
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

宇部市民活動センター「青空」 20１３．５．１ Vol．１４３ 

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 

 

 宇部市民活動センター「青空」は、市民活動団体及びボランティア団体を支援する中間支援施設として、助成金やイベント

情報、活動ＰＲする場や会議室の提供などを行っております。現在、宇部市民活動センター「青空」には、１３４の団体（１１個

人を含む）が登録しています。毎年増減を繰り返しながら平均１３０団体以上を保っております。 

今年度は活動センターの利用人数や会場使用については初めて減少しました。理由については、会場の利用施設が増加

したことや、センター主催の講座等を今年度は開催しなかったことなどが考えられます。しかし、相談件数についてはまだまだ

増加傾向にあり、持ちかけられる相談も多種多様です。早急に解決できる問題ばかりではありませんが、話すことで解決につ

ながるかもしれません。これからも団体のニーズ等を把握し利用しやすいセンターを目指して頑張って参りますので、よろしくお

願い致します。 

【【【【団体団体団体団体登録登録登録登録についてのについてのについてのについての特典特典特典特典】】】】    
・情報誌「あおぞら通信」（毎月発行）の無料配布 

・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」発送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 

・郵便物・FAX の受取等、簡易な事務サービス 

・宇部まつりや新川市まつりの青空ゾーンへの出展 

（登録団体でなくても希望すれば可能） 

※その他、登録団体でない場合も、助成金情報の提供

や、コピー機・印刷機・紙折り機の使用も可能です。 

 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、そのほかにも、活動の場が

無い団体や、もっと色んな方に自分達の活動を知ってほし

いという団体を支援し、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、活動に行き詰っている、誰

かに相談したい、そんな方はぜひ、一度「青空」にお越し下

さいね。お待ちしております。 

また、ＮＰＯ法人うべネットワークの一員として、宇部市民

活動センター「青空」の運営や企画についてアイディアを出

し合い、一緒に活動してくれる学生会員（企画スタッフ）も募

集しております。特典や活動内容など、詳細についてはお

問い合わせください。 



 

 

 

 

 

 

 
     
●●●●（（（（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 

●●●●２０１３２０１３２０１３２０１３年度年度年度年度    スミセイコスミセイコスミセイコスミセイコミュニティミュニティミュニティミュニティスポーツスポーツスポーツスポーツ推進助成推進助成推進助成推進助成プログラムプログラムプログラムプログラム        
～～～～コミュニティスポーツコミュニティスポーツコミュニティスポーツコミュニティスポーツによるによるによるによる健健健健やかなひとやかなひとやかなひとやかなひと・・・・会社会社会社会社づくりづくりづくりづくりにににに向向向向けたけたけたけた調査調査調査調査・・・・研究助成研究助成研究助成研究助成及及及及びびびび実践助成実践助成実践助成実践助成～～～～    

    募集期間 ２０１３年５月１日（水）～５月１５日（水） 当日必着 
 問合せ先 公益財団法人 住友生命健康財団「スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム 担当：米原・杉本 

 ＴＥＬ：０６－６９４７－３１４０ ＦＡＸ：０６－６９４７－３１４２ 

●●●●ＰａｎａｓｏｎｉｃＰａｎａｓｏｎｉｃＰａｎａｓｏｎｉｃＰａｎａｓｏｎｉｃ    ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯサポートサポートサポートサポート    ファンドファンドファンドファンド    ２０１３２０１３２０１３２０１３年募集年募集年募集年募集    ①①①①環境分野環境分野環境分野環境分野    ②②②②子子子子どもどもどもども分野分野分野分野    
    募集期間 ２０１３年７月１６日（火）～７月３１日（水） 必着 
 問合せ先 ①特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金 ＴＥＬ：０３－５２９８－６６４４ＦＡＸ：０３－３２５５－２２０２ 
        ＵＲＬ：http://www.eco-future.net  E-mail：eff-spf@eco-future.net 
        ②特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド ＴＥＬ：０３－３５１０－１２２１ ＦＡＸ：０３－３５１０－１２２２ 
        ＵＲＬ：http://www.civilfund.org E-mail：kodomo@civilfund.org        ※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～ 

