
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ＮＰＯ法人 うべネットワーク 宇部市民活動センター｢青空｣ 

〒７５５－００２９ 宇部市新天町一丁目２番３６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。 

 

 

創刊号 
平成 12 年 6 月
23 日発行。セン 
ター開設準備号。 

宇部市民活動センター「青空」 202１．６．１ Vol．２４０ 

２０２１年４月２６日（月）より、ついに宇部市民活動センター「青空」に、「ＦＲＥＥ ＳＰＯＴ」（フリーWi-Fi）を導入しま

した。従来通りパソコンやオンライン会議の設備等の貸し出しも行っておりますが、同時にパソコンの持ち込みやスマ

ートフォンからも通信を行うなど、更に幅広くご利用いただけるようになりました。  

どなたでもご利用頂けますので、ぜひご活用ください。  

 

ＦＲＥＥ ＳＰＯＴ  
「青空」内の会議室（小）、フリースペース、 
会議室（大）にて、それぞれご利用頂けます。 
（※会議室（大）については、一部繋がり難い場所
がありますのでご了承下さい。） 
３０分以上ご利用の場合は、それぞれの端末でご
登録頂ければご利用可能ですので、是非お試しく
ださいね！（３０分以下のご利用の場合は登録も
必要ありません。） 

 

  利用時間 金額（登録団体） 金額（登録外団体） 

会議室（大） 
北側：旧うべ探事務所 ※語学教室会場 

３時間まで ５００円 １，０００円 

延長：３時間ごと ５００円 １，０００円 

会議室（小） 
「青空」事務所内 

３時間まで ３００円 ６００円 

延長：３時間ごと ３００円 ６００円 

会議室（小＋フリースペース） 
「青空」事務所内 

３時間まで ６００円 １，２００円 

延長：３時間ごと ６００円 １，２００円 

 

 

※オンライン会議の設備やフリーWi-Fi のご利用料金は

無料です。（※別途会議室の利用料がかかります。開館時

間内のフリースペースをご利用の場合は無料です。）  

６５インチの 
巨大モニター  
画質がとっても綺麗
です！ 

 

 ワイヤレスキーボード 
＆マウス  

巨大モニターに映る画面は少し 
離れた場所からでも操作が簡単！ 

  

 集音マイク  
コンパクトですが高性能！ 
音も綺麗に届けてくれます！ 



 
 
●公益財団法人 パブリックリソース財団 

休眠預金等活用法に基づく新型コロナウィルス対応緊急支援助成事業～コロナ禍の住宅支援事業～  
募集締切 ２０２１年６月３０日(水)  郵送必着  

※別途一部様式をメール送信いただく必要があります（締切：６月３０日（水）１７：００まで）  
問合せ先 （公財）パブリックリソース財団  担当:松本、鎌田  ＴＥＬ：０３－６２６９－９４４１  ＦＡＸ：０３-５５４０-１０３０ 

Ｅ-mail：kyumin.corona-kinkyu.jutaku@public.or.jp    
URL：https://www.info.public.or.jp/kyumin-corona-kinkyu-jutaku 

●公益財団法人 朝日新聞文化財団 文化財保護活動助成 
募集締切 ２０２１年６月３０日(水)  郵送必着  ※Web では７月５日(月)まで 
問合せ先 （公財）朝日新聞文化財団 文化財保護助成申請係  ＴＥＬ：０３－３５９６－４５３２   

ＦＡＸ：０３-６２６９-９４４２ Ｅ-mail：jimukyoku@asahizaidan.or.jp 
URL：https://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant02.html 

               

         

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 新年度を迎え気持ちも新たに活動に取り組まれていると思います。市民活動センターでは下記の通り市民活動
団体の支援事業を行っておりますので、ぜひご利用ください。 

①情報の収集及び情報の提供 
 各団体の活動紹介及び機関紙「あおぞら通信」無料送付、メ
ールやホームページやＦａｃｅｂｏｏｋ等での情報配信、毎月
１回宇部日報にて「プラットホーム青空」等に情報掲載など、
各団体の情報発信を支援しています。 
 
