063 }082ー542ー1337

オミクロン株対応 モデルナ

3月末まで接種期間前回の接種から3カ月経過後

前回従来株を接種された人には、前回接種から3カ月経過する頃にお届けします。

接種可能時期

●接種可能日を1週間過ぎても届
かない場合は、新型コロナウイ
ルス感染症医療対策室にお問い
合わせください。
●3回目、4回目の接種券をお持ち
の人はそのまま使用できます。

接種券

個別
接種

集団
接種

1月22日（日）
ときわ湖水ホール

 　　

9：00～13：00
14：00～18：00

1月14日（土）8：30から
各960人

時間会場期日 予約開始日時 定員

12歳以上対象

オミクロン株対応 ファイザー・モデルナ 12歳以上対象

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

8：30～17：30
（毎日）
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

コロナ特設
サイト

ウェブ
予約

08 新型コロナワクチン接種情報　給付金

申請先

申請期限は1月31日（火）まで

地域福祉課　☎34－8556 }22－6０26 申請先 こども政策課　☎34－8346 }22－6０51

申請が
必 要

申請が
必 要

●令和4年に予期せず家計が急変し、世帯全員が住民税
非課税相当になった世帯

●世帯全員が令和4年度「住民税均等割が非課税」の世帯

電力・ガス・食料品等 
価格高騰 
緊急支援給付金

低所得の子育て世帯に対する

18歳未満（障害児は20歳未満）（※1）の子を養育する世帯で、
以下のいずれかの要件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

子育て世帯生活支援特別給付金

申請期限が迫っています。まだの人はお早目に！給付金

ひとり親世帯

●公的年金などを受給し、令和4年4月分の児童扶養手当を受けていない世帯
●新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が児童扶養
手当受給者と同水準になった世帯

●令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯 
　※令和4年4月分の児童手当か特別児童扶養手当受給者は除く
●新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年に予期せず家計が急変
し、養育する父母などが住民税非課税相当になった世帯

ひとり親世帯以外

申請期限は2月28日（火）まで
対象児童
1人あたり
5万円

2月　5日（日） 1月28日（土）8：30から

3～5回目の接種券が届いた12歳以上対　象

ウェブ番号 1016042ウェブ番号 1017401

一世帯
あたり
5万円

※令和4年4月分の児童扶養手当受給者は
給付金受給済のため除く返信が

必 要

申請が
必 要

非課税世帯

家計急変世帯

※対象世帯には確認書・
申請書を送付しています

申請方法、申請については
市ウェブサイトなどでご確認ください

要件

要件

※16歳未満は保護者同伴

職種 採用予定人数 試験日 申込期間 問合せ 詳細

学芸員 1人程度 2月5日（日） 1月5日（木）～
25日（水）

文化振興課
☎34－8562
22－6083

ウェブ番号
1017683

学芸員 2人程度 1月30日（月） 1月15日（日）
まで受付中

学びの森くすのき
☎67－1277
67－0691

ウェブ番号
1017641

車両整備員 1人程度 申込者に
別途案内

1月6日（金）～
20日（金） 廃棄物対策課

☎33－7291　
33－7294

ウェブ番号
1017691

環境業務員 8人程度 申込者に
別途案内

1月6日（金）～
20日（金）　

ウェブ番号
1014549

図書館活動推進員 26人程度 1月30日（月） 1月15日（日）
まで受付中

図書館
☎21－1966
21－3801
学びの森くすのき
☎67－1277
67－0691

ウェブ番号
1017651

障害者就労
ワークステーション事務職員 2人程度 1月28日(土)

（予備日29日(日)）
1月4日(水)～
17日(火)　

障害福祉課
☎34－8342
22－6052

ウェブ番号
1008944

区分 職種
上級（大学卒業程度）
中級（短大卒業程度）

保健師
保育栄養

3人程度
1人程度

採用予定人数

新火葬場建設基本計画（素案）

提出先

1月23日（月）［必着］募集期限

ウェブ番号
1017705

ウェブ番号
1003215

ウェブ番号
1017643

４月採用の職員募集

会計年度任用職員 

意見募集（パブリックコメント）

正規職員

宇部市の未来を共に創る意欲あふれる人材を募集しています。

市民のみなさんから意見を募集しています。

ウェブ番号
1017588

申込先
職員課
☎34－8839
}22－6057

1月29日（日）試験日

4月1日～令和6年3月31日　※採用後、勤務成績により令和8年3月末まで再度任用の場合もあります。任期

1月15日（日）申込期限

申込みは
こちらから

火葬場の建て替えに関する「宇部市新火葬場建設基本計画」（素
案）について意見を募集しています。

人権教育・啓発に関する諸施策を総合的、計画的に推進していくための
新しい人権教育・啓発推進指針（素案）について意見を募集しています。

環境政策課　☎34－8251 }22－6016
〒755－8601 常盤町一丁目7－1
{ info-envi@city.ube.yamaguchi.jp（要到達確認）