               

         

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

助  成  金  情  報  

ＦＣＡ（おともだちコンテンポラリーアート） 

●◆● 平成２５年度 新きらめき活動助成事業募集 ◆●◆ 

【育成支援コース】 
地域づくり、環境、男女共同参画、文化振興など幅

広い分野の活動を支援。活動拠点の整備、普及啓

発、調査研究、研修及び人材育成などの事業が対象 

１１１１、、、、スタートアップスタートアップスタートアップスタートアップ助成事業助成事業助成事業助成事業    

団体の立ち上げ・新たに取り組む事業 

２２２２、、、、ステップアップステップアップステップアップステップアップ助成事業助成事業助成事業助成事業    

 活動のレベルアップや定着化、自立化を図る事業 

【チャレンジプロジェクト支援コース】 
地域課題の解決や地域の活性化につながる先駆的・モデ

ル的な事業を支援 

１１１１、、、、県民活動県民活動県民活動県民活動助成事業助成事業助成事業助成事業    

地域のニーズに即した社会的課題の解決に寄与するモデ

ル的な事業 

２２２２、、、、男女共同男女共同男女共同男女共同参画助成参画助成参画助成参画助成事業事業事業事業    

 男女共同参画会社の実現に向けた、普及啓発な取組や、課

題解決に寄与する事業 

３３３３、、、、文化活動助成事業文化活動助成事業文化活動助成事業文化活動助成事業    

 ア） 地域文化活動  

主体的・独創的な地域文化の振興に寄与する事業 

イ） 郷土文化活動  

   郷土文化の保存・伝承に効果的な事業 

★申込み・問合せ★ 
公益財団法人 山口きらめき財団 〒７５３－００８２ 山口市水の上町１番７号 水の上庁舎２階 
ＴＥＬ：０８３－９２９－３６００ ＦＡＸ：０８３－９２４－９０９６ （土・日・祝日を除く ８：３０～１７：１５） 
Ｍａｉｌ：info@y-kirameki.or.jp ＵＲＬ：http://www.y-kirameki.or.jp ※HP より申請書がダウンロードできます。 

★★★応募締切★★★ 

平成２５年５月３１日（金） 

≪当日消印有効≫ 

新天町中心に２００４年より年に１点、「シャッター壁画プロジェ 

クト」としてシャッター壁画の制作を中心に活動しています。昨年度 

から銀天街も含めて活動エリアを拡大致しました。 

また、広くアートの面白さを伝えて行きたいと云う思いで、 

「アートとまちの恋愛講座」称として講演会を開催しています。 

さらに新川市まつりと宇部まつりでは子ども向けワークショップの 

開催、メンバー中心にグループ展の自主企画を行っています。 

プロアマ問わず美術好きが集まって地元が活気ある街になることを 

願って活動していますので、私達と一緒に街に彩りを添えませんか！ 

～ＦＣＡ（おともだちコンテンポラリーアート）仲間募集！～ 
問合せ：ＦＣＡ （おともだちコンテンポラリーアート）事務局 
代表：原井 輝明：０９０－９４６７－８３３６  
E-mail： t_harai@mac.com 
ＵＲＬ：https://sites.google.com/site/fcaotomodachi/ 



           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

●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） 

●宇部市ご近所福祉活動事業 
てとてと だんごむしの 第１回 てと市 

 
 手作りの楽しさを共有することを目的に、作り手と
買い手が交流できる場を作りたいと思い開催します。 
日 時：５月１１日（土） １０：００～１５：００ 
場 所：てとてと だんごむし 
    （宇部市東岐波１６２３－２） 
出 展：布地小物、編み物、木工、新鮮野菜など 
★問合せ★ 

