
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

07お知らせ　子育てひろば06 子育てひろば　お知らせ