宇部市人権教育・啓発推進指針（素案）

意見と該当ページ・氏名・住所（市外の人は勤務先か
学校名）を記入し、持参・郵送・FAX・メールのいずれ
かで提出

提出方法

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

1月20日（金）［必着］募集期限

対象 市内在住か市内に通勤・通学している人

閲覧方法
閲覧場所 市役所、各市民・ふれあいセンター、北部総合支所、市ウェブサイト

人権施策推進審議会 公募委員

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

2月10日（金）～令和7年2月9日（2年間）任期

1人以内定員

1月20日（金）17：00［必着］申込期限

申込み
応募用紙・小論文「誰もが自分らしく暮らせる共生社会の
実現」（800字以内、様式自由）を、持参・郵送・FAX・メー
ルのいずれかで（ＦＡＸ・メールの場合は、要到達確認）

対象

次の条件に全てあてはまる人①市内在住か市内に通勤・通学し
ている18歳以上（令和4年12月1日現在）の人②年2回程度開催
される会議に出席できること③宇部市の職員でないこと④宇部
市の審議会や協議会などに3つ以上所属していないこと

委員募集 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。

宇部市  パブリックコメント 検索
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暮らし・手続き

案内・お知らせ

健康・福祉・スポーツ

文化

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）

「介護保険料」納付のお願い

高齢者総合支援課（介護保険料について）　☎34ー8297 }22－6０26問合せ

納付場所
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください。

納付書送付封筒

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。（11月分、敬称略）

問合せ 財政課　☎34－8173  }22－6083寄付金報告

●中明　勇貴（愛知県名古屋市） ………………………………… 5,000,000円
●二木　敏夫（宇部市東新川町） ………………………………… 1,010,000円
●片山　みよ（愛知県田原市） …………………………………………  66,000円
●竹田　明（東京都板橋区） …………………………………………… 66,000円
●中條　芳正（千葉県松戸市） ………………………………………… 66,000円
●安村　俊徳（千葉県船橋市） ………………………………………… 65,000円
●松本　元次（東京都世田谷区） ……………………………………… 50,000円
●山田　弘子（京都府京都市） ………………………………………… 50,000円
●宇部ハーモニーＬＣ（宇部市神原町）…………………………… 2,000,000円

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】

【毎週木曜日19：00まで実施中 ※祝日除く】

ウェブ番号1016908

平原岳登山
標高395.1mの山頂から素晴らしい360度の
パノラマを体験。※頂上で抽選会もあります。

2月11日（土・祝）9：00～12：30
受付8：00から
小野ふれあいセンター
中学生以上300円、小学生100円
1月4日(水)～2月3日(金)に、電話・
FAXで、小野ふれあいセンターへ
☎}64－2024
1002892

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第11回特別弔慰金の請求は
3月まで
国から額面25万円分の記名国債が交付されま
す。※窓口で提出・相談の場合、要予約

令和2年4月1日時点で、恩給・遺族年
金を受ける人がいない、戦没者などの
死亡当時のご遺族（子・兄弟姉妹など）
のうち優先順位の最も高い人
※令和2年4月以降に請求済みの人は
改めて手続きする必要はありません
3月31日（金）までに、地域福祉課へ
☎34－8326 }22－6026
1005437

てくてくまち歩き
▶古地図(上宇部西)
　1月15日（日）9:50
　琴崎八幡宮バス停集合
▶周防と長門の国境石
　1月21日（土）9:50
　川上ふれあいセンター集合
▶古地図（藤山）
　1月29日（日）10：20
　藤山北児童公園集合
開催日直前の開庁日17:00までに
電話で、観光交流課へ
☎34－8353 }22－6083
1003888

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーガニッククッキング

1月29日（日）10：00～12：00
船木ふれあいセンター
農薬と化学肥料を使っていない有機
もち米と有機大豆での団子作り
800円
10人（申込先着順）
１月20日（金）までの13：00～18：00
に、氏名・電話番号などを、電話で
有機ネット山口西部へ
☎080－5232－2660［有機ネット
山口西部 森國］
1016207

