
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

宇部市民活動センター「青空」 20１３．４．１ Vol．１４２ 

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センセンセンターターターター｢｢｢｢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。 

今年も新天町子どもまつりを開催します！！毎年来られる方にも、初めて来られる方にも楽しめるイベントをたくさん

企画して、みなさまのお越しをお待ちしております！！大人も子どももいらっしゃいませ♪ 

参加団体もまだまだ募集しております！！５月５日（日）は『ハミングロード新天町』で一緒に遊びましょう！！！ 

【参加団体】  計２６団体 
宇部市少年少女発明クラブ、宇部市レクリエーション協会あそびの城うべ、ワ

ーカースコープセンター事業団山口宇部出張所、宇部おもちゃ病院、「かたつ

むり」ひきこもり・ニートの親の会、メルヘンこども園、豊言倶楽部、環境まなび

研究所、企業組合 長州侍、ＮＰＯ法人うべ環境コミュニティー、ＦＣＡ（おとも

だちコンテンポラリーアート）、宇部市スポーツチャンバラ協会、厚南手話会、

小野湖の水を守る会、（公社）日本３Ｂ体操協会山口県支部、ｓａｋｕｒａ～くりす

たるここ、うべ地域ＳＮＳ研究会、吉冨彰、松原酒店、（株）ＡＫＲＧｒｏｐｅ（ｄｕ

ｅ）、あそぼうよ～、全国健康生活普及協会、野原子ども和太鼓、おもちゃ屋ト

キ、ＣＲＵＮＫ ＤＡＮＣＥ ＳＴＵＤＩＯ、ＮＰＯ法人うべネットワーク 

 

毎年恒例毎年恒例毎年恒例毎年恒例のののの、、、、『『『『けんけんけんけん玉玉玉玉選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会』』』』

のののの参加者参加者参加者参加者をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています！！！！技技技技のののの部部部部

やもしやもしやもしやもしカメカメカメカメ選手権選手権選手権選手権のののの部部部部でででで競競競競いますいますいますいます。。。。    

さぁさぁさぁさぁ、、、、我我我我こそはこそはこそはこそは！！！！とととと思思思思われるけんわれるけんわれるけんわれるけん玉玉玉玉

達人達人達人達人のののの子子子子どもどもどもども達達達達、、、、集集集集まれまれまれまれ！！！！    

各各各各１１１１位位位位～～～～３３３３位位位位にはにはにはには賞状及賞状及賞状及賞状及びびびびトロフトロフトロフトロフ

ィーィーィーィーのののの授与授与授与授与がありますがありますがありますがあります！！！！    

★★★★体験体験体験体験・・・・展示展示展示展示コーナーコーナーコーナーコーナー    
自然力バランス体験、ガラスのマドラー作り、子ども対象のワー

クショップ（美術体験）、雑貨販売、フリーマーケット、３Ｂ体

操体験コーナー、子どもの作品展示、けん玉、プラ板キーホルダ

ー、ストークスティック、お手玉、メダルキーホルダー、バザー、

遊休品等販売、おもちゃの修理、和太鼓演奏、かるた取り、郷土

の古写真を集めて、子どもの３Ｂ体操発表、環境アンケート調査、

環境エコ教室・紙芝居、骨盤ゆがみチェック、スポーツチャンバ

ラ体験、ゲーム、パネル展示 

★★★★食食食食べべべべ物物物物・・・・バザーバザーバザーバザー    
綿菓子、ビール・お茶・ジュース、Ｂ級グルメグランプリ（美祢

市）のカルストーネ（ピザ）、うどん、ねぎ焼き、揚げパン、揚

げたこ焼き、やきとり、ぜんざい、フランクフルト 

 

 ★★★お知らせ★★★  
 センター利用者会議及び子どもまつり打合
わせ会議を開催します！！ 
日日日日    時時時時：：：：４４４４月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（木木木木））））    １９１９１９１９：：：：００００００００～～～～２１２１２１２１：：：：００００００００    

活動のＰＲや他団体との交流の場ですので
お気軽にどうぞ。皆様のご参加をお待ちして
おります。 

子どもまつりの参加予定の団体は、打合せ
会議には必ずご出席下さい。 

 



 

 

 

 

 

 

 
     
●●●●（（（（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費補助金国際活動支援事業費補助金国際活動支援事業費補助金国際活動支援事業費補助金    
    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 