ひとづくりネットワーク てとてと だんごむし 

ＴＥＬ：４３－９２７０ 

●チームキララ  
キッズキララ２０１３ ジュニアクラブ２０１３ 

 
 １年を通して同一メンバーによる野外教育クラブ行
事です。 
日 時：６月３０日（日）～平成２６年２月１６日（日） 
    各行事とも期間中１～２泊 行事６回 
場 所：県内外青少年宿泊施設 
対 象：キッズクラブ  小学１年生～小学４年生 
    ジュニアクラブ 小学３年生～中学３年生 
定 員：各１２名 
★申込み★ 

行事案内書をご請求ください。参加申込書を確認後
受付致します。※6/20 までに必着 
★問合せ★ 

キララ・カウンセラーズ・クラブ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ：０５０－７５７７－０１７０ 

E-mail：kirara.cc@oe-study.com 

●ＡＲＴ ＢＲＵＴ ｉｎ ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ 
  ～スペシャルオリンピックス日本・山口アート展～ 
 
 スペシャルオリンピックスの活動に参加する知的障
害者の方の作品を、より多くの皆様に見ていただけれ
ばと思います。 
日 時：５月３日（金）～５月６日（月） 
    ９：３０～１６：００ 

３  日 １３：００～  
オープニングイベント 

４・５日 １３：３０～１５：３０ 
 ワークショップ（オブジェ制作） 

６  日 ～１５：００まで 
場 所：ヒストリア宇部 交流ホール ２Ｆ 
入場料：無料 
持参品：エプロン・筆（ワークショップ参加の方のみ） 
★申込み・問合せ★ 

スペシャルオリンピックス日本・山口 
ＴＥＬ：０８０－２９０８－５２６１ 

●田植え＆芋苗植え体験 
 
 田植えと、さつまいもの苗植え体験です。秋の収穫
が楽しみですね！お子様の貴重な体験として、また、
就農を検討の方にもお勧めですよ♪ 
日 時：５月２６日（日）１０：００～１３：００ 

９：４５～（集合）※予備日６月２日（日） 
場 所：宇部市大字小野上小野（上小野バス停徒歩３分） 

参加費：大人 ２，０００円 子ども １，０００円 
    幼児 ５００円（食事軽食付） 
定 員：１００名 
持参品：汚れてもよい服装、軍手、小型シャベル  
★申込み★ 

①名前②年齢③住所④ＴＥＬ／ＦＡＸを明記の上、
メールまたはＦＡＸにてお申込み下さい。 
★問合せ★ 
ＮＰＯ法人宇部スポーツクラブ 
ＴＥＬ・ＦＡＸ：２２－６６０６  
E-mail：joy.yamamoto@kfx.biglobe.ne.jp 

              

●暮らしナビ講習会 「洗濯のコツと初夏の彩り御膳」 
 
 ひと手間で衣類がすっきりきれいに仕上がる洗濯の
コツ紹介や、常備している缶詰を使った手軽な料理を
作ります。いつもの食卓をもっと豊かにしませんか？ 
日 時：５月２９日（水）９：３０～１３：００ 
場 所：宇部友の家（宇部市中村３－１２－５９－６） 
参加費：８００円（材料費含む）  
定 員：２４名 
参加費：三角巾、エプロン、手ふき 
託 児：１歳以上（要予約） １０名（先着順）  

２００円（軽食・保険料含む） 
献 立：ホタテ貝柱缶の炊き込みご飯、すまし汁、 
    豆腐の五目あんかけ 野菜の炊き合わせ、 
    デザート 
★申込み★ 
 氏名、住所、電話番号、託児希望の有無、（希望さ
れる方は お子様の氏名、性別、年齢、名札に書いて
ほしい愛称、アレルギーの有無）をご記入の上、下記
に宛お申込み下さい。 
★問合せ★ 

宇部友の会 ＴＥＬ：３２－０００５ 
ＴＥＬ・ＦＡＸ：５１－７１９３（藤井） 



 

５５５５    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    

～
5/6 

～
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 

～
5/26 

～
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） 

２・ 
１６ 

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） 

３～６ 
金
～
月 

ＡＲＴ ＢＲＵＴ ｉｎ ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ～スペシャルオリンピックス日本・山口アート展～ 
■９：３０～１６：３０（６日は１５：００まで） ★ヒストリア宇部交流ホール（２Ｆ） ●無料 

