
  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

宇部市民活動センター「青空」 20１４．２．１ Vol．１５２ 

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。 

現在、宇部市民活動センター「青空」には市民活動団体の情報誌やボランティア募集、講座の案内など、さまざ

まな情報が掲載されたチラシが集まっています。しかしながら、距離があってなかなか「青空」に来ることができ

ない方も多く、まだまだ情報開示が十分とはいえない状況です。宇部日報の協力で情報紙面の掲載、ホームページ

やメール、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（フェイスブック）といった情報媒体も可能な限り駆使していますが、もっと情報の

輪を広げていきたいと思っています。 

そこで、宇部市民活動センターの情報誌や、他団体の情報誌、イベントのチラシ等を設置、もしくは配布してく

れる団体や企業を募集しております。設置可能な部数や設置先等をお知らせくださいね。また、他にもホームペー

ジへのリンクやＦａｃｅｂｏｏｋの記事のシェアなど、電子媒体での情報提供に協力して下さる団体も募集してお

りますので、興味がありましたらぜひお問合せ下さい。よろしく願い致します。 

 

宇部市民活動センター「青空」 

情報誌（毎月１日発行） 

 ↑市民活動団体のイベントをカレンダーにし

た「あおぞら すけじゅ～る」や、団体の活動を

紹介する「団体紹介」、そのほか「青空」のイベ

ントの案内や助成金の情報など、市民活動団

体の活動を応援しています。 

 ↗運営団体であるＮＰＯ法人うべネットワークのＨＰから、

宇部市民活動センター「青空」及びうべ探検倶楽部のペー

ジへと繋がっています。Ｆａｃｅｂｏｏｋも青空とうべ探の２種類

がありますので、ぜひご覧くださいね。Ｆａｃｅｂｏｏｋについて

は情報をシェアしてほしい市民団体もご連絡下さいね！ 

宇部日報掲載 市民活動の情報広場 

（毎月第１月曜日発行） 



 
 
●一般社団法人 愛山青少年活動推進財団 平成２６年度 青少年健全育成事業の助成団体募集  
募集締切 ２０１４年４月２８日（月） １６：００必着（期限厳守のこと） 
問合せ先 一般財団法人愛山青少年活動推進財団  事務局 ＴＥＬ：０８３－９３２－２６６０ ＦＡＸ：０８３－９３２－２６５９ 
       Ｅ-mail：aizan@kdp.biglobe.ne.jp URL：http://www.aizankai.com/  担当：事務局長 古川 

●平成２６年度 地球環境基金 助成金募集 
 募集締切 ２０１４年２月１２（水） 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  URL：http://www.erca.go.jp/jfge/index.html 

              

         

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

私達は、若者定住、地域活性化、少子化問題等に少しでもお役に立てればと、社会貢献というやりがいを感じながら活

動している非営利団体です。 

活動内容は、結婚したくても出会いが無いという若者達のために、毎月数回いろいろな地域で、地域の観光資源や産

業、農産物を活用し、内容・趣向を変えながら婚活イベントを開催しています。 

昨年実施したイベントの一部を紹介させていただくと、防府市で「浴衣姿で素敵な出会いを！」  山口市阿東で「窯でピザ

づくり」 宇部市で「クリスマス会」等です。 

和やかな雰囲気で、ゲームをしたり、１対１で自己アピールしたりとする中で、自分に合ったパートナーと巡り会える機会

になればと思っています。イベントの最後には、それぞれの気持ちが一致すればカップル誕生です。 

今後も「列車に乗って」「カウンセラーによる恋愛講座」等、予定しています。 

興味のある方はお気軽にご連絡ください。ホームページにも詳しく載せています。 

【問合せ】air（アイアール）結婚応援部   

mail：air.ohen@gmail.com  ＵＲＬ：https://sites.google.com/site/airohen/  

 

