
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇部市民活動センター「青空」 20１２．１１．１ Vol．１３７ 

 
 

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人    うべうべうべうべネットワークネットワークネットワークネットワーク    宇部市民活動宇部市民活動宇部市民活動宇部市民活動センターセンターセンターセンター｢｢｢｢青空青空青空青空｣｣｣｣    
〒〒〒〒７５５７５５７５５７５５－－－－００２９００２９００２９００２９    宇部市新天町一丁目宇部市新天町一丁目宇部市新天町一丁目宇部市新天町一丁目２２２２番番番番３６３６３６３６号号号号    

TEL ０８３６－３６－９５５５  FAX ０８３６－３９－２２７２  
E‐MAIL: mail@ubenet.com     
ホームページ http://www.ubenet.com 
開館時間  １０：００～１８：００  休館日 日曜 ・祝日 

交通機関  市営バス市役所前下車徒歩２分 

※駐車場は宇部市駐車場をご利用下さい。 

●宇部まつり 青空ゾーン 
エコ券を１０枚集めて、折りたたみ自転車や 

ｔｙｓグッズなど、豪華賞品をゲットしよう♪ 

今年もリユースコップの貸出やマイ箸・マイバックを

推奨しています！！ その他にも、青空ゾーンでの体

験やお買い物で、エコ券をプレゼントします！たくさん

集めてね！！護美（ごみ）レンジャーもやって来る！！ 
 

日 時：１１月４日（日） １１：００～１６：００ 

場 所：山口銀行前～新天町アーケード内 

 ※リユースコップを利用し 

た方には、抽選券を１枚プ 

レゼント！！どんどん利用 

してね♪ 
 

★問合せ★  

宇部市民活動センター 「青空」ＴＥＬ：３６－９５５５ 

●うべマーケット  ～同時開催 「うべ探検博覧会」 ＯＰＥＮＩＮＧ ＆ ＫＩＤＳ MARKET～ 
「食」と「楽」の祭典、キッズ、ファミリーで楽しめるイベント！夜はお洒落にデートスポットに変身？！ 

ビンゴ大会やルナーレ前に設置されたステージでダンスパフォーマンスなども披露もあり、地元産野菜販売や各種

食べ物ブースなども多数出展！！おもちや宇部市営バスチケットの進呈など、お得な得点も満載です♪ 
 

日 時：１１月１０日（土） １０：００～２０：００   １１月１１日（日） １０：００～１６：００ 

★ビンゴ大会 １０日 １０：１５～（カード配布） １１：００～（抽選会） 

★おもちがもらえる！！ （焼いて食べることも可） １０日 １４：１５～ 

★宇部市営バスチケット進呈 先着１００名（市営バスで来場者限定 両日） 

★まち歩きツアー～かつて賑わっていた三炭町界隅散策～  

１０日 １０：００～１１：３０（新川駅前集合） 

参加費：無料 定員：２０名（空きがあれば当日参加可） 

申込み 市観光交流課 ＴＥＬ：３４－８３５３ 

場 所：宇部市中央町ルナーレ前三角広場周辺 

★問合せ★ 宇部市民活動センター「青空」 ＴＥＬ：３６－９５５５ 

主催：ＲＥＶＩＶＥ１１町 協力：うべ探検博覧会 後援：宇部市  

 
 

●エコフェア２０１２ ｉｎ ＵＢＥ 
護美（ごみ）レンジャーもやって来る！！エコな体験

コーナーやイベントが満載です。体験コーナーや各食

べ物の販売もあります。皆様、遊びに来て下さいね♪ 

日 時 ： １１月１８日（日） １０：００～１６：００ 

場 所 ： 宇部市ときわ公園 

★問合せ★  

宇部市環境政策課  ＴＥＬ：３４－８２４９ 

●銀天にぎわい再生イベント 

第６回 まちなかエコ市場 
                 同時開催！！ 

フリーマーケットやエコ教室など、様々なイベントを開

催しております！ 

日時：１１月１０日（土） １０：００～１５：００ 

場所：銀天エコプラザ、中央街区公園及び野外ステージ 

 ※詳細は２面の団体紹介をご覧下さい！ 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
●●●●公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人    キリンキリンキリンキリン福祉財団福祉財団福祉財団福祉財団    平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度    キリンキリンキリンキリン・・・・子育子育子育子育てててて公募事業公募事業公募事業公募事業    
募集締切 ２０１２年１１月１１日（日） 当日消印有効  