スペシャルオリンピック
ス日本・山口 

080-2908-5261 

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・村野藤吾生誕１２２年 建築物＋彫刻散策」 

■１０：１５～１３：３０（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  
■１０：００～１６：００ ★ハミングロード新天町  

宇部市民活動センター 
36-9555 

５ 日 
ディスカバー！長州ウォーク 「白砂青松の上に築かれた宇部のまち』 
■１０：１５～１２：００（約２時間） ★ＪＲ宇部新川駅（１０：１０集合） ▲定員：５０名 

宇部市観光交流課 
34-8353 

７・ 
２１ 

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 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 

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 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 

１１ 土 
宇部市ご近所福祉活動事業 てとてと だんごむしの 第１回 てと市 
■１０：００～１５：００ ★てとてと だんごむし(宇部市東岐波 1623-2)  
▲出展：布地小物、編み物、木工、新鮮野菜など 

ひとづくりネットワーク 
43-9270 

（てとてとだんごむし） 

１２ 日 
「かたつむり」ひきこもり・ニートの親の会 ～あの時が分かれ道～ 
■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） 

１６ 木 
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！～ 『その２ 体質の陰陽』  
■１０：３０～１２：００ ★ライサスペース（宇部市） ●１講座 ２．５００円 

地球役立隊 
070-5678-5314（梶井） 

２５ 土 
てくてくときわ公園 ～木々の花が一斉に咲く季節 樹木ウォッチングしましょう！～ 
■１０：００～ ★ときわ公園正面入口 ●無料 ▲定員：４０名 

常盤公園活性化推進室 

54-0551 

２６ 日 

田植え＆芋苗植え体験           
■１０：００～１３：００（９：４５集合）  ※要申込み 申し込み方法等詳細は３面参照 
★宇部市大字小野上小野（上小野バス停 徒歩３分）  

●大人 ２，０００円 子ども １，０００円 幼児 ５００円（食事軽食付き） 
▲定員：１００人 ▼持参品：汚れてもよい服装、軍手、小型シャベル  

ＮＰＯ法人  
宇部スポーツクラブ 

22-6606 

２６ 日 
第６９回 宇部フリーマーケット 参加者募集中！※業者の方は定員数になりました。 
■７：００～１４：００（雨天中止） ★常盤公園東駐車場  ※要申込み 

宇部フリーマーケット 
事務局 

090-7135-3729 

２９ 水 
暮らしナビ講習会 「洗濯のコツと初夏の彩り御膳   ※献立など、詳細は３面参照 
■９：３０～１３：００ ★宇部友の家 ●８００円（材料費含む） ▲定員：２４名 
▼持参品：三角巾、エプロン、手ふき◆託児あり １歳以上（要予約）２００円先着１０名 

宇部友の会 
51-7193（藤井） 

６６６６月月月月   

１・ 
１５ 

土 
ＪＲふれあいウォーク ぐるるん山口フェスタ 「真締川十橋めぐり」●３００円(飲み物代) 

■１０：１５～１２：００（約２時間） ★ＪＲ宇部新川駅（１０：１０集合） ▲定員：５０名 
宇部市観光交流課 

34-8353 

２ 日 
ｘｕｘｕ（しゅしゅ） ~被災地に思いを寄せて~ ワンコインコンサート 
■１４：００~１５：１５ ★ヒストリア宇部 ●高校生以上 チケット５００円（当日６００円）  

宇部市民活動センター 
36-9555 

６～９ 
木
～
日 

手紡ぎ・手織り・草木染めの「うさとの服」の展示会 
■１０：００～１８：００ ★ひびきの森 ●入場無料（うさとの購入も可能です） 

ひびきの森 
090-9064-8075（西村） 

１６ 日 
劇人 詩傍 第６回公演 『かーにバる？』 
■①１４：００～②１８：００～（開場は３０分前） ★ヒストリア宇部１階 イベントホール  
●チケット ８００円（当日１００円増）  

劇人 詩傍 
080-5238-5371（早雲） 

 