方言クラブではありません。日本語の事なら何でも(漢字・カタカナ語・流行語・諺（ことわざ）・省略語・古語・方言・・・)語り

合いながら学び合う生涯学習の会です。 適度な放言や脱線した論議も自由です。 

大昔からその時の年配者の「今時の若者のことばはナッチョラン」との批判は連綿（れんめん）として続いています。でも、

今はマスコミの手段・方法が高度に発達し、猛烈な速さで言葉や使われ方が変わっています。 老若の意思疎通に齟齬(そ

ご)が出ることがしばしばです。困った現象だと思っています。豊言倶楽部の学びの神髄は、古くから使われてきた言葉や表

現をささやかながら次世代に伝えて行こうというものです。新しい技術分野の言葉や巷(ちまた)に流行る言葉には高齢者は

付いて行けませんが、昔から使われて来た言葉の蓄積量は若者を遥かに凌ぎます。 

今年は午(馬)年、『馬には乗ってみよ、人には添うてみよ』との諺が有ります。 昼間に暇が作れる成人・高齢者の皆さ

ん！豊言倶楽部の扉を叩いて下さい。 一緒に学び合いましょう！ まず自らが言葉を磨き、豊かな日本の言葉を伝えて行

きましょう！ 

「子どもの日」「宇部まつり」に「青空」が参加する催し物では、今までことばに関するクイズのパネル展示・カルタとりを欠

かさずやっています。 

【問合せ】代表：吉田健 TEL：0836-41-6536 宇部市民活動センター「青空」 TEL：36-9555 

日時：毎週火曜日 10 時～12 時 場所：宇部市民活動センター「青空」 費用：勉強会参加の都度

100 円 ●◆● 平成２６年度 きらめき活動助成事業募集 ◆●◆ 
【育成支援コース】 
１、スタートアップ助成事業   

団体の立ち上げ・新たに取り組む事業 

２、ステップアップ助成事業   

 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】   

１、県民活動助成事業   

地域のニーズに即した社会的な課題の解決に寄与するモデル的な事業 

２、男女共同参画助成事業 

  男女共同参画会社の実現に向けて普及啓発的な取組や課題解決に寄与する事業 

３、文化活動助成事業 

ア）地域文化活動   主体的・独創的で地域文化の振興に寄与する文化事業 

イ）郷土文化活動   郷土文化の保存・伝承に効果的な事業 

４、財団応援チヤリティ―助成事業（新設）   

活動団体のイベント等で参加料等にきらめき財団への応援寄付を織り込んだ事業 

５、「男女が共同して参画し 文化が薫り 県民活動が拡がる」助成事業 （新設）  

財団の新たなイメージ形成につながる事業 

※各所にて説明会あり 宇部は 2/13（木） 宇部市民活動センターにて開催！ 

★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 
 （土・日・祝日を除く ８：３０～１７：１５） 
ＦＡＸ：０８３－９２４－９０９６ 
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２６年３月３１日（月）≪当日消印有効≫ 
 

https://sites.google.com/site/airohen/


           

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●宇部市民活動センター「青空」  
平成２６年度 語学教室 受講生募集！！

 
３月からスタートです！！（先着順・定員になり次第受付終了します） 

【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 

【英会話】 毎週木曜日（夜） 

初 級 １９：３０～２１：００（場所 北側会議室） 

【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】 毎週水曜日（夜） 

初 級 １９：００～２０：００ 

中 級 ２０：１０～２１：１０ 

月 謝：毎月 ２，０００円（教材費別途徴収） 
 
◆◇◆ゆっくりやりたい方にはおすすめ！！◆◇◆ 

【中国語】 

第１・第３金曜日（祝日の場合は第５金曜日） ※月２回程度 

上 級 １０：００～１１：００ 

初 級 １１：１０～１２：１０ 

月 謝：毎月 １，０００円（教材費別途徴収） 

★場所・申込み・問合せ★ 

宇部市民活動センター「青空」 

ＴＥＬ：３６－９５５５ 
 
 
 