浄化槽の適正な管理のお願い
生活環境の保全のため、浄化槽管理者は毎年

の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
めの水質検査など

▶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

▶清掃：汚泥の引き抜き
※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
県宇部健康福祉センター
☎39－9865 }34－4121

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
償却資産（固定資産税）の申告
１月１日現在、土地や家屋以外の事業用資産の
所有者は、その資産について、申告してくださ
い。申告が必要な法人・個人にはハガキか封書
を送付しています。
※書類が届いていない該当者も申告をお願い
します。

窓口・郵送・電子申告（eLTAX（エル
タックス））
1月31日（火）
資産税課 ☎34－8191 }22－6014
1001771

外国人のための日本語講座（冬期）
基礎的な日本語と日本の生活習慣などを学習
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、オ
ンライン開催になる場合があります。

1月11日（水）～3月15日（水）
毎週水曜日、19：00～21：00　
※初回の講座でクラス分け
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）
観光交流課へ
☎34－8136 }22－6083
1007280

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
建設工事など入札参加資格審査
の申請
市が発注する建設工事などの入札参加資格審査
の定期受け付けを行います。

資格認定の日～令和7年3月31日
市ウェブサイトに掲載（1月中旬予定）
1月15日（日）～2月14日（火）に　
契約監理課へ
☎34－8183 }22－6057
1017628

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小規模修繕工事等
契約希望者登録の申請
市が発注する小規模な修繕や工事の受注・施工者
の定期受け付けを行います。

4月1日（土）～令和7年3月31日
市内に主たる事業所を有し、建設工
事等競争入札参加資格者でない者
市ウェブサイトに掲載（1月中旬予定）
1月15日（日）～2月14日（火）（持参
の場合は、土・日・祝日を除く）に　
契約監理課へ
☎34－8183 }22－6057
1017629

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

図書館と学びの森くすのきの
臨時休館
蔵書点検のため休館します。移動図書館車「あ
おぞら号」も運休します。※電子図書館（電子書
籍の貸出し）は休館中も利用できます。

1月17日（火）～20日（金）
図書館
☎21－1966 }21－3801
学びの森くすのき
☎67－1277 }67－0691

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
都市計画変更の関係図書縦覧
「萩原団地汚物処理場」を廃止しますので、関
係図書を縦覧します。

1月23日（月）から縦覧可
（ただし、土・日・祝日を除く）
8：30～17：15
都市計画課
都市計画課
☎34－8465 }22－6049
1017649

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生涯現役応援セミナー＆
シニア合同就職面接会
生涯現役で活躍し続けられるシニアを応援す
る生涯現役応援セミナーと企業との個別面接
会です。

1月25日（水）
▶セミナー……13：00～14：00
▶就職面接会…14：00～16：00
ときわ湖水ホール
60歳以上の求職者
40人程度（要事前申込）
1月24日（火）までに、電話で
ハローワーク宇部へ
☎31－0164（部門コード44＃）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
障害者雇用実践セミナー
障害者雇用を積極的に取り組んでいる企業の
取り組みを紹介します。

2月10日(金)14：00～15：30
文化会館とオンライン
宇部・山陽小野田・美祢地域の企業と
障害者雇用に興味のある人
50人（文化会館）
1月31日(火)までに、郵送・FAX・
メールで、障害福祉課へ
☎34－8342 }22－6052
{syou-fuku@city.ube.yamag
uchi.jp（要到達確認）
1017639

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保険料の納付済確認書の発送
確定申告の社会保険料控除に使用するための
納付済確認書を1月26日（木）から順次発送し
ます。（年金から引かれた額は除く）

▶国民健康保険料について
　保険年金課
　☎34－8289 }22－6019
▶後期高齢者医療保険料について
　保険年金課
　☎34－8343 }  22－6019
▶介護保険料について　
　高齢者総合支援課
　☎34－8297 }22－6026

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

…はつらつ健幸ポイント対象事業

なお、納付書は左記封筒で、8月中旬または
９月中旬にお送りしています。
 （納付期限を過ぎていますが使用できます）

市役所、北部総合支所、各市民セ
ンター、市の指定金融機関やコン
ビニエンスストアなど

※ふれあいセンターでは納付できません

8月支給の年金から保険料が天引きできな
かった人で、昨年11月8日時点で納付が確
認できない人に、納付のお願いを文書でお
送りしています。

県の特定（産業別）最低賃金が改正
●鉄鋼業、非鉄金属製造業… 1,024円
●電気機械器具製造業…… 948円
●輸送用機械器具製造業… 985円
●百貨店、総合スーパー…… 907円
山口労働局
☎083－995－0372

