
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

宇部市民活動センター「青空」 20１３．３．１ Vol．１４１ 

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。 

 

           ようやく宇部市民活動センター「青空にも、スクリーンやプロジェクターといった備品が備わりました。

センター外にも貸し出しを行いますので、お気軽にご相談くださいね！！ぜひぜひ、今後の活動にご活用ください♪ 

一般 登録団体 一般 登録団体 
品目 

宇部市民活動センター外使用（１日） 宇部市民活動センター内使用（１日） 

スクリーン １，０００円 ５００円 ２００円 １００円 

プロジェクター ２，０００円 １，０００円 ５００円 ２５０円 

アンプ（マイク３個付） ２，０００円 １，０００円 ５００円 ２５０円 

 ★問合せ先：宇部市民活動センター「青空」 ＴＥＬ：３６－９５５５（月～土 １０：００～１８：００） 

最近｢ファンドレイジング｣という言葉を聞かれたことがありますか？講座も開催されており、そういえば聞いたことがあるとい

う方もいらっしゃるのではないでしょうか。 

ファンドレイジングとは、英語で「ファンド（Ｆｕｎｄ）」＝お金を、｢レイズ（Ｒａｉｓｅ）｣=集める、募ることを言います。  

 市民活動団体が抱えている問題として｢会員不足｣、「高齢化｣、「スタッフ不足｣と並んで、｢活動資金の不足｣があげられてい

ます。団体の主な収入源は「会費収入」で、寄付金収入のある団体はまだまだ少ないのが現状です。 

 しかし、｢東日本大震災｣の際、宇部市においても多額の義援金が集まりました。ＮＰＯへの寄付についても｢今後してみたい｣

という個人が増えており、寄付の額も｢５，０００円以上、１万円未満｣が多くあり、将来に向けて期待が持てそうです。 

 また、人々が寄付をするＮＰＯを選ぶ際に重視する点は「寄付金の使い道が明らかであること」（６３．４％）、「ＮＰＯの活動の

目的や内容に賛同できること」（４１．１％）が大半で、社会的な評価の高さと寄付はあまり関係なく、まずは自分達の活動を知

ってもらい、賛同者を増やすための情報発信が重要です。ファンドレイジングはただお金を集めるためのものではなく、寄付を

通じて社会の問題への意識を高めてもらい、解決に向けて市民の参加を掘り起こす重要な活動です。 

 

 

 

３月１１日の｢東日本大震災｣、報道等での状況をみると、まだまだ復興への道は遠いようです。先日のニュースでも、

整地されただけのだだっ広い土地、若い人達がふるさとを出ていき、新一年生がゼロというところもあるようで、「忘れない

で」という被災地の皆さんの言葉が本当に胸に刺さります。 

 宇部市においても｢福島の子どもたちとつながる宇部の会｣の皆さんが下記のとおり市民の集いを開催されます。皆さん

も参加されませんか！ 

日 時：３月１０日（日）１３：００～１６：００ 場 所：ヒストリア宇部イベントホール 参加料：無料 

問合せ：宇部市民活動センター「青空」 TEL：３６－９５５５ 



 

 

 

 

 

 

 
     
●●●●公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人    公益推進協会公益推進協会公益推進協会公益推進協会    ２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年    夢屋夢屋夢屋夢屋    子子子子どもどもどもども夢基金夢基金夢基金夢基金＆＆＆＆災害救援災害救援災害救援災害救援ゆめゆめゆめゆめ基金基金基金基金＆＆＆＆環境保全環境保全環境保全環境保全ゆめゆめゆめゆめ基金基金基金基金    
    募集締切 ２０１３年３月７日（木） 必着（郵送の際は当日消印有効） 
問合せ先 公益財団法人公益推進会事務局 助成担当 高野 ＴＥＬ：０３－５４２５－４２０１ ＦＡＸ：０３－５４０５－１８１４ 
       E-mail：info@iva.jp  

●●●●（（（（公財公財公財公財））））山口県国際交流協会山口県国際交流協会山口県国際交流協会山口県国際交流協会    小規模助成金小規模助成金小規模助成金小規模助成金    &&&&グローバルグローバルグローバルグローバルやまぐちやまぐちやまぐちやまぐち国際活動支援事業国際活動支援事業国際活動支援事業国際活動支援事業費費費費補助金補助金補助金補助金    
    募集期間 ２０１３年４月１日（月）～５月３１日（金）  
問合せ先 公益財団法人山口県国際交流協会 ＴＥＬ：０８３－９２５－７３５３ ＦＡＸ：０８３－９２０－４１４４ 
       E-mail：yiea@yiea.or.jp URL：http://www.yiea.or.jp 