●公公公公益財団法人益財団法人益財団法人益財団法人    エネルギアエネルギアエネルギアエネルギア文化文化文化文化････スポーツスポーツスポーツスポーツ財団財団財団財団    平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度    助成事業助成事業助成事業助成事業（（（（前期募集前期募集前期募集前期募集））））    
募集締切 ２０１２年１１月２０日（火） 当日消印有効 

●日本日本日本日本たばこたばこたばこたばこ産業株式会社産業株式会社産業株式会社産業株式会社（ＪＴ）（ＪＴ）（ＪＴ）（ＪＴ）    ２０１３２０１３２０１３２０１３年度年度年度年度ＪＴＪＴＪＴＪＴ    ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ助成事業助成事業助成事業助成事業    〈〈〈〈通常助成通常助成通常助成通常助成〉～〉～〉～〉～地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの再生再生再生再生とととと活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けてけてけてけて～～～～    

募集締切 ２０１２年１１月２０日（火） 必着 
●●●●公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人    マツダマツダマツダマツダ財団財団財団財団    青少年青少年青少年青少年をををを育育育育むむむむ市民活動助成事業市民活動助成事業市民活動助成事業市民活動助成事業    募集募集募集募集    
募集締切 ２０１３年１月１１日（金） マツダ財団事務所 必着 
問合せ先 公益財団法人 マツダ財団事務局 ＴＥＬ：０８２－２８５－４６１１ ＦＡＸ：０８２－２８５－４６１２ 
       E-Mail：mzaidan.sj@mail.mazda.co.jp HP：http://mzaidan.mazda.co.jp   ※詳細についてはお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

とき ところ 

11111111 月月月月 9999 日日日日（（（（金金金金））））10:00～12:00 宇部友宇部友宇部友宇部友のののの家家家家    

11111111 月月月月９９９９日日日日（（（（金金金金））））    19:00～20:30 

宇部友宇部友宇部友宇部友のののの家家家家（（（（要予約要予約要予約要予約））））    

☆ 電話で下記へご予約ください 

☆ 会費 300 円は当日受付でお願いします 

11111111 月月月月 11111111 日日日日（（（（日日日日））））    13:30～15:30 宇部友宇部友宇部友宇部友のののの家家家家    

11111111 月月月月 14141414 日日日日（（（（水水水水）））） 10:00～11:30    山陽小野田市民館山陽小野田市民館山陽小野田市民館山陽小野田市民館２２２２階会議室階会議室階会議室階会議室    

 

団体紹介～団体紹介～団体紹介～団体紹介～団体紹介～団体紹介～団体紹介～団体紹介～団体紹介～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇部友の会 

宇部市まちなか環境学習館「銀天エコプラ
「ときわミュージアム」「アクトビレッジおの」とともに、宇部市の環境学習拠点の

ひとつとなっているのが、「宇部市まちなか環境学習館（銀天エコプラザ）」です。 

学習スペースの提供や環境学習イベントの運営のほか、まちのにぎわいを取

り戻す活動も行っております。どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。 

 
銀天銀天銀天銀天にぎわいにぎわいにぎわいにぎわい再生再生再生再生イベンイベンイベンイベントトトト    第第第第 6666 回回回回まちなかまちなかまちなかまちなかエコエコエコエコ市場市場市場市場    