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「わたしの記念樹」植樹
思い出と一緒に、記念樹（オリーブ：樹高1.5ｍ）
の植樹をしませんか。記念プレートには、氏名・
記念日の名称と記念日を記載します。

3月12日（日）10：00～12：00
ときわ公園　東側周遊園路付近
誕生・入学・卒業・結婚・就職・退職・還
暦など、記念日を迎える人
8,000円
5人（応募多数の場合、抽選）
1月13日（金）までに、住所・氏名・電
話番号・記念該当者の氏名・記念日の
名称と年月日を、はがきで
公園緑地課へ郵送［必着］
〒755－8601  常盤町一丁目7－1
☎34－8485 }22－6050

無理のない範囲でご協力をお願いします。

問合せ 中国電力ネットワーク（株）
　　0120ー613ー277

冬季節電にご協力ください
●重ね着などをし
　エアコンの温度を下げましょう
●不要な照明は切りましょう
●使用していない家電製品の
　コンセントは外しましょう

委任状偽造や不必要な身元調査など、不正な取得の疑いがあれば、早期に事実関係
を究明することが可能となり、個人情報の不正取得の早期発見・防止に繋がります。
同一世帯員の一括登録やオンライン申請もできますので、是非、ご登録を！

「住民票の写し・戸籍証明書」を第三者に交付した場
合、登録者本人にその事実を郵送でお知らせする制度
です。

個人情報の不正取得を防止する
「本人通知制度」へご登録を！

問合せ 市民課　☎34－8243 }22－6017

申請場所

●手続窓口　市民課、各市民センター、北部総合支所
●オンライン申請（本人、同一世帯員のみ申請可能）
　「うべ電子申請サービス」 
　https://s-kantan.jp/ube-u/
●郵送　〒755－8601  常盤町一丁目7－1  市民課

手続きに
必要なもの

●手続きをする人の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）
※手続きをする人が法定代理人の場合は、戸籍謄本などの資格を
　証明する書類も必要
※手続きをする人が代理人の場合は、委任状（原本）も必要

本人通知制度

第三者登録者本人

通知制度の
登録の申請⓵

⓸交付した事実
を通知

⓶証明書の
請求

⓷内容を審査
して交付

ウェブ番号1001616

市民課
各市民センター
北部総合支所

ウェブ番号

申告期限
申告先

問合せ

申告方法

内容

ウェブ番号

ウェブ番号

ウェブ番号

申込み

ウェブ番号

定員
費用

場所

内容

日時

申込み

日時

問合せ

ウェブ番号

対象

申込み

日時

場所
費用

申込み

ウェブ番号

ウェブ番号

日時

日時

有効期間

有効期間

対象

申込方法

場所
対象
費用

申込み

問合せ

時間額

ウェブ番号

申込み

申込方法

申込み

問合せ

期間

縦覧場所

コース
日時
集合場所

ウェブ番号

日時
場所

場所
対象
定員

定員

申込み

申込み

日時
場所

対象

定員
費用

申込み

問合せ

対象

 

11くらしの情報  本人通知制度10 くらしの情報



12 当番医　無料相談　健康減塩レシピ

1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。

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
子ども（おおむね15歳未満）

☎＃8000または☎083－921－2755
小児救急医療電話相談（毎日19：00～翌朝8：00）

おとな（おおむね15歳以上）
☎＃7119または☎083－921－7119
救急安心センター（毎日24時間） 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。

ウェブ番号
1004887

市ウェブサイトは
こちら

宇部市では、無理をしない減塩「へら塩」
と、もっと野菜を食べる「ベジうべ」に取り
組んでいます。野菜を食べることも減塩に
つながります。あなたもできることから始
めてみませんか？

健康減塩レシピ

①トマトのヘタを取りくし切りにし、横半分
に切り一口大にする。玉ねぎを薄くスライ
スし水にさらす。
②はんぺんをトマトの大きさに合わせてち
ぎっておく。
③ボウルにAを入れ、オリーブオイルを少し
ずつ加えながらよく混ぜ合わせ、ドレッシ
ングをつくる。玉ねぎを加えなじませる。
④③にトマト・パセリを加え和える。器に盛
り、はんぺんをちらす。