●●●●全労済全労済全労済全労済    地域貢献助成事業地域貢献助成事業地域貢献助成事業地域貢献助成事業    
    募集期間 ２０１３年３月１１日（月）～４月１０日（水） 必着 
 問合せ先 全労済 総務部内 地域貢献助成事業事務局（担当 長倉・加藤） ＴＥＬ：０３－３２９９－０１６１ 
 ＦＡＸ：０３－５３５１－７７７２ E-mail：90_eco@zenrosai.coop  

●●●●一般財団法人一般財団法人一般財団法人一般財団法人    愛山青少年活動推進財団愛山青少年活動推進財団愛山青少年活動推進財団愛山青少年活動推進財団    平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度    青少年健全育成事業青少年健全育成事業青少年健全育成事業青少年健全育成事業のののの助成団体募集助成団体募集助成団体募集助成団体募集    
    募集締切 ２０１３年４月２６日（金） １６：００ 必着（期限厳守のこと） 
 問合せ先 （一財）愛山青少年活動推進財団事務局 ＴＥＬ：０８３－９３２－２６６０ ＦＡＸ：０８３－９３２－２６５９（担当 古川） 

●●●●２０１３２０１３２０１３２０１３年度年度年度年度（（（（第第第第１１１１１１１１回回回回））））    ドコモドコモドコモドコモ市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体へのへのへのへの助成募集助成募集助成募集助成募集    
    募集期間 ２０１３年２月１日（金） ～３月２９日（金） 必着 
問合せ先 ＮＰＯ法人 モバイル・コミュニケーション・ファンド ＴＥＬ：０３－３５０９－７６５１ ＦＡＸ：０３－３５０９－７６５５ 
       E-mail：info@mcfund.or.jp URL：http://www.mcfund.or.jp/            ※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～ 

               

         

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（一社）ガールスカウト山口県連盟第１１

助  成  金  情  報  

お問合せ先   
（一社）ガールスカウト山口県連盟 
                第１１団 
代表理事 中根 京子 
ＴＥＬ・ＦＡＸ：０８３６－３２－０２８８  

★☆★あなたも（一社）ガールスカウト山口県連盟第１１団の活動に参加してみませんか！！★☆★ 

毎月２回の集会で、仲間と協力しながらガールスカウトの技術を身につけます。夏には団キャンプ、秋には市内の彫

刻清掃・自然観察、お正月にはお茶会・七草がゆなどの活動をしています。 

山口県内の行事では、夏に山口県キャンプ大会、秋にはきらら（就学前１年）ブラウニーラリー 

（小学１年～３年生）、春にはガールスカウト研修会でたくさんのお友達と楽しく活動をします。 

宇部市ふるさとコンパニオンの会 てくてくまち歩き  

「岡田屋の百手祭と松江八幡宮」へご案内ツアー 

～路線バスで行く、名刹・蓮光寺よりみちプラン！～ 
 
日  時：３月２４日（日） ８：３０～現地解

散 

集  合：ＪＲ宇部新川駅 

料  金：１，５００円（交通費＆ガイド料込） 

定  員：１０名   

オールジャンル★コス ｉｎ ときわ公園 
 
日  時：３月９日（土）  

１０：００～１６：３０（完全撤収１７：００） 

受付会場：ときわ湖水ホール ※雨天決行 

料  金：１，０００円（ときわ公園遊園地１日乗り放題 

チケット付の場合は２，０００円） 

駐車料金別途終日 ４００円 

定  員：５０名 

宿泊プラン オールジャンル★コス ｉｎ ＣＯＣＯＬＡＮＤ 
 
日  時：３月９日（土）～３月１０日（日）  

１８：００～翌日１５：００ 

宿泊場所：ＣＯＣＯＬＡＮＤ 

料  金：個人（シングル） ９，８００円（各１泊２食付） 

団体（５人部屋） １人 ９，０００円 

定  員：個人 ５名 団体１組（３～５名） 

※※※※公序良俗公序良俗公序良俗公序良俗にににに反反反反するするするする服装等服装等服装等服装等はははは禁止禁止禁止禁止ですですですです。。。。    

 