日時：11 月 10 日（土）10：00～15：00  

場所：銀天エコプラザ、中央街区公園及び野外ステージ 

銀天エコプラザ周辺で開催の「まちなかエコ市場」は、今回で 6 回目を迎えることとなりました。 

ダンスや歌など盛りだくさんなステージイベント、新鮮野菜の軽トラ市や、フリーマーケットなど、たくさ

んの出展ブースがあります。学習館では「エコ教室」などを行い、市民のみなさんに環境について考えていた

だく場をご提供したいと考えております。 

また、前回より「銀天にぎわい再生イベント」として、宇部市中央銀天街協同組合さんにご協力いただき、

アーケード内の活性化にも取り組んでいます。 

お誘いあわせの上、ぜひ足をお運びください。スタッフ一同、ご来場をお待ちしております。 

宇部市まちなか環境学習館「銀天エコプラザ」 

宇部市中央町二丁目１１番２１号 ＴＥＬ：０８３６-３９-８１１

宇部友の会は、現在、宇部、山陽小野田、阿知須地域に住む３０代から９０代の

１０１名の会員がいます。今年創立８０年を迎えました。心をこめた食事作り、整理さ

れた簡素な住まい、堅実な家庭経済のあり方、子どもの健やかな生活等について会

員同士がお互いに知恵を出し合って協力しながら学びつつ活動しています。毎年秋

に行われる家事家計講習会を今秋も５会場で開催します。内容をいくつかご紹介し

ますと・・・『我が家の教育費は大丈夫？～ライフプランから～』『家計簿と共に３９

年』『共働きの我が家の家計簿』等など盛りだくさんです。家計簿をつけたいけれどな

かなか続かないと言われる方は、つけられるヒントが見つかるかもしれません。たくさ

んのご参加をお待ちしています。 

２０１２２０１２２０１２２０１２年度年度年度年度        宇部友宇部友宇部友宇部友のののの会会会会    創立創立創立創立８０８０８０８０周年記念周年記念周年記念周年記念    家事家計講習会家事家計講習会家事家計講習会家事家計講習会    
☆参加費：３００円 

☆託 児：予約制・先着順 1 歳以上 

 （1 歳未満のお子様はごいっし

ょに会場にお入りください）    

☆託児料：２００円（保険料・軽食代含む） 

※会場によって内容は異なりますので、 

詳しくは、宇部友の会にお問い合わせ 

ください。 

★申込み・問合せ★   

宇部友の会 宇部市中村３－１２－５９－６  ＴＥＬ：３２－０００５ ＴＥＬ＆ＦＡＸ：８１－４９５５（中道） 

 

助  成  金  情  報 

家計講習会リハーサル↑ 



         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

●センスアップ講座  
～Ｂｅｔｔｙ♪さんと作るプチシュガー♪～ 

 
 角砂糖の上にバラやスズランなど９種類の飾りを作りま

す。どなたでも作れる可愛いプチシュガーでティータイムを

おしゃれに演出しませんか？プレゼントにも最適ですよ！ 

日 時：１２月１３日（木）１３：００～１６：００ 

場 所：宇部市民活動センター「青空」 

持参品：お盆（Ｂ４サイズ）、 

２０×３０センチ程度 

の入れ物（持ち帰り用） 

参加費：２，０００円 

（１８０個作ります）  

定 員：８名 
★申込み・問合せ★ 
宇部市民活動宇部市民活動宇部市民活動宇部市民活動センターセンターセンターセンター「「「「青空青空青空青空」」」」    
ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：３６３６３６３６－－－－９５５５９５５５９５５５９５５５ 

●グリム童話集誕生二百年記念 グリム童話を語る会 
 

グリム兄弟が近所の娘さんたちから聞き書きした話
を中心に、八十六話をまとめてグリム童話集をベルリン
のライマー社から出版して二百年が経ちました。 

知っているようで知らないグリム童話の話、聞いてみ
ませんか？ 
日 時：１１月２５日（日） １１月２９日（木） 

１０：３０～１２：３０（途中休憩あり） 
場 所：宇部市立図書館 １Ｆ 展示室 
参加費：無料 
内 容：２５日 こびととくつや ホレおばさんなど 

２９日 おおかみと七ひきのこやぎ など 
 ※託児はありませんので、お話を聞ける年齢のお子様
からお楽しみ下さい。 
★問合せ★ 
おはなしの会「ことばの森」 
やまぐち読書推進グループ「本の森」 