②相談業務 

 各市民活動に関する各種の相談について支援しております。  
 
③場の提供 
 会議室の利用や作業の場の提供、備品の貸出なども行ってお
ります。 

←小会議室  
１８名程度での使用可 
（現在はコロナ対策で 10 名まで） 

大会議室→ 
３０名程度での使用可 

（現在はコロナ対策で１５名まで） 

 
利用可能な備品のご紹介！ 
・フリーWi-Fi ・コピー機 ・印刷機（リソグラフ・輪転機）    

・印刷機（大判用） ・プロジェクター ・スクリーン  

・ワイヤレスアンプ＆マイクロホン ・ラミネーター   

・ホチキス（各種） ・穴あけパンチ ・ペーパーカッター  

・紙折り機 ・リモート設備一式など（一部有料） 

 

※詳細はお問合せ下さい！ 

●登録団体特典● 

登録料（4/1 から翌年 3/31 までの 1 年間） 

団体 ３，０００円  個人 １，０００円 
 

・情報誌（毎月発行）の無料配布  

・時間外でも会議室等の利用が可能（有料） 

・「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） 

・情報ファイルやＨＰにて団体の情報開示及び紹介  

・郵便物・FAX の受取等、簡易な事務サービス 

・プロジェクター等の備品の貸出の割引サービス 

・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ですが、 

お知らせが行くのは登録団体のみです。） 

※その他にも、希望する登録団体へは情報ボックス 

（レターケース）の利用や後援の申請やチケットの 

販売等も行っております。（無料） 

●宇部市民活動センター交流会 
６月も「令和３年度の新川市まつり中止のため、 
市民活動団体で『何か』を始めるための会」 

 
日 時：６月１４日（月）１９：００～２１：００   

場 所：宇部市民活動センター「青空」 

対 象：登録団体及び、市民活動・ボランティアに 

興味のある方全て  

★申込み・問合せ★ 

宇部市民活動センター「青空」  

ＴＥＬ：３６－９５５５  

ＦＡＸ：３９－２２７２  

E‐mail: mail@ubenet.com    

※前日までに要申込み 

５月１９日(木)に、５月の交流会を開催しました。 
３月よりずっと「令和３年度の新川市まつり中止のため、市

民活動団体で『何か』を始めるための会」というテーマで話し
合いを行っております。 

コロナ禍で市民活動団体の活動が上手く進まない中、今だ
からこそ何か出来ることはないかと考えたことがきっかけで
す。同じように『何か』をしたいと考えている前向きな団体のみ
なさんと、実現に向けて話し合いを重ねて来ました。 

そして、ついに８月の半ば（お盆明け頃）を目指して、具体
的に動き出すことにしました。協力をして、楽しい企画にして行
きたいと思います。まずは無理のない程度の、小さなことから
のスタートです。 

同じように自主的に『何か』したいと思っている方は、私達と
一緒に始めませんか？コロナ禍でも安全に楽しめることを、一
緒に考えて行きましょう！ 



         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ピアニカの魔術師 
 

子ども達に音楽を好きになってもらいたい！そして
音楽で世界をつなげたい！ 
日 時：６月２７日（日）  

１４：００～１５：２０（開場１３：３０～） 
場 所：宇部市文化会館    
入場料：一 般 ２，５００円 ※当日各５００円増 

親子券 ４，０００円 
（保護者１名＋３歳以上～高校生以下の子ども１名） 

 ※宇部市民活動センター『青空』にてチケット販売中！！ 

★申込み・問合せ★ 
ＮＰＯ法人うべ★子ども２１  
ＴＥＬ：２１－９１１４（月水金 11:00～17:00） 

 

●地域で会社をつくる時代！ 地域経営超実践ゼミ 
 
日 時：７月～１１月（３回コースあるは５回コース） 
    １３：００～１６：００（10/17 のみ別途調整） 
内容 

◎全３回 地域団体コース  
７月３０日（金） 
始動編～地域診断から可能性検討へ 
９月２１日（火） 

 企画編～地域経営モデル検討 
１１月３０日（火） 

  展望編～地域経営進化５年プラン  
◎全５回 マネージャー特別コース 

（上記日程＋以下２日間） 
８月２２日（日） 

 県内の地域経営会社マネージャーとの懇親会 
１０月１７日（日） 

 島根県邑南町の地域経営会社、事業協同組合を視察 
場 所：山口県教育会館（山口市大手町２－１８） 
参加費：無料 ※7/5（月）までに要申込み 
★申込み・問合せ★ 