●長生炭鉱水没事故７２周年犠牲者追悼集会  
新井英一コンサート 

 
追悼集会では、韓国から来日した遺族の方々のお話も

あります。 
日 時：２月８日（土）  

追悼式   １１：００～１２：００ 
コンサート １４：００～１６：１０ 

場 所：追悼式   長生炭鉱追悼ひろば 
コンサート ヒストリア宇部 

参加費：追悼式 無料 コンサート ９９９円 
★申込み・問合せ★ 
長生炭鉱の“水非常”を歴史に刻む会 
ＴＥＬ：２１－８００３ 

 ●チャイルドラインチャリティ公演 うたものがたり「よだかの星」 
 
 宮澤賢治原作『よだかの星』が、 
文章をそのままに「うたものがたり」 
になりました。 
日 時：３月１４日（金） 

開場 １８：３０～  
開演 １９：００～   

場 所：宇部市文化会館３Ｆ文化ホール   
参加費：大      人     ３，０００円 

子 ど も（１８歳以下） １，５００円 
（未就学児は入場不可） 
ペアチケット（大人２人分）５，０００円 
（当日各５００円増・ペアは前売りのみ） 

★申込み・問合せ★ 

ＮＰＯ法人子ども劇場山口県センター 
ＴＥＬ：３２－４２８７ 

 
●第４回 自転車まちづくりシンポジウム ｉｎ Ｕｂｅ 
～歩行者・自転車・車のフェアな道路空間の 

共存に向けて～ 
 
 『今なぜ自転車のことを考えるのか？自転車とまちづ

くり 金沢の事例から』について、お話されます。 

日 時：３月８日（土）１３：３０～１６：００ 

場 所：ヒストリア宇部交流ホール２Ｆ 

参加費：無料  

講 師：三国成子氏 

★問合せ★  

うべ交通まちづくり市民会議（うべこまち） 

ＴＥＬ：８５－９７２３（村上） 
 
●産直ママの骨盤講座 
 
 姿勢のこと、骨盤のことをもっと知ってみませんか？ 
日 時：２月１３日（木）１０：００～１２：００ 
場 所：宇部市沖の旦９６７ 
参加費：１，５００円 ※保育士さん１人常駐 
対 象：産後６ヶ月以内のママ 
内 容：産後におちいる姿勢の罠の説明 
    自分でできる骨盤矯正ストレッチ 

骨盤ベルトの正しい締め方活用法 
姿勢改善エクササイズ、歩き方の指導 など 

●妊婦さんの骨盤講座 
 
 新しい命や自分の姿勢のことを考えていきましょう。 
日 時：２月１３日（木）１３：００～１５：００ 
場 所：各講座 宇部市沖の旦９６７ 
参加費：１，０００円  
対 象：母子手帳をお持ちの妊婦さん 
内 容：妊娠～産後に向けての骨盤の講議 
    自分でできる骨盤矯正ストレッチ 
    １０分程度のマッサージ＆ミニカフェ など 
★申込み・問合せ★ 

ＮＰＯ法人日本マタニティ整体協会 
ＴＥＬ：０９０－７５４５－１４１９（中村） 

●2013年度 宇部友の会 暮らしナビ講習会   
～鍋帽子®を使って～ ひな祭りのごちそう 

 
 ゆっくり時間をかけて味がしみこんでいく保温調理
は、ＣＯ²削減につながります。 
日 時：２月１９日（水） １０：００～１３：００ 
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 
託 児：１歳以上（要予約）１０名（先着順） 

２００円（軽食・保険料含む） 
持参品：三角巾、エプロン、手ふき  
献 立：ケーキ寿司、とり手羽元のさっぱり煮、 

きのことほうれん草のフラン、桜餅 
●宇部友の会 友の家まつり 
 
 食・住・衣をメインにした三種類のミニ講座や、鍋
帽子®、ケーキ等の販売など楽しいイベント満載です！ 
日 時：３月９日（日）  

ミニ講座   １０：００～１０：５０ 
    子どもコーナー「つくってみよう！やってみよう！」 

              １０：００～１２：００ 
    会員の手作り品販売（無料のコーヒーコーナあり） 

１１：００～１２：３０ 
場 所：宇部友の家（宇部市中村 3-12-59-6） 
参加費：入場無料 ※一部実費あり  
★申込み・問合せ★  
宇部友の会  ＴＥＬ：３２－０００５ 
       ＴＥＬ：５１－７１９３（藤井） 
 



２ 月 イ ベ ン ト 内 容 ■時間  ★会場  ●料金 申込み・問合せ 

～２
３ 

～
日 

二口善雄 椿画展   ★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 

４・ 
１８ 

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 

宇部市民活動センター 
36-9555 

６・ 
２０ 

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１・第３木曜日営業中！ 

ひびきの森 
090-9064-8075（西村） 

６・ 
２０・ 
２７ 

木 
平成２５年度 環境サロン 
■１８：３０～２０：３０ ★まちなか環境学習館「銀天エコプラザ」 ●２００円 
※日程によりテーマや話題提供者が異なります。詳細はお問合せ下さい。 

まちなか環境学習館
「銀天エコプラザ」 

39-8110 

８ 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２土曜日開院中！ 

宇部市民活動センター 
36-9555 

８ 土 
おはなし会 
■１４：００～１４：３０ ★宇部市学びの森くすのき ●無料 ※毎月第２土曜日開催中！ 

宇部市 
学びの森くすのき 

67-1277 

８ 土 

長生炭鉱水没事故７２周年犠牲者追悼集会 新井英一コンサート 
■追悼式 １１：００～１２：００ コンサート１４：００～１６：１０  
★追悼式 長生炭鉱追悼ひろば コンサート ヒストリア宇部 
 ●追悼式 無料 コンサート ９９９円 

長生炭鉱の“水非常”
を歴史に刻む会 

21-8003 

９ 日 
「かたつむり」ひきこもり・ニートの親の会 ～いつの間にか黄昏～ 
■１３：３０～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３００円 ※毎月第２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 月 

