
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

宇部市民活動センター「青空」 20１３．１．１ Vol．１３９ 

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。 

 明けましておめでとうございます。２０１３年の門出をみなさん、いかがお迎えになったでしょうか。お陰さまで市民活動セ

ンター「青空」も利用される方が増え続けており、さらに市民活動が活発になるよう、今年もお手伝いさせていただきます

ので、市民団体はじめ多くの皆さんのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 また「青空」を運営しておりますＮＰＯ法人「うべネットワーク」は、宇部市との協働で、「うべ探検博覧会」を展開、昨年は

まちあるきの全国サミットを宇部で開催する一方、市とともに東日本大震災で被災したいわき市の小学生を夏休みに宇部

に招待するなど、活動の枠を広げてまいりました。 

今年は１９９８年にＮＰＯ法が成立して１５年の節目を迎えます。この間、宇部市内でもＮＰＯ法人が増加し、分野も街づ

くりをはじめ、福祉、子育て、教育など多方面にわたっております。半面で、ＮＰＯを始め多くの市民団体が資金不足や会

員の高齢化に悩みを抱えており、市民活動も一つの曲がり角に差し掛かっているのではないでしょうか。 

そうした中、昨年はそれまでハードルが高かった認定ＮＰＯの取得条件が大幅に緩和されるなど、市民活動に追い風

も吹くようになりました。市内ではまだ認定ＮＰＯを取得した団体はありませんが、市民活動の盛り上げのためにも取得を

目指す団体の支援をしてまいりたいと考えています。 

これからも市民、行政、企業の方々も含めてパートナーシップによる宇部飛躍の原動力となるべく、努力を続けて参りま

す。今年も一年、どうかよろしくお願い致します。               

（ＮＰＯ法人 うべネットワーク 理事長 脇 和也） 

新春新春新春新春のののの講座講座講座講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

中核的人材中核的人材中核的人材中核的人材のののの育成事業育成事業育成事業育成事業    ｢地域コーディネーター養成講座｣ 
協働推進、市民参加のまちづくりに欠かせない地域コーディネーターの育成を講座です。地域コーディネ

ーターに求められる６つの力、コミュニケーション、ファシリテーション、企画、ＰＲ、ネットワーク、組

織経営力等の基礎と実践を学びます。ぜひご参加ください。 

★日時：第１回  Ｈ２５ １月１９日 (土) １３：００～１６：００  

第２回     １月２０日（日）１０：００～１６：００   

第３回     ２月 ２日（土）１３：００～１６：００ 

第４回     ２月 ３日（日）１０：００～１６：００  

主催：ＮＰＯ法人うべネットワーク 



 

 

 

 

 

 

 
     
●●●●中国労働金庫中国労働金庫中国労働金庫中国労働金庫    ２０１２２０１２２０１２２０１２年度年度年度年度    中国中国中国中国ろうきんろうきんろうきんろうきんＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ助成金制度助成金制度助成金制度助成金制度    
    募集締切 ２０１３年１月１５日（火） 〆切 
●●●●公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人    日立環境財団日立環境財団日立環境財団日立環境財団    ２０１３２０１３２０１３２０１３年度年度年度年度（（（（第第第第１２１２１２１２回回回回））））    環境環境環境環境ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ助成助成助成助成    
    募集締切 ２０１３年１月１８日（金） 当日消印有効 
●●●●ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人    やまぐちやまぐちやまぐちやまぐち県民県民県民県民ネットネットネットネット２１２１２１２１    ろうきんろうきんろうきんろうきんＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ寄付寄付寄付寄付システムシステムシステムシステム    ２０１２２０１２２０１２２０１２年度年度年度年度    寄付金配分団体募集寄付金配分団体募集寄付金配分団体募集寄付金配分団体募集    
    募集締切 ２０１３年１月２５日（金） 必着 
●●●●一般財団法人一般財団法人一般財団法人一般財団法人    セセセセブンブンブンブン－－－－イレブンイレブンイレブンイレブン記念財団記念財団記念財団記念財団    ２０１３２０１３２０１３２０１３年度年度年度年度    公募助成公募助成公募助成公募助成    
    ①①①①植花助成植花助成植花助成植花助成    ②②②②清掃助成清掃助成清掃助成清掃助成    ③③③③広域連携促進助成広域連携促進助成広域連携促進助成広域連携促進助成    ④④④④自立事業助成自立事業助成自立事業助成自立事業助成    ⑤⑤⑤⑤活動助成活動助成活動助成活動助成    ⑥⑥⑥⑥地球温暖化対策助成地球温暖化対策助成地球温暖化対策助成地球温暖化対策助成    
募集締切 ２０１３年１月３１日（木） 当日消印有効 