ＮＰＯ法人市民プロデュース 

ＴＥＬ：０８３－９３２－４９１９ 

ＦＡＸ：０８３－９３２－４９２９ 

E‐mail: shiminproduce@gmail.com 
 

山口きらめき財団の「令和３年度きらめき活動助成事業」の助成金交付団体が決定しました。 

宇部市からは７団体が選ばれました。受賞団体の皆様、おめでとうございます！！ 

【自立支援ゆめプログラム】 ※団体名（活動分野）【事業内容】を標記しております。 

・一般社団法人Ｓぷらす （保健・医療・福祉）【S ぷらす】 

・NPO 法人リアシエル （保健・医療・福祉）【地域交流啓発活動事業】 

・茶トの会 （動物愛護）【飼い主のいない猫と共生する町づくり】  

【課題解決支援はなプログラム】 

・宇部自然保護協会（ 環境保全）【小野湖の保全と周辺の整備作業】  

・NPO 法人山口女性サポートネット （男女共同参画）【びーらぶインストラクター養成講座応用編】  

・NPO 法人うべ子ども２１（子ども健全育成） 

【子どもの心を開放する、親子のための狂言体験！ずっこけ狂言ばなし公演+狂言ワークショップ事業】 

・NPO 法人森と海の学校（子ども健全育成） 

【一人親家庭・不登校児童等教育支援事業「もう一つの学校」  

令和３年３月２６日に、「特定非営利活動促進法施行細則の一部を改正する規則」

（以下、「改正規則」という。）が公布されました。  

本改正規則は、令和３年６月９日から（押印廃止等は令和３年３月２６日から）施

行されます。 

ＮＰＯ法人関係書類のうち山口県に提出する書類については、従来押印を求めてき

ましたが、押印見直しの方針により、令和３年３月２６日から下記の通り取扱いを変

更します。 

（1）申請書等の押印を不要とします。 

（2）役員就任承諾及び誓約書、総会議事録等の謄本の原本証明を不要とします。 

 これに伴い、各種手続きの様式から押印欄を削除します。  

  なお、当分の間、改正前の様式であっても、取り消し線等で削除すれば有効と

なります。 

●心躍るキューバのリズムと息づく伝統音楽の魂  
「カルロス・セスペデス コンサート」 

 
 サルサ、メレンゲ、ボレロ、レゲェ、ラテン・ポッ
プなど、幅広いジャンルで聞く人の心まで届く本物の
サウンドを創り続ける！！ 
日 時：６月１２日（土）  

開場 １３：３０～ 開演 １４：００～ 
場 所：多世代ふれあいセンター２Ｆふれあいホール    
入場料：一般 ３，５００円 ※当日各５００円増 

大学生以下 １，５００円 
★申込み・問合せ★ 

宇部音楽鑑賞協会 ＴＥＬ：３４－２３８４ 
 



      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 イ ベ ン ト 内 容 ■時間  ★会場  ●料金 申込み・問合せ 

１・ 
１５ 

火 
パソコンよろず相談   ※要予約（日程については要相談） 

■１３：００～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３０分 ５００円  
宇部市民活動センター 

36-9555 

３・ 
１０・ 
１７・ 
２４ 

木 

健康気功教室 ～気功で心と体の健康づくり始めませんか～ 
■１４：００～１５：３０ ★川上ふれあいセンター２Ｆ ●５００円／回 
▲持参品：飲み物・靴底が薄めの上履き ※毎週木曜日開催 

健康気功教室 
090-5812-0399（池田） 

５ 土 

オンライン講習会「山口県での朝鮮人強制労働 ～長生炭鉱を中心に～」 
■１４：４５～１６：１５ ▲講師：竹内康人さん ●無料 
★会員 緑橋教会にて視聴及び Zoom 配信 一般 Youtube 配信（申込み不要） 

長生炭鉱の水非情を 
歴史に刻む会 

21-8003 

８・ 
１２・
２４ 

火
・
土
・
木 

ひきこもりや不登校に関する個別相談会      ※詳細は要問合せ 
■１０：００～１６：００ ★ＮＰＯ法人 ふらっとコミュニティ ひだまり  
●宇部市内 無料 その他の方 １回５，０００円（税別）（各要予約） 

ＮＰＯ法人 ふらっと 
コミュニティひだまり 

21-1552 

９・ 
２３ 

水 
会計よろず相談     ※要予約（日程については要相談） 
■１３：００～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３０分 ５００円 ※要予約 