ＴＥＬ：２２－７０１３（樫部）５２－２８１２（藤岡） 

●ジャミン・ゼブ コンサート 
 
 あらゆるジャンルの楽曲を爽や 
かに歌いこなすスーパー・ヴォー 
カル・グループ！ 
日 時：１１月１４日（水） 

１８：３０～（開場） 
１９：００～（開演） 

場 所：宇部市文化会館 
３Ｆホール 

演奏曲：ルート６６、星に願いを 
             など 
入場料：指定席 ３，７００円 

自由席 一般 ３，０００円 
大学生以下 １，５００円 

（当日各５００円増）     
★申込み・問合せ★  

宇部音楽鑑賞協会 ＴＥＬ：３４－２３８４ 
 

●平成２４年１０月１日  
「障害者虐待防止法」が施行されました！！ 

 
★障害者虐待防止法とは  

障害者虐待防止法は、虐待によって障害者の権利や

尊厳が脅かされることを防ぐ法律です。虐待を受けてい

る障害者本人だけでなく、虐待をしてしまう家族など養

護者への支援が定められています。 

★対象となる障害者とは  

   身体障害、知的障害、精神障害、発達障害者や、そ

の他心身の機能の障害者で、社会的障壁により、継続

的に日常生活又は社会生活が困難で支援が必要な人

を対象としています。障害者手帳を取得していない場合

も含まれます。 

★障害者虐待に気づいたらまず相談を  

   虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は、速

やかに市虐待防止センターに通報することが義務として

定められました。また、虐待を受けている障害者本人も

届け出ができます。通報、届出をした方の秘密は守られ

ます。 

 ※詳細はお問合せ下さい。 
★問合せ★ 

宇部市障害者虐待防止センター（宇部市障害福祉課内） 

祝休日を除く月～金曜日（８時３０分～１７時１５分） 

ＴＥＬ：３４-８５２２ ＦＡＸ：２２-６０５２ 

上記以外（土・日曜日、祝日、夜間） 

ＴＥＬ：３１-４１１１ ＦＡＸ：２２-６０５２ 

●第２回 自転車まちづくりシンポジウム ｉｎ 宇部 
―自転車は車の仲間って、知っちょる？― 

  
日 時：１１月２３日（金・祝） 

１０：３０～１６：３０  
★ミニサミット・シンポジウム 
  ～各地の自転車走行環境は今～  

１０：３０～１２：３０ 
★まち歩きワークショップ  

１３：３０～１６：３０ 
 ★交 流 会 １６：５０～１８：００ 
場 所：宇部マテ・フレッセラ テニスコート管理棟 

（中央公園） 
参加費：無料（ただし交流会への参加は５００円） 
★申込み・問合せ★     ※※※※11/11/11/11/14141414 までにまでにまでにまでに要申込要申込要申込要申込みみみみ 

うべ交通まちづくり市民会議（うべこまち） 
ＴＥＬ：８５－９７２３（村上） 

 

●富士山の切手と絵葉書  
～世界文化遺産登録応援展示会～ 

 
 貴重な切手や懐かしの絵葉書をご覧あれ！ 

芸術の秋を彩る多様な富士山を、どうぞ心ゆくまで
ご鑑賞下さい。 
日 時：１０月２９日（月）～１１月９日（金） 

９：００～１９：００ 
場 所：宇部郵便局   参加費：無料 
★問合せ★ 
宇部郵趣会 ＴＥＬ：３３－３７７４（内藤） 

●第６７回 宇部フリーマーケット 
 
 物の価値を見直し、大切にするリサイクルの輪を広
げる、活気ある街づくりと交流の場です。今はもう売
っていない、まだまだ使える素敵なものに出会うチャ
ンスです！！ 
日 時：１１月２５日（日）７：００～１４：００ 
場 所：常盤公園東駐車場 
 ※参加者募集中！（業者の方は定員数になりました） 
★申込み★ 
 下の住所に葉書にてお申込み下さい。 

〒７５５－００８２ 
宇部市東小羽山４－８－２８ 蔵澄宛 

★問合せ★ 
宇部フリーマーケット事務局 
ＴＥＬ：０９０－７１３５－３７２９ 

（１７：００以降に限る） 



１１１１１１１１    月月月月    イ ベ ン トイ ベ ン トイ ベ ン トイ ベ ン ト 内内内内 容容容容    ■時間時間時間時間        ★★★★会場会場会場会場        ●●●●料金料金料金料金 申込申込申込申込みみみみ・・・・問合問合問合問合せせせせ    