●●●●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市民活動市民活動市民活動（（（（助成事業助成事業助成事業助成事業））））    募集募集募集募集    
募集締切 ２０１３年１月１１日（金） マツダ財団事務局 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/ 

●●●●地球環境基金助成金地球環境基金助成金地球環境基金助成金地球環境基金助成金    
募集期間 ２０１３年１月４日（金）～１月２５日（金） 必着 
問合せ先 独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金部 地球環境基金課  

ＴＥＬ：０４４－５２０－９５０５ ＦＡＸ：０４４－５２０－２１９０ HP：http://www.erca.go.jp/jfge/index.html   
●●●●公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人    信頼資本財団信頼資本財団信頼資本財団信頼資本財団    共感助成共感助成共感助成共感助成    
    募集締切 随時募集                                      ※詳細はお問合せ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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～ 

               

         

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとづくりネットワーク 

ＮＰＯ法人 おもしろファー

助  成  金  情  報  

ひとづくりネットワーク 代表：内海 美樹  

ＴＥＬ・ＦＡＸ： ０８３６－４３－９２７０ 

元氣創造元氣創造元氣創造元氣創造    ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人おもしろおもしろおもしろおもしろファームファームファームファーム 

新天町商店街の中にある水神様匠学校で「脳の健康教室」を主催しています。 

「まちづくり」は「ひとづくり」ととらえ、水神様匠学校の利用者が元気になる活動を通じ

て中心市街地の賑わいづくりのお手伝いができるようにと、教室運営を心がけています。

１２月７日にはミニライブを開催し、買い物客やむべの里の利用者など６０数名でコーラス

を楽しみました。 

また人物画サークルや写真教室、英会話サロンといった各種教室では、体験学習を希

望される方を随時募集しております。お気軽にお問い合わせ下さい。 

コーラスコーラスコーラスコーラスをををを楽楽楽楽しむしむしむしむ    
    

 ほほえみコーラスのみなさんによる 
 ミニストリートライブを開催しました！！ 
12 月７日（金）  11 時 15 分～11 時 40 分 

ファームプラザ新天町  
◆花は咲く ◆四季のうたほか全 6 曲 

お越し下さいました皆様、ありがとうございました。 

問合せ先：特定非営利活動法人 おもしろファーム   ＴＥＬ： ０８３６－３２－６３９６ 

はじめまして。ひとづくりネットワークと申します。私たちは「つながること」で

地域の問題の解決を図る団体です。「一人一人の力は小さくても、力を出し合

えば大きな力になり、皆で取り組めば解決できることはたくさんある！」をモット

ーに活動しています。活動拠点は宇部市東岐波にあり、施設名は「てとてと 

だんごむし」といいます。てとてとゆっくり自分のペースで、手と手をとりあい活

動していこうという願いと「だんごむし」は子どもが好きな虫のひとつだから、皆

さんに愛される施設になりたいという願いが込めれらています。ここは誰もが気

軽に集え、様々な交流や活動を行う場を提供しています。 

手芸やパソコン、園芸、そば打ちなど様々な講座を設け、これらの講座を通

して交流の輪が広がることを期待して行っています。活動内容は機関誌を発

行して、活動センターや図書館などに置いていただいていますので、手にとっ

て頂けたら幸せます。 



●僕らのまっ黒体験！ハイキングプログラム２０１３ 
 
 小学生を対象にした、ハイキング・イチゴ狩りが体
験できる楽しいプログラムです！興味がある方はぜひ
お問合せ下さい♪ 
日 時：１月２０日（日）１０：００～１５：００ 
場 所：糸根地区公園周辺（山陽小野田市） 
対 象：小学１年生～６年生  定 員：１０名 
★申込み★  ※1/10（木）までに必着 