宇部市民活動センター 

36-9555 

１２ 日 

心躍るキューバのリズムと息づく伝統音楽の魂 「カルロス・セスペデス コンサート」 
■開場 １３：３０～ 開演 １４：００～ ★多世代ふれあいセンター２Ｆふれあいホール 
●一般 ３，５００円 大学生以下 １，５００円（当日各５００円増）  
※会員募集中！（会員は年５回のコンサートに無料参加可・年会費あり） 
※詳細は３面参照 

宇部音楽鑑賞協会 
34-2384 

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 ●無料 毎月第２土曜日開院中！ 

宇部市民活動センター 

36-9555 

１４ 月 

宇部市民活動センター「青空」 交流会  
６月も「令和３年度の新川市まつり中止のため、市民活動団体で『何か』を始めるための会」 
■１９：００～２１：００ ★宇部市民活動センター「青空」   ※詳細は２面参照 
▼対象：登録団体及び、市民活動・ボランティアに興味のある方全て  
※前日までに要申込み（ソーシャルディスタンス確保のため当日参加は不可）  

宇部市民活動センター 

36-9555 

２０ 日 

シュタイナー教育を実践する  
メルヘンこども園・メルヘンのいずみ保育園 合同オープンディ 
■９：３０～１１：３０ ★ＮＰＯ法人メルヘンこども園 ●１家族 １００円 ▲定員：１０組 
※11:00～ 人形劇上演「三匹のヤギのがらがらどん」 

ＮＰＯ法人  
メルヘンこども園 

51-9802 

２７ 日 

ピアニカの魔術師                  ※詳細は３面参照 
■１４：００～１５：２０(開場 １３：３０～)★宇部市文化会館●前売り 一般 ２，５００円   
親子券 ４，０００円（保護者１名＋３歳以上～高校生以下の子ども１名）  
当日各５００円増 ※市民活動センター「青空」にてチケット販売中！  

ＮＰＯ法人 
うべ★子ども２１ 

21-9114 

７月   

１８ 日 
劇団遊覚第２９回公演 「牛乳飲めっていったじゃん」 
■①１１：００～ ②１４：００～（開場は各３０前より開始）  
★宇部市文化会館１Ｆ 第２展示室  ●５００円  

劇団遊覚 
kazuki5824@gmail.com

（東田） 

ＮＰＯ法人うべネットワークは、これまで宇部市民活動センター『青空』の運営や『キッズうべたん』、『うべ探検博覧会』
などを実施して参りました。これからも市民活動団体の活動を支援する中間支援組織として事業を続けて参ります。そこで、
市民活動の活性化やまちづくりを応援して下さる「ワンコインサポーター」を募集し、サポーターとして個人や団体・企業な
ど、ひとりでも多くの方に支えて頂ければと思いますので、よろしくお願い致します。 
【応援方法】寄付金 １口 ５００円より 現金でもお振込でもＯＫです。（寄付金を下さった方は毎月情報紙にてご紹介予
定です。※匿名希望の方はその旨をお知らせ下さい。） 
振込先：山口銀行 宇部支店 普通預金５０６６１２１ 特定非営利活動法人うべネットワーク 

※あおぞら通信は、宇部市民活動センター『青空』のホームページでもカラー版を閲覧できます。 
ＨＰには他にもセンターの情報が掲載されておりますので、そちらもご覧くださいね。 ＨＰ：http://www.ubenet.com 

・吉本 愛美子 様 各４口  ご支援ありがとうございました！ 

令和３年度 元気生活圏元気創出応援事業多様な主体による地域づくり支援事業助成 
 
事業目的：人口減少や高齢化により、集落機能の低下や担い手不足が進む中山間地域において、外部人材を積極的に

活用しながら、課題解決に向けた地域の取組を支援し、自立的・持続的な地域運営と中山間地域の活性化を図ること。  
●企業の社会貢献活動による地域づくり支援事業 （企業（参加者５人以上）と、地域団体で構成する共同体。）   
●大学生等による地域づくり支援事業（大学生等（参加者５人以上）と、地域団体で構成する共同体。）  
●地域づくり支援団体等による地域づくり支援事業  

（地域づくり支援団体等（参加者５人以上）と、地域団体で構成する共同体。）        ※詳細はお問合せ下さい。 
【問合せ】NPO 法人市民プロデュース（やまぐち元気生活圏協働支援事業  受託者）  

TEL：０８３－９３２－４９１９ E-mail：E-mail shiminproduce@gmail.com （担当：小柳、長井） 