～４ 
～
日 

宇部の風景展   ■１０：００～１７：００（土曜日１８時迄）月曜日休館 
★逍雲堂美術館 ●１Ｆのみ無料 

逍雲堂美術館 
21-2203 

～９ 
～
金 

富士山の切手と絵葉書 ～世界文化遺産登録応援展示会～ 
■９：００～１９：００ ★宇部郵便局 ●無料  

宇部郵趣会 
33-3774（内藤） 

～２
５ 

～
日 

まちなかアートフェスタ ｉｎ 新天町           ★新天町ハミングロード内  
※新天町落書きロードや巨大絵画新天町アーケード展など開催中！！ 

宇部新天町名店街 
協同組合事務所 

21-9887 

１・ 
１５ 

木 
ひびきの森 震災復興支援カフェ ～ひびきの森ファームで作った食材のランチをどうぞ～ 

■１１：００～１５：００★ひびきの森●ランチ５００円（要予約）※※※※毎月第毎月第毎月第毎月第１１１１・・・・第第第第３３３３木曜日営業中木曜日営業中木曜日営業中木曜日営業中！！！！    

ひびきの森 
090-9064-8075（西村） 

６・ 
２０ 火 

パソコンよろず相談      
■１３：００～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３０分 ５００円 ※※※※要予約要予約要予約要予約    

宇部市民活動センター 
36-9555 

７ 水 
竹田恒泰 ＤＶＤ上映会 『古事記を読む会』 
■１８：３０～２１：３０ ★護国神社 ●大人 ５００円 学生 １００円（お茶代含む） 

OneTwoPantu の会 
090-2007-5859（泊野） 

７． 
１４．
２１．
２８． 

水 
メルヘンこども園 未就園児の会  ★メルヘンこども園●２００円（材料・おやつ付き）    
■９：３０～１１：００ ▲内容：11/7、11/14 指編みで、かぎ針で（毛糸で作る遊び
ひも･遊び布作り）11/21、11/28 蜜蝋ろうそく・リース・飾り作り 

メルヘンこども園 
TEL＆FAX 51-9802 

９・ 
１１・
１４ 

金
・
日
・
水 

２０１２年度 宇部友の会創立８０周年記念 家事家計簿講習会  ※※※※詳細詳細詳細詳細はははは２２２２面参照面参照面参照面参照 
■１０：００～１２：００ ９日（２回目）１９：００～２０：３０（要予約）１４日 １０：００～１１：３０ 
 ★宇部友の家 １４日のみ 山陽小野田市民館２階会議室 ●３００円 

宇部友の会 
81-4955（中道） 

ＦＡＸ兼用 

１０ 土 
宇部おもちゃ病院・ふれあい自助具工房      ▼壊れたおもちゃをご持参下さい。       
■１３：００～１６：００ ★宇部市民活動センター       ※※※※毎月第毎月第毎月第毎月第２２２２土曜日開院中土曜日開院中土曜日開院中土曜日開院中！！！！    

宇部市民活動センター 
36-9555 

１０ 土 
第６回 まちなかエコ市場 
■１０：００～１５：００ ★宇部市まちなか環境学習館 「銀天エコプラザ」 

宇部市まちなか環境学習
館 「銀天エコプラザ」 

39-8110 
１０
～

12/2 

土
～
日 

日中国交正常化４０周年記念 茂雲色紙集原画展    ★逍雲堂美術館 
■１０：００～１７：００（土曜日１８時迄）月曜日休館●一般 ５００円 中・高校生３００円 

逍雲堂美術館 
21-2203 

１０～
１１ 

土
～
日 

うべマーケット                   ★銀天街アーケード及びルナーレ  
■１０日 １０：００～２０：００  １１日 １０：００～１６：００  ※※※※詳細詳細詳細詳細はははは表紙表紙表紙表紙参照参照参照参照 

うべ探検倶楽部 
39-7460 

１１ 日 
自立しない子の親の会 ～こどもがだんだん重くなる～ 
■１３：００～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３００円 ※※※※毎月第毎月第毎月第毎月第２２２２日曜日開催中日曜日開催中日曜日開催中日曜日開催中！！！！    