問合せ先 うべ探検倶楽部 

ＴＥＬ：３９－７４６０ 

Mail：info@ubetan.jp 

ＨＰ： http://ubetan.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●宇部友の会創立８０周年記念生活展 

日々の暮らしが人を育てる 
～物も自然も分かち合う社会へ～ 

 
日 時：３月１０日（日）・１１日（月） 

１０：００～１５：００ 
場 所：宇部友の家 
参加費：大人 ４００円  幼児 無料 

小学生以上高校生以下 １００円  
★やってみよう！ 体験コーナー  
調理実習 有料１００円・要予約 定員２４名 親子１２組 

 ３月１０日（日） ３月１１日（月） 

11:00～
11:30 

親子でクッキング 
（おやつ作り） 

備蓄用缶詰を使って 
（缶詰料理） 

12:00～
12:30 

親子でクッキング 
（おむすび作り） 

お米をもっと食べましょう
（簡単どんぶり） 

13:00～
13:30 

大豆をもっと 
食べましょう 

我が家のおやつ 

14:00～
14:30 

親子でクッキング 
（おやつ作り） 

味が決まる！ 
合わせ調味料 

★聞いてみよう！見てみよう！ ミニ講習会 
無料 ２階ホール 

 ３月１０日（日） ３月１１日（月） 

10:30 ～
10:50 

野菜たっぷり朝ごはん  
もしもの時、お鍋でご飯が
炊けますか？ 
（非常時の料理） 

11:30 ～
11:50 

魔 法 の鍋 帽 子こんな
ふうに使っています 

鍋帽子を使って 
エコクッキング 

12:30 ～
12:50 

家計「減収にへこたれ
ない」 

家計「初めて予算をたて
ました」 

13:30 ～
13:50 

我が家の防災グッズ キャベツ丸ごと使い切り 

14:30 ～
14:50 

もう１品あれば 
うれしい簡単おかず 

東日本大震災追悼 
ミニコンサート 

★申込み・問合せ★ 
宇部友の会 ＴＥＬ：３２－０００５  

●平成２４年度 環境サロン 
 
「自然保護と生物多様性保全」 
★宇部市生物多様性地域連携保全活動計画について 
日 時：３月 ７日（木）１９：００～２０：３０ 

「世代間の対話～倫理について考える」 
★宗教倫理について 
日 時：３月１６日（土）１５：００～１７：００ 

「省エネ対策を実行する」 
★自動車の省エネについて 
日 時：３月２０日（水）１９：００～２０：３０ 
★省エネルギー対策の重要性について 
日 時：３月２７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：各回３００円    
★申込み・問合せ★ ＴＥＬ：３９－８１１０ 

宇部市まちなか環境学習館「銀天エコプラザ」 
 

●山口県初上映！『降りてゆく生き方」 
 
 武田鉄矢主演！自然環境、発酵、いのち、まちづく
りなど生き方をテーマにした映画です。 
日 時：３月９日（土）２回公演！ 

①１０：００～（開場）１０：３０～（開演） 
②１３：３０～（開場）１４：００～（開演） 

場 所：シルバーふれあいセンター ふれあいホール 
参加費：一   般 １，５００円（当日各５００円増） 

小中高校生 １，０００円 ※全自由席 
★申込み・問合せ★ 

映画「降りてゆく生き方」山口上映事務局 

 ＴＥＬ：０７０－５６７８－５３１４（梶井） 

●宇部帆船模型の会 
第８回 木製帆船模型 初心者教室 受講者募集！ 

 
１５８８年ポルトガル艦隊のガレオン船である『サ

ン・マルタ』の帆船模型を作ります。 
日 時：４月１８日（木）より８か月間 

毎月第１・第３木曜日 
１３：００～１５：００ 

場 所：宇部市民活動センター「青空」 
費 用：３０，５００円（教材・工具費、指導料など） 
※夢とロマン『ミニ』帆船模型展 4/6 より開催！ 
 詳細は“あおぞら すけじゅ～る”を見てね！    
★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 
 