詳細は「行事募集要項」「参加申込書」をご請求下
さい。参加申込書を確認後、受付とさせて頂きます。 
★問合せ★ 

アウトドア・エデュケーション・スタディ事務局 
ＴＥＬ：０５０－７５７７－０１７０ 
E-mail：info@oe-study.com 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

●宇部市民活動センター「青空」  
平成２５年度 語学教室 受講生募集！！ 

 
 習い事をしたい、興味がある、語学力を身につけた

い、そんな方にお勧めです。教室の様子などが気にな

る方は、ぜひお気軽に見学してみて下さいね♪ 

３月からスタートです！！（先着順・定員になり次第終了します） 

【英会話】 毎週月曜日 

中級① １０：３０～１２：００ 

初 級 １２：３０～１３：５０ 

中級② １４：００～１５：３０ 

【韓国語】 毎週水曜日 

初心者 １０：００～１１：００ 

初 級 １１：３０～１２：３０ 

初 級 １４：００～１５：００ 

中 級 １５：３０～１６：３０ 

【韓国語】 毎週月曜日（夜） 

初心者 １９：００～２０：００ 

中 級 ２０：００～２１：００ 

【中国語】 毎週金曜日 

上 級 １０：００～１１：３０ 

初 級 １２：３０～１３：５０ 

【中国語】 毎週水曜日（夜） 

初 級 １８：４５～２０：００ 

中 級 ２０：１５～２１：３０ 

月 謝：毎月 ２，０００円（教材費別途徴収） 

場 所：宇部市民活動センター「青空」 

★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    

※日曜日、祝日はお休みです。お電話にて要申込み 

  

              ←授業風景 

 

 

 

 

 

 

クリスマス会→ 

●平成２４年度 環境サロン 
 

身近な環境問題などをテーマに、みんなで気軽に学び

語り合える場です。一度だけの参加も歓迎します！ 

「自然保護と生物多様性保全」 
★生物多様性保全地域連携の仕組みづくり戦略 

日 時：１月１０日（木）１９：００～２０：３０ 

「世代間の対話～倫理について考える」 
★生命倫理について 

日 時：１月１９日（土）１９：００～２１：００ 

「省エネ対策を実行する」 
 ★省エネの家づくり 

日 時：１月２３日（水）１９：００～２０：３０ 

場 所：宇部市まちなか環境学習館「銀天エコプラザ」 

参加費：３００円    

★申込み・問合せ★  

宇部市まちなか環境学習館「銀天エコプラザ」 

ＴＥＬ：３９－８１１０ 

● 第１回 山口ハートフォーラム  
～『むかしＭａｔｔｏの町があった』 映画上映～ 

 
 障がい者の方が地域の中で普通に暮らし、働き、愛
し、「自分らしさ」を取り戻すことの出来る地域社会
が、今求められています。 
日 時：２月９日（土）  

９：３０～１７：００ 
    受付 ９：００～ 
    大熊一夫先生講演会 
    １０：３０～１２：００ 
    映画１部上映会  

１３：００～１４：３６  
映画２部上映会 
１５：００～１６：４２ 

場 所：山口県セミナーパーク講堂 
定 員３００名（先着順）※1/21（月）までに要申込み 
参加費：一般者 ２，０００円（資料代含む） 
    当事者 １，０００円 
★申込み・問合せ★      