自立しない子の親の会 
070-6681-5915（黒川） 

１５ 木 
岡部賢二の心とカラダのスキルアップ講座 第５回 月のリズムでダイエット     

■１０：３０～１２：００★ライサスペース（宇部市）●１講座 ２，５００円▲定員：３０名 
地球役立隊 

070-5678-5314（梶井） 

１８ 日 
エコフェア２０１２ ｉｎ ＵＢＥ  
■１０：００～１６：００ ★宇部市ときわ公園 ●入場無料（各ブースで飲食物販売等あり） 

宇部市環境政策課 
34-8249 

１４ 水 
ジャミン・ゼブ ｊａｍｉｎ‘Ｚｅｂ コンサート    
■１８：３０～（開場）１９：００～（開演） ★宇部市文化会館３Ｆホール 
●指定席 ３，７００円 自由席 一般 ３，０００円 大学生以下 １，５００円（当日各５００円増） 

宇部市音楽鑑賞協会 
34-2384 

２２ 木 
小野俊一氏（院長の独り言）「フクシマの真実と内部被爆」～ＤＶＤ勉強会 
■１０：００～１２：００ ★善福寺（上条３丁目８－８） ●無料（要予約）  

放射能と子どもの未来
を考える会＠宇部 

090-2003-1913（国清） 

２３ 
祝
金 

第２回 自転車まちづくりシンポジウム ｉｎ 宇部 ―自転車は車の仲間って、知っちょる？― 

■１０：３０～１６：３０ ★宇部マテ・フレッセラ テニスコート管理棟（中央公園）  
●無料（ただし１６：５０～交流会 会費 ５００円） ※11/14 までに要申込み 

うべ交通まちづくり市
民会議（うべこまち） 

85-9723 

２４ 土 
てくてくまち歩き ～晩秋の美しい街路樹と記念碑から宇部のあゆみを！～ 
■１０：００～１２：００ ★集合：宇部市役所 ●無料 ▲定員：４０名     

宇部市観光交流課 
34-8353 

２５ 日 
第６７回 うべフリーマーケット  
■７:００～１４：００ ★常盤公園東駐車場 ●各ブースにて異なります 

宇部フリーマーケット事務局 

090-7135-3729（蔵澄） 

２５ 日 
第１回 コスモス フリーマーケット開催 出展者大募集！ ●全区画一律 ５００円 
■１０：００～１４：００（搬入受付９：００～９：４５） ★サテライト宇部駐車場内特設開場 

コスモスフリーマーケッ
ト実行委員会 

59-0500 

２５・
２９ 

日
・
木 

グリム童話集誕生二百年記念 グリム童話を語る会 
■１０：３０～１２：３０（途中休憩あり） ★宇部市立図書館１Ｆ展示室 ●無料 

やまぐち読書推進 
グループ「本の森」 
52-2812（藤岡） 

２６ 月 

妊婦さんの骨盤講座                      ※※※※毎月第毎月第毎月第毎月第４４４４月曜日開催中月曜日開催中月曜日開催中月曜日開催中！！！！！！！！    
■１０：００～１２：００ ★自宅（お申込み後ご案内） ●８００円 ▲持参品：骨盤ベルト 
▼定員：５名 ※メールにて要申込み E-Mail：sakura.mika@ezweb.ne.jp   

NPO 法人 日本 
マタニティ整体協会 

090-7545-1419（中村） 

１２１２１２１２    月月月月   

６～
９ 

木
～
日 

ひびきの森 うさとの服展                       
■１０：００～１８：００ ★ひびきの森 ●入場無料（服の購入も可能です） 

ひびきの森 
090-9064-8075（西村） 

７ 金 
ワンダードラムパフォーマンス 日本音楽企画 ティ・ジェイ･パル 
■１９：００～（開演） ★宇部市文化会館３Ｆホール ●３，０００円（当日５００円増） 

うべ★子ども２１ 
21-9114 

８～
９ 

土
～
日 

僕らのまっ黒体験！ウインタープログラム２０１２ ▼定員：１８名 ※11/25 までに必
着 
★アクトビレッジおの及びその周辺 ▲対象：小学校３年生～中学校３年生  

アウトドア・エデュケー
ション・スタディ事務局 

050-7577-0170 

１３ 木 センスアップ講座 ～Ｂｅｔｔｙ♪さんと作るプチシュガー♪～    ※※※※詳細詳細詳細詳細はははは３３３３面参照面参照面参照面参照 
■１３：００～１６：００ ★宇部市民活動センター ●２，０００円 ▲定員：８名  

宇部市民活動センター 
36-9555 

 