●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！！ 

 
 ついに英会話に夜のコースができました！初心者の
方も大歓迎です♪見学もできますよ！！ 
【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 
【英会話】 毎週木曜日（夜） 
初 級 １９：３０～２１：００ 
【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・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－－－－９５５９５５９５５９５５５５５５    

●「かたつむり」ひきこもり・ニートの親の会 
            ～子どもの将来と私の老後～ 
 
 心配事がある方、話を聞いてほしい方、経験談を聞
きたい方、どんな方でもお待ちしています！ 
日 時：３月１０日（日）１３：００～１５：００  
場 所：宇部市民活動センター「青空」 
参加費：３００円  ※※※※毎月第毎月第毎月第毎月第２２２２日曜日開催日曜日開催日曜日開催日曜日開催中中中中！！！！ 
★申込み・問合せ★ 
「かたつむり」ひきこもり・ニートの親の会 
ＴＥＬ：０７０－６６８１－５９１５（黒川） 

 

●第３回 自転車まちづくりシンポジウム ｉｎ Ｕｂｅ 
      車道の自転車市民権で歩道安全 
  
日 時：３月２３日（土）１３：００～１６：３０ 

１３：００～１４：２０ 講演：吉田長裕 
・国内外における自転車の交通安全に関わる課題 

～安全な走行空間の条件～ 
 １４：３０～１５：００ 発表：月川・村上 

・高齢者からみた自転車ヒヤリ・ハット調査 
～宇部の実態～ 

 １５：１０～１６：３０ 自転車まち歩き（自由参加） 

１７：３０～ 懇親会予定（宇部新川にて） 

場 所：ＵＰＲスタジアム（恩田野球場）第１会議室 
参加費：無料  定員：５０名 
★申込み・問合せ★ 

うべ交通まちづくり市民会議（うべこまち） 
ＴＥＬ：８５－９７２３ 



３３３３    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    

～３１ 
～
日 

山本ふみ子作陶展                             ★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 

５・ 
１９ 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・ 
２１ 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） 

９ 土 

山口県初上映！！ 『降りてゆく生き方』 
■１回目１０：００～（開場）１０：３０～（開演） ２回目１３：３０～（開場）１４：００～（開
演）★宇部市シルバーふれあいセンター ふれあいホール  
●一般 １，５００円 小中高生 １，０００円（当日各５００円増） 全自由席    

映画「降りてゆく生き
方」山口上映事務局 

070-5678-5314（梶井） 

９ 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 

９ 土 

うべ探検博覧会 通年型モニタープログラム オールジャンル★コス ｉｎ ときわ公園 
■１０：００～１６：３０（完全撤収１７：００） ★ときわ湖水ホール（受付）※雨天決行 
●１，０００円（ときわ公園遊園地１日乗り放題チケット付の場合は２，０００円）  
別途駐車料金４００円 ▼定員：５０名 ※詳細は２面参照 

うべ探検倶楽部 
39-7460 

１０ 日 
「かたつむり」ひきこもり・ニートの親の会 ～子どもの将来と私の老後～ 
■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！！！！    

「かたつむり」ひきこも
り・ニートの親の会

070-6681-5915（黒川） 

１０ 日 
３・１１被災地に思いをよせる宇部市民の集い～忘れていませんか？２年前の出来事…～ 
■１３：００～１６：００ ★ヒストリア宇部イベントホール ●無料  

宇部市民活動センター 
36-9555 

１０ 日 
“宇宙の部屋”宇部市で初 ミネハハコンサート             ▼定員：５０名 
■１８：００～（開場） １８：３０～（開演） ★ひびきの森 ●２，５００円（当日５００円増） 

ひびきの森 
090-2007-5859（泊野） 

１０・
１１ 

日
・
月 

宇部友の会創立８０周年記念生活展      ★宇部友の家 ※詳細は３面参照 
■１０：００～１５：００ ●大人 ４００円 小学生以上高校生以下 １００円 幼児 無料 

宇部友の会 
32-0005 

１５ 金 
ヨウさんの木削り教室 
■１８：３０～２１：３０ ★ひびきの森 ●大人 ３，０００円 学生 ２，０００円 

ひびきの森 
090-9064-8075（西村） 

１６ 土 
第１２回 ＮＰＯ法人 うべ★子ども２１ 高学年 文化まつり 
■１８：００～（予定です お問合せください） ★シルバーふれあいセンター  
内容：小学４年生以上の子どもたちが自分たちで考えて創った舞台発表会です 