ＮＰＯ法人 ふらっとコミュニティ 
ＴＥＬ・ＦＡＸ：２１－１５５２ 

●第２３回 子供スキー教室 
 
日 時：２月２日（土） 

受付 ２１：００～ 出発 ２２：００ 
２月３日（日） 帰着・解散予定 １８：００ 

場 所：芸北高原 大佐スキー場 人工降雪機有り 
    （宇部市役所前集合及び解散） 
対 象：小学校３年生～６年生・中学生 
参加費：小学生 １１，５００円  

中学生 １３，５００円 
（講習料・昼食・保険・バス代等含む） 

    リフト券 ２，５００円（９時間分） 

スキー靴・板セット及びウエアレンタル  
各 ２，５００円（自己負担） 

定 員：５０名（先着順） 応募者応募者応募者応募者２５２５２５２５名以下名以下名以下名以下のののの場合場合場合場合はははは中止中止中止中止    

★申込み★ 
ハガキ・ＦＡＸ・E-mail のいずれかで、1/23(水)まで

に、下記を記載の上お申込み下さい。 
住所・氏名（ふりがな）・年齢・学年・性別・血液型・

身長・体重・靴のサイズ・ウエアのレンタルの有無・ブ
ーツと板のレンタルの有無（必ず記載して下さい）・保
護者の氏名・連絡先 ※受付後、詳細をご連絡します。 
★問合せ★ 

宇部キャンプ協会事務局 
住 所：〒７５５－０２４１ 

宇部市東岐波５５８９番地Ａ－１０１ 
ＴＥＬ・ＦＡＸ：３８－５１１３ 
E-mail：ubecam@mx4.et.tiki.ne.jp 



 

１１１１    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    

～５ ～
土 

サンタ・クロスロード２０１２ Ｘｍａｓイルミネーション ｉｎ 宇部 
■点灯時間 １７：００～２４：００（毎日）  ●無料 
★ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部前交差点～中央銀天街・銀天プラザまで 

宇部未来会議 
090-7503-7370 

８～ 
2/17 

火
～
日 

雪景色展                                ★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 

１２ 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 

１２ 土 
宇部野鳥保護の会 ～ガン・カモ観察会～ 
■９：００～１５：００ ★ときわ常盤湖、小路池（上宇部）、空港遊水池、厚東川河口ほか 
集合場所：ときわ公園西駐車場（菖蒲池側） ●無料 

宇部野鳥保護の会 
090-1357-5762（崖） 

１３ 日 
自立しない子の親の会 ～今年こそ～ 
■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 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 

１７ 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） 

１７ 木 
岡部賢二の心とカラダのスキルアップ講座  

第６回 望診法入門 顔を見れば内蔵の不調がわかる     

■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） 

１７ 木 
平成２４年度（活動団体向け）助成金ｾﾐﾅｰ みつけよう！自分たちにピッタリな助成金 
■１３：００～１６：００（１２：３０～） ★山口県社会福祉会館大ホール ●無料 
▼定員：５０名 ※電話等にて要申込み 詳細はお問合せ下さい。 

公益財団法人 
山口きらめき財団 

083-929-3600 

２０ 日 
僕らのまっ黒体験！ハイキングプログラム２０１３     
■１０：００～１５：００ ★糸根地区公園周辺(山陽小野田市) ▲対象：小学校１年生
～６年生 ▼定員：１０名 ※詳細はお問合せ下さい 1/10 までに申込書必着 