●●●●平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度    市民活動提案市民活動提案市民活動提案市民活動提案サポートサポートサポートサポート助成金交付助成金交付助成金交付助成金交付    
    募集期間 ４月１日（月）～５月１日（水）   問合せ先 宇部市市民活動課 ＴＥＬ：３４－８２３３  
●●●●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 
●●●●社団法人社団法人社団法人社団法人    生命保険協会生命保険協会生命保険協会生命保険協会    平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度「「「「子育子育子育子育てててて家庭支援団体家庭支援団体家庭支援団体家庭支援団体にににに対対対対するするするする助成活動助成活動助成活動助成活動」」」」    
    募集期間 ２０１３年３月１日（金）～４月３０日（火）  当日消印有効 
問合せ先 生命保険協会「子育て家庭支援団体に対する助成活動」事務局 ＴＥＬ：０３－３２８６－２６４３ 

 ＦＡＸ：０３－３２８６－２７３０ ＵＲＬ：http://www.seiho.or.jp/ 
●●●●平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度    新新新新きらめききらめききらめききらめき財団助成事業募集財団助成事業募集財団助成事業募集財団助成事業募集  

育成支援コース ①スタートアップ助成事業 ②ステップアップ助成事業 
チャレンジプロジェクト支援コース ①県民活動助成事業 ②男女共同参画助成事業 ③文化活動助成事業 
募集締切 ２０１３年５月３１日（金） 当日消印有効 
問合せ先 公益財団法人 山口きらめき財団 ＴＥＬ：０８３―９２９－３６００ ＦＡＸ ０８３―９２４－９０９６ 担当：森永 

●●●●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・・・・子子子子どもどもどもども「「「「力力力力」」」」およびおよびおよびおよびシルバーシルバーシルバーシルバー「「「「力力力力」」」」応援事業応援事業応援事業応援事業（（（（公募助成公募助成公募助成公募助成））））    
募集期間 ２０１３年３月１８日（月）～４月３０日(火) 当日消印有効 
問合せ先 公益財団法人 キリン福祉財団事務局 ＴＥＬ：０３－５５４０－３５２２ ＦＡＸ：０３－５５４０－３５２５ 

        E-mail：fukushizaidan@kirin.co.jp ＵＲＬ：http://www.kirin.co.jp/fundation   ※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～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇部掃除に学ぶ会 

助  成  金  情  報  

ＲＥＶＩＶＥ１１町 代表 長田 宣昭 

問合せ：宇部市民活動センター「青空」 ＴＥＬ：３６－９５５５ ＦＡＸ：３９－２２７２ 

問合せ：宇部掃除に学ぶ会 代表世話人 宮川洋司 ＴＥＬ：０８０－２８８８－４６７８  

Ｅメール miyagawa-yj@mx52.tiki.ne,jp  URL：http://www.souji.jp/index.html ※「掃除に学ぶ会」で検索 

ＲＥＶＩＶＥ１１町 

はじめまして。宇部市中心市街地の１１町を拠点として活動しているＲＥＶＩＶＥ１１町

です。今年で２年目を迎え、会の活動も活発になっております。 

 新たな中心市街地のモデルパターンの形成を目標とし、行政にも提案できる政策も

考え、また並行して交流人口の増加の一助となる魅力あるイベント「うべマーケット」を

定期開催しております。 

 会員は各分野のスペシャリストからサラリーマン、ＯＬ、学生まで、ちょっと違った角

度から街を考えるといった面白集団です。これからもよろしくお願い致します。 

 また、会員を募集しております。職業、年齢は問いません。 

興味のある方はぜひ、ご連絡くださいね。 

一緒にまちづくりしませんか？会員募集中で

宇部掃除に学ぶ会は「日本を美しくする会・掃除に学ぶ会」に属しています。「日本を美しくす

る会」が発足したのは平成５年１１月、(株)イエローハットの創業者・鍵山秀三郎さんの掃除哲学

に学ぼうという有志の集まりとして結成されました。今では全国４７都道府県にあり、国内で１００

を超える地域で開催されています。 

◎◎◎◎活動活動活動活動についてについてについてについて    

「心磨き」の会です。掃除を通して、自分たちの「心の荒み」と「社会の荒み」をなくすことを目指

しています。 

利益追求の会ではありません。収益や集票目的のために、活動することはありません。宗教

には関係ありません。参加される人の宗教も問わないかわりにどんな宗教団体にも一切属しま

せん。特定の組織や団体に属しません。この運動に賛同された方々により自主的に運営されて

います。 

◎◎◎◎団体名団体名団体名団体名のののの由来由来由来由来    

掃除に学ぶ会に参加した人たちがその想いを伝えたく自分の地域に広めていくなかで地域が

美しくなり、学校がよくなっていく。その延長線上に日本が美しくなっていく姿を見たからです。 

宇部掃除に学ぶ会は、毎月１回第４日曜日に実施しています。 

詳しくは下記までお問い合わせ下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●風神雷神 藤原道山×ＳＩＮＳＫＥ  
～尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ～ 