オニオントマトサラダ

■食塩相当量0.3g1人分栄養価

へら塩ベジうべ　かんたんレシピ　工夫でおいしく！へら塩部門　優秀賞
宇部フロンティア大学短期大学部食物栄養学科2年　玉木 由紀子さん

問合せ 健康増進課
☎31ー1777 }35ー6533

2022年11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）

総人口 160,502
世帯数 80,018

人口・世帯数

発行 No.1563

編集／広報広聴課
☎34－8123
}22－6063

◇トマト 80ｇ
◇はんぺん 20ｇ
◇パセリ 少々
A…（酢 小さじ2、塩  少々、黒こしょう  
少々）

材料（2人分）

◇玉ねぎ 20ｇ
◇オリーブオイル
　 大さじ1

こちらにもレシピが
たくさん載っています！

優しい旨味！
さっぱり
食べやすい！

小児科

内科・外科

9：00～17：00 宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099　※12：00～13：00は待合時間

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

厚南中央

竹川
小児科医院

☎41－3100
厚南中央

竹川
小児科医院

☎41－3100
山陽小野田市日の出

すながわこども
クリニック

☎43－9200
中尾

よしもと
小児科医院

☎22－0555
上町

金子
小児科

☎22－0006
上町

金子
小児科

☎22－0006
西宇部南

松岡
小児科

☎41－8005
西岐波

いのくまこども
クリニック

☎51－0880
東岐波

きばた
小児科

☎58－6333

歯科

１月1日（日・祝） 2月5日（日）29日（日）22日（日）15日（日）9日（月・祝）8日（日）3日（火）2日（月・振休）

眼科・
耳鼻咽喉科

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
①1月18日（水）13：30～15：30[予約は1月5日（木）8：30から]
②2月1日（水）13：30～15：30[予約は1月19日（木）8：30から]
③2月15日（水）13：30～15：30[予約は2月2日（木）8：30から]

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

日時
①1月11日（水）9：00～11：00[予約は1月4日（水）8：30から]
②1月25日（水）9：00～11：00[予約は1月12日（木）8：30から]
③2月8日（水）9：00～11：00[予約は1月26日（木）8：30から]

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

場所
日時

▽船木ふれあいセンター　1月17日（火）9：30～11：30
　（特設人権相談も開催）
▽福祉会館　1月25日（水）9：00～12：00
▽市役所　2月1日（水）9：00～12：00

問合せ 市民活動課 ☎34ー8126 }22ー6016

月～金曜日　8：30～17：15
宇部市消費生活センター ☎34ー8157 }22ー6016

月～金曜日　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
女性行政書士による
女性のための
相談会

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 1月10日（火）まで
日時

日時

1月17日（火）9：30～16：30
場所 市役所
申込み 山口県よろず支援拠点

☎083ー902ー5959 }083ー902ー5244

日時 月・火・木・金曜日　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 1月6日（金）・17日（火）、2月2日（木）　10：00～16：00
1月8日（日）・21日（土）　13：00～16：00

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　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 福祉会館

日時 1月14日（土）9：30～11：30 場所 福祉会館
定員 8人（申込先着順） 申込み 市民活動課 ☎34ー8126

日時 月～土曜日　9：00～16：00
問合せ 配偶者暴力相談支援センター ☎33ー4649
日時 2月4日（土）10：00～16：00

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　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

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

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

要予約
場所
日時

▽多世代ふれあいセンター　金曜日　10：30～14：30
▽図書館　第1水曜日　13：30～15：00
▽学びの森くすのき　第3水曜日　10：30～12：00
▽フジグラン宇部　第4土曜日　10：30～13：00

問合せ 今村くらしの相談室 ☎51ー6233 }43ー7444
人権相談

日時 1月19日（木）13：00～15：00 場所 市役所
申込み 山口被害者支援センター ☎083ー974ー5115

申込み 山口県行政書士会 ☎083ー924ー5059 }083ー924ー5197

犯罪被害（交通犯罪含む）
に関する相談 要予約

日時 月～金曜日　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

日時 月～金曜日　9：00～16：00
申込み 山口地方法務局 ☎083ー922ー2295登記相談 要予約

日時 2月4日（土）13：00～15：00 場所 福祉会館
対象 家族 問合せ むつみ会 ☎}35－3365

統合失調症・
うつ病相談会

場所・問合せ

日時 1月17日（火）17：00～19：00
場所 市役所
申込み 教育支援課 ☎34－8630 }22－6066

不登校等教育相談 定員 2人

申込期限 2月3日（金）まで定員 10人程度

申込期限 1月13日（金）まで

１月1日（日・祝）～3日（火） 9：00～17：00 ※12：00～13：00は待合時間・1月9日（月・祝） 9：00～12：00　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099

１月1日（日・祝）～3日（火） 9：00～17：00 ※12：00～13：00は待合時間　宇部市休日・夜間救急診療所　☎31－1099