連続子育て講座 『こどもの感覚をはぐくむ暮らし～幼児期に一番大切なこと～』 

■９：３０～１１：３０ ★メルヘンこども園 ●１，０００円  
▼対象：乳幼児のお父さん、お母さん、妊婦さん  
▲託児 １歳以上 １人 ３００円（保険料含む） お茶、おやつ、着替え等持参  
※講座開催日の１週間前までに要予約 託児場所は下片倉自治会館  

メルヘンこども園 
51-9802 

１３ 木 
産直ママの骨盤講座     ▼対象：産後６ヶ月以内のママ ※詳細は３面参照 
■１０：００～１２：００ ★宇部沖の旦９６７ ●１，５００円（保育士さん１人常駐） 

NPO 法人 日本マタニ
ティ整体協会 

090-7545-1419（中村） 

１３ 木 
妊婦さんの骨盤講座     ▼対象：母子手帳をお持ちの妊婦さん  
■１３：００～１５：００ ★宇部沖の旦９６７ ●１，０００円 ※詳細は３面参照 

NPO 法人 日本マタニ
ティ整体協会 

090-7545-1419（中村） 

１３ 木 
山口きらめき財団 助成金説明会   

■１８：３０～１９：３０ ★宇部市民活動センター ●無料 
※あらかじめ予約が必要な場合有り、お問合せ下さい。 

公益財団法人 
山口きらめき財団 

083-929-3600 

１７ 月 
地域コーディネーター・ファンドレイザー育成事業 地域づくりの達人道場 

■１０：００～１５：３０ ★山口県総合保健会館・多目的ホール ●無料 

NPO 法人市民プロデュース 

083-932-4919 

１９ 水 
２０１３年度宇部友の会 暮らしナビ講習会 ～鍋帽子®を使って～ひな祭りのごちそう 

■１０：００～１３：００ ★宇部友の家 ●８００円（材料費を含む） ▲定員：２４名  
◆持参品：三角巾、エプロン、手ふき ※詳細は３面参照 

宇部友の会 
51-7193（藤井） 

２１ 金 
活動団体向けセミナー 選考委員は何を見る？～助成金申請のコツ 

■１３：００～１５：３０ ★山口県社会福祉会館４Ｆ大ホール ●無料  
▼対象：関心のある方ならどなたでも ▲定員：５０名程度 ※2/14（金）までに要申込み 

公益財団法人 
山口きらめき財団 

083-929-3600 

２８
～

3/30 

金
～
日 

木村 日出子 水彩画展   ★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 

３月   

１ 土 

くわえ・ぱぺっとステージ 『かくれんぼしてるのだあれ』 
■１０：４５～（開場） １１：００～（開演） ★宇部市総合福祉会館 
●親子チケット（大人１人、子ども１人+兄弟（０歳～未就学児） ２，０００円  
大人チケット １，０００円 ※小学生入場不可 

うべ★子ども２１ 
21-9114 

８ 土 
第４回 自転車まちづくりシンポジウム ｉｎ Ｕｂｅ 

 ～歩行者・自転車・車のフェアな道路空間の共存に向けて～  ※詳細は３面参照 

■１３：３０～１６：００ ★ヒストリア宇部交流ホール２Ｆ ●無料 ▲講師：三国成子氏 

うべ交通まちづくり 
市民会議（うべこまち） 

85-9723（村上） 

８ 土 
宇部マテ エココンサート Ｅｃｏ Ｃｏｎｃｅｒｔ ２０１４ ～音楽で暖ったまろ。～ 
■１７：００～（開場） １７：３０～（開演） ★宇部市文化会館 
 ●前売券 １，０００円（当日 １，２００円）  

宇部マテ ECO 
CONCERT 実行委員会 

35-1231 

９ 日 
宇部友の会 友の家まつり                      
■ミニ講座 １０：００～１０：５０ 子どもコーナー １０：００～１２：００ ※詳細は３面参照 
手作り品販売 １１：００～１２：３０ ★宇部友の家 ●入場無料 ※一部実費あり 

宇部友の会 
51-7193（藤井） 

１４ 金 
チャイルドラインチャリティ公演 うたものがたり 「よだかの星」  ※詳細は３面参照 
■１８：３０～（開場） １９：００～（開演） ★宇部市文化会館３Ｆ文化ホール  

ＮＰＯ法人子ども劇場
山口県センター 

32-4287 

３０
～
4/5 

日
～
土 

第２３回 子ども自然体験スクール ｉｎ沖縄 ６泊７日 
◆集合時間及び場所：新山口駅前 ７：３０ 宇部市役所前 ７：３０  
新下関駅前 ８：３０ ●１０２，０００円 ▼対象：小学３年生～中学生  
▲定員：男女１５０名 ※その他、詳細はお問合せ下さい。 3/3（月）申込み〆切 

ＮＰＯ法人  
森と海の学校 

41-5435 

 