アウトドア・エデュケー
ション・スタディ事務局 

050-7577-0170 

２６ 土 

第１０回 身近な環境問題について化学企業と対話する会 
（宇部地区レスポンンシブル・ケア対話集会） 

■１３：００～１６：３０ ★セントラル硝子㈱宇部工場 ●無料 
▼内容：工場説明・見学、山口県の保安状況、グループ討議など 

一般社団法人  
日本化学工業協会 
ＲＣ委員会宇部支部 

22-5028 

２６ 
・

2/23 
土 

２０１２年度 小学校英語指導法講座 （全６回）     

■１３：００～１６：００ ★山陽小野田市「きらら交流館」 ●受講料無料（教材費１万円） 
▼定員：５０名  ※詳細はお問合せ下さい。 

NPO 小学校英語教育支
援協会（きらら交流館内） 
090-4696-2872（木島） 

２６ 土 
てくてくまち歩き ～ときわ公園の可愛い冬鳥たち～ 
■１０：００～１２：００ ★ときわ公園正面入口（集合） ●無料 ▲定員：４０名 

宇部市観光交流課 
34-8353 

２２２２月月月月   

２ 土 

長生炭鉱水没事故７１周年犠牲者追悼集会  ～追悼碑完成記念！～  
■除幕式 １１：００～１２：００ 追悼集会 １４：００～１６：００ 追悼碑完成記念祝賀
会１８：００～ ★除幕式：床漁港前 追悼集会：宇部市シルバーふれあいセンターホ
ール 追悼碑完成記念祝賀会：国際ホテル ７Ｆ 中国料理桃花林 ●祝賀会：５，０
００円（事前に要申込み） ※※※※朗読劇朗読劇朗読劇朗読劇「「「「アボジアボジアボジアボジはははは海海海海のののの底底底底」」」」もももも上映上映上映上映！！！！宇部市民宇部市民宇部市民宇部市民がががが多数出演多数出演多数出演多数出演！！！！！！！！    

長生炭鉱の“水非常”
を歴史に刻む会 

21-8003 

２ 土 

第３回 おいでませ！山口 観光案内人検定 
■受付 １２：００～１２：４５ ガイダンス １２：４５～１３：００  
筆記試験 １３：００～１４：００ 実技体験 １５：００～１６：３０  
★山口県総合保健会館 ●無料 ▲定員：３００名  
▼受験資格：不問（学生さん・県外の方もＯＫ！） ※1/25 までに要申込み 

おいでませ！山口観光
案内人検定事務局 

083-932-4919 

２～
３ 

土
～
日 

第２３回 子供スキー教室     
■2/2 受付 ２１：００～ 出発 ２２：００～  2/3 帰着・解散予定 １８：００ 
★芸北高原 大佐スキー場 人工降雪機あり▲対象：小学校３年生～６年生・中学生 
▼定員：５０名 ●小学生 １１，５００円 中学生 １３，５００円（その他諸経費自己負担）  

※その他詳細は３面参照 1/23（水）までに要申込み 

宇部キャンプ協会 
38-5113 

９ 土 

第１回 山口ハートフォーラム ～『むかしＭａｔｔｏの町があった』 映画上映～ 
■９：３０～１７：００（受付 ９：００～） ★山口県セミナーパーク講堂  
●一般 ２，０００円（資料代含） 当事者 １，０００円 ▼定員：３００名（先着順）  
※1/21（月）までに要申込み 詳細は３面参照 

NPO 法人  
ふらっとコミュニティ 

21-1552 

１６ 土 

アキラさんとまこと君 ふたりのオーケストラ 
■１４：３０～（開場） １５：００～（開演） ★宇部市渡辺翁記念会館  
●全席指定 Ｓ席 一般 ４，５００円 大学生以下 ２，０００円 Ａ席 一般 ３，５００
円 大学生以下 １，５００円（当日各５００円増）６歳以上入場不可 

宇部音楽鑑賞協会 
34-2384 

１７ 日 
小さな子どもたちのための人形劇 

『ビーンズ・ドリーム～まめちゃんのゆめ～』『パンツでパンツ』 

※詳細はお問合せ下さい。  

NPO 法人 
うべ★子ども２１ 

21-9114 

２２ 金 
一般公開講座 『聴くってなあに？』                  
■１０：００～１２：００（９：３０～受付） ★メルヘンこども園 ▲講師：竹田 喜代子 
●５００円 ▼託児：３００円（会員 無料）  

メルヘンこども園 
TEL＆FAX 51-9802 

 