NPO 法人  
うべ★子ども２１ 

21-9114 

１７ 日 

Ｌｅｔ‘ｓ ｅｎｊｏｙ ｃｏｏｋｉｎｇ ｗith us！！ Ａsian curry＆others 
 易しい英語（日本語混じり）を使い料理を作り味わってみませんか？                

■１０：００～１４：３０ ★宇部市男女共同参画センター ●大人８００円 子ども２００
円 ▼定員：３０名 ▲対象：料理を作ること食べることに興味がある方   

ザ・フレンドシップ 
フォース・オブ山口 

41-0433（富永） 

２３ 土 
銀天にぎわい再生イベント 第７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」  
▲内容：歌やダンスのステージ、フリーマーケット、エコ教室など ※※※※うべうべうべうべマーケットマーケットマーケットマーケット同時開催同時開催同時開催同時開催！！！！ 

宇部市まちなか環境学
習館「銀天エコプラザ」 

39-8110 

２３ 土 
第３回 自転車まちづくりシンポジウム ｉｎ Ｕｂｅ 車道の自転車市民権で歩道安全 
■１３：００～１６：３０★UPR スタジアム（恩田野球場）第１会議室●無料▼定員：５０名 

うべ交通まちづくり市
民会議（うべこまち） 

85-9723 

２４ 日 
てくてくまち歩き～岡田屋の百手祭と松江八幡宮～       ●無料 ▼定員４０名 
■１０：００～（的射は１２：３０～１６：００頃） 終了後に餅まき ★松江八幡宮（集合）     

宇部市観光交流課 
34-8353 

２４ 日 
辻 幹雄１１弦ギターコンサート 
■１８：３０～（開演） ★ひびきの森 ●チケット ３，０００円 

ひびきの森 
090-9064-8075（西村） 

２４ 日 
第６８回 フリーマーケット 参加者募集！  ※業者の方は定員数になりました 
■７：００～１４：００ ★常盤公園東駐車場（雨天中止） 

宇部フリーマーケット 
事務局 

090-7135-3729 

２４ 日 

うべ探検博覧会 通年型モニターツアー てくてくまち歩き 
『岡田屋の百手祭と松江八幡宮』へご案内ツアー ～名刹・蓮光寺よりみちプラン～ 
■８：３０～現地解散 ★ＪＲ宇部新川駅 ●１，５００円（交通費＆ガイド料）  
▼定員１０名 ※3/21（木）までに要申込み 

うべ探検倶楽部 
39-7460 

２７ 水 
民俗芸能アンサンブル若駒 ずっこけ狂言ばなし『ぽんとこまいのがらりんちーん』 
■１９：００～ ★宇部市福祉会館４Ｆ ●会員 無料 一般チケット ２，５００円 

  NPO 法人  
うべ★子ども２１ 

21-9114 

３１ 日 
ＥＣＯ ＣＯＮＣＥＲＴ２０１３ 宇部マテエココンサート２０１３    ★宇部市文化会館          
■１５：００～（開場） １５：３０～（開演） ●１，０００円（当日 １，２００円） 

宇部マテ ECO 
CONCERT 実行委員会 

35-1231 

４４４４月月月月   

６・ 
２０ 土 

ガイドつき ウォーキング・イベント ぐるるん山口フェスタ 
「まちなか彫刻散策 宇部の財産である野外彫刻を観ながら、歩きましょう！」 

■１０：１５～１３：００（約３時間程度） ★ＪＲ宇部新川駅（１０：１０集合） 
●３００円程度（飲み物代） ▲定員：５０名 

宇部市観光交流課 
34-8353 

６～ 
１０ 

土
～
水 

夢とロマン 『ミニ』帆船模型展            ▲出展者：宮本光行 寺井勝 
■９：３０～１７：３０ ★山口宇部空港国内線ターミナルビル２階ロビー ●無料 

宇部市民活動センター 
36-9555 

１１～
5/26 

木
～
日 

誕生１００年 松田正平展 ～悠久の周防灘～         
■９：００～１７：００（入館は１６：３０まで 月曜日休館） ★山口県立美術館 
●一般 ９００円 シニア ７００円 学生 ７００円  

松田正平展 
実行委員会 

083-925-7788 
（山口県立美術館内） 

 