 
 今年は『風神雷神』と題し、『五穀豊穣』を祝う『祭』
がテーマ。クラシック他、日本唱歌、邦楽、オリジナ
ル作品も披露します♪ 
日 時：５月７日（火） 

１８：３０～（開場） 
１９：００～（開演） 

場 所：宇部市渡辺翁記念会館 
参加費：指定席 ５，５００円 
    自由席 ４，０００円 
    （当日各５００円増）  
★申込み・問合せ★ 
宇部音楽鑑賞協会 ＴＥＬ：３４－２３８４  

●岡部賢二の心とカラダのスキルアップ シリーズ２！ 
  陰陽講座 ～陰陽を学んで幸運を引き寄せよう！～ 
 
 今回も６回の講座でダイエットや健康につて学びま
しょう！陰陽五行の初心者でも大丈夫♪ 
開催日： ５月１６日（木） ②体質の陰陽  
     ７月１８日（木） ③病気の陰陽 
     ９月１９日（木） ④キネシオロジー 
    １１月２１日（木） ⑤意識の陰陽 
２０１４年１月１６日（木） ⑥陰陽と運勢 
時 間：１０：３０～１２：００ 
場 所：ライサスペース  
定 員：３０名 
参加費：１講座につき２，５００円 
講 師：岡部賢二（フード＆メディカルアドバイザー） 
★申込み・問合せ★ 

地球役立隊  
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！ 

 
 一緒に帆船模型を作ってみませんか？ 
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 
 
 「東洋の白鳥」日本丸など、木製帆船模型１０点を
展示致します。ぜひぜひ見に来て下さいね！ 
日 時：４月６日（土）～４月１０日（水） 

９：３０～１７：３０ 
場 所：山口宇部空港国内線ターミナルビル２階ロビー 

費 用：無料 出品者：宮本光行・寺井勝     
★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♪先生が丁寧に指導したしますよ。 
随時募集していますので、お気軽にお問合せ下さいね。
見学もＯＫです！！お気軽にお問い合わせください。 
【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 
【【【【英会話英会話英会話英会話】】】】    毎週毎週毎週毎週木木木木曜日曜日曜日曜日（（（（夜夜夜夜））））    
初初初初    級級級級    １９１９１９１９：：：：３０３０３０３０～～～～２１２１２１２１：：：：００００００００    
【韓国語】 毎週水曜日 
初心者 １０：００～１１：００ 
【韓国語】 毎週月曜日（夜） 
初心者 １９：００～２０：００ 
【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    

●桂 三歩 独演会 
 
 宇部落語長屋が２５周年を前に復活！おなじみの桂
三歩さんを迎えます。ご来場お待ちしております！ 
日 時：４月２０日（土）１４：００～ 

４月２１日（日）１４：００～  
場 所：２０日 福勝寺 
    （宇部市昭和町 4-8-31） 
    ２１日 西光寺 
    （宇部市床波 6-20-27） 
木戸銭：（前売り） １，５００円 
★申込み・問合せ★ 

宇部落語長屋ＴＥＬ：５１－５１３７（佐々木） 

●『長州から世界へ』  
～地球維新への扉を開く為に今こそ真実を知り解き放て～ 

 
 子どもたちの未来の為に、希望あふれる地球へ。 

当日はゲストスピーカー３名及びメッセージや世
界を視野に入れ活躍中の若手アーティストなども参
加予定です。 
日 時：４月２７日（土）１３：３０～１７：３０ 
    （受付 １２：３０～） 
場 所：宇部市文化会館 
参加費：前売 ２，０００円 当日 ３，０００円 
講 師：河内正臣、山本太郎、クロイワ・ショウなど 
定 員：５００名 
★申込み・問合せ★ 
「長州から世界へ」実行委員会 

 ＴＥＬ：０１２０－４８－４４１１  

              

●ことばの森 やまぐち読書推進グループ「本の森」 
「おはなし会」 

 
 みんなあつまれ！おはなしがいっぱい。手遊び、 
わらべ歌など、楽しい時間を一緒に過ごしましょう！ 
日 時：４月４日（木）・４月７日（日） 

第１部 １０：３０～１１：００ 
    （あかちゃん～低学年 対象）  

第２部 １１：１０～１１：４０ 
    （年長児～小学生 対象） 
場 所：宇部市立図書館１Ｆ展示室  
参加費：無料   
★申込み・問合せ★  

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） 

 
 



 

４４４４    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    

２・ 
１６ 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 

４・７ 
木
・
日 

ことばの森・やまぐち読書推進グループ『本の森』 おはなし会 
■第１部 １０：３０～１１：００ 第２部 １１：１０～１１：４０★宇部市立図書館１Ｆ展示室 
●無料 ▲対象：１部 赤ちゃん～低学年対象 ２部 年長児～小学生対象 

やまぐち読書推進 
グループ「本の森」 

52-2812（藤岡） 

４・ 
１８ 

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） 

５～
5/6 

金
～
月 

春風伝説―Ｂｌｕｅへの軌跡 野村輝昭個展             ★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 

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              ▲出品者：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 

７ 日 
ガイドつき ウォーキング・イベント 明治維新探訪ウォーク 

「維新の魁・毛利家永代家老福原公を偲ぶ」 
■１０：１５～１３：００（約３時間程度）★ＪＲ宇部新川駅（１０：１０集合）▲定員：４０名 

宇部市観光交流課 
34-8353 

１１～
6/16 

土
～
日 

バラ画展                                 ★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 

１１～
5/26 

木
～
日 

生誕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（観覧料）  

松田正平展 
実行委員会 

083-925-7788 
（山口県立美術館内） 

１３ 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 

１４ 日 
「かたつむり」ひきこもり・ニートの親の会 ～生きていればこそ～ 
■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！！！！    

「かたつむり」ひきこも
り・ニートの親の会

070-6681-5915（黒川） 

２０・
２１ 

土
・
日 

桂 三歩 独演会                         ●（前売り） １，５００円  
■１４：００～ ★２０日 福勝寺（宇部市昭和町） ２１日 西光寺（宇部市床波） 

宇部落語長屋 
51-5137（佐々木） 

２５ 木 
センター利用者会議及び子どもまつり打合せ会議 
■１９：００～２１：００ ★宇部市民活動センター  
▲持参品：活動内容やイベント等のチラシがあれば（参加人数不明のため約５０枚程度） 

宇部市民活動センター 
36-9555 

２７ 土 
てくてくときわ公園 ～ときわ公園の八重桜を愛でながら歩きましょう！～ 
■１０：００～ ★ときわ湖水ホール入口 ●無料 ▲定員：４０名 

常盤公園活性化推進室 
54-0551 

２７ 土 
『長州から世界へ』 ～地球維新への扉を開く為に今こそ真実を知り解き放て～ 
■１３：３０～１７：３０（１２：３０～受付） ★宇部市文化会館  
●前売 ２，０００円 当日 ３，０００円 定員：５００名 

「長州から世界へ」 
実行委員会 

0120-48-4411 

５５５５月月月月   

４・ 
１５ 

土
・
水 

ＪＲふれあいウォーク ぐるるん山口フェスタ  
「２０世紀を代表する建築家・村野藤吾誕生１２２年 建築物＋彫刻散策」 

■１０：１５～１３：００（約３時間３０分） ★ＪＲ宇部新川駅（１０：１０集合） 
●１，６００円程度(昼食代として各自用意) ▲定員：５０名 

宇部市観光交流課 
34-8353 

５ 日 
新天町 子どもまつり ～参加団体募集中！！～ 
■１０：００～１６：００ ★ハミングロード新天町 ※詳細は表紙参照 

宇部市民活動センター 
36-9555 

７ 火 
風神雷神 藤原道山×ＳＩＮＳＫＥ ～尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ～ 
■１８：３０～（開場） １９：００～（開演） ★宇部市渡辺翁記念会館  
●指定席 ５，５００円 自由席 ４，０００円（当日各５００円増） 

宇部音楽鑑賞協会 
34-2384 

 

【登録特典】   
・情報紙（毎月発行）の無料配布 ・郵便物・FAX の受取等、簡易事務サービス 
・時間外でも会議室等の利用が可能（１回２００円）    
・「あおぞら通信」発行時にチラシ等の同封サービス（「あおぞら通信」にも掲載可能） 

・情報ボックス（レターケース）使用無料  
・プロジェクター、スクリーンなど、備品の貸出割引サービス  などなど 

市民活動やボランティアに興味がある方、また、一緒にやってくれる仲間を探している
方、もっと自分達の活動を知って欲しいなど様々な悩みを抱える団体を支援し、情報誌の
発行や会議室の提供を行っております。何かやりたい・やってみたい、そんな方は宇部市
民活動センターにお越し下さい！学生の企画ボランティアも募集しています♪ 

登録団体の皆様へ 
お願い  

今年度も登録有難うございま

す。代表者や連絡先等、登録内

容が変更になった場合は、お手

数ですがセンターに速やかにご

連絡下さい。 

また、退会される場合もお早

めのご連絡をお願い致します。

連絡がない場合は平成２５年度

の登録料を頂きますので、ご了

承下さい。 


