
  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

宇部市民活動センター「青空」 20１４．３．１ Vol．１５３ 

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。 

 

①収集ボランティア 

 ・ボトルキャップ …ワクチンになります。 

 ・使用済み切手や書き損じ葉書 

 ・プルタブ、海外のコイン、新聞紙 …収集している団体へお問合せ下さい。 

②募金 …何に使われるお金か確認し、支援したい団体への募金をおススメします。 

③バザー、チャリティーのイベントへの参加 

④献血 …夏場は不足しがちです。ご協力を！ 

⑤骨髄バンクへの登録    

ボランティアを始めるのに特別な資格や方法は必要ありません。何かしたい、誰かの役に立ちたい、そんな気

持ちがあれば誰にでもできます。無理せず、楽しんで、自分の関心のあることから取り組んでみましょう！！  

忙しい方には日常生活の中でできるボランティアがおすすめです♪ 

 ボトルキャップや古切手、書き損じ葉書、募金は 

宇部市民活動センター「青空」でも収集しております。 

 

気持ちよく活動するための 

収集ボランティアの注意事項！ 
 
①綺麗なものだけを収集しましょう 

②分別をきちんとしてから届けましょう 

ルールを守り、正しく活動しましょう！！ 

 

 
宇部市民活動センター「青空」にて使用済み切手を収集 

各収集団体が切手を回収 

宇部市では、社会福祉協議会(「小さな

親切」運動宇部支部事務局)で収集し、

「小さな親切」運動山口県本部(下関市)

→「小さな親切」運動本部(東京都)を経

由し、各収集団体へ運ばれます。 

買い取った切手は収集家

の方に向けて販売します。 

回収団体によって用途は異なりま

すが、医薬品を購入するなど、主

には海外への支援に役立ちます。 

 

設置募金箱 

収集した古切手 

●○●収集団体一部紹介●○● 

家族計画国際協力財団（ジョイセフ） 

発展途上国の草の根生活改善運動

への支援 

盲養護老人ホーム聖明園 

盲老人ホームの施設整備・建設資

金の借入金返済など 

  ※その他、複数団体あり 

切手を販売して換金 

各団体が換金
したお金で支援 収集したボトルキャップ 



 
 
●一般財団法人 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 

●（公財）山口県国際交流協会 小規模助成金&グローバルやまぐち国際活動支援事業費補助金（上期） 
 募集期間 ２０１４年４月１日（火）～５月３１日（土）  
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 
●公益財団法人 区画整理促進機構 街なか再生全国支援センター 平成２６年度 街なか再生助成金 
 募集締切 ２０１４年３月３１日（月） 当日消印有効  
問合せ先 （公財）区画整理促進機構 街なか再成全国支援センター 街なか再生ＮＰＯ助成金 担当：田辺 
       ＴＥＬ：０３－３２３０－８４７７ ＦＡＸ：０３－３２３０－４５１４  E-mail：mail@sokusin.or.jp 
●全労済 地域貢献助成事業 ２０１４ 
 募集期間 ２０１４年３月２６日（水）～４月９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：平信、斎藤） 
       ＴＥＬ：０３－３２９９－０１６１ ＦＡＸ：０３－５３５１－７７７２（平日 10 時～17 時 土日祝を除く）  

E-mail：90_eco@zenrosai.coop 
 

 

               

         

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

心豊かな冒険心あふれる青少年及び指導者を育成し、社会教育の推進と青少年の健全育成に寄与することを目的に、

体験教育活動に取り組んでいます。『場面があれば、がんばれる！』『役割が立派さを育てる』が合言葉であり『活躍できる

場面作り』が当法人の大きな目的と考えています。 

主な活動内容は、【子ども自然体験スクール】客船や航空機を利用した６泊７日の研修旅行。【子ども自然体験キャンプ】

４泊５日のサマーキャンプ。【子ども匠の学校】【４０ｋｍナイトハイク】などです。 

指導するリーダーは参加経験のある高校生や大学生で構成し、一貫した指導者育成の場となっており、事業の延べ参加

者は５０００名を超えています。 

美しい自然に接した体験があってこそ「環境を大切にしたい」「温暖化対策に取り組み 

たい」と子どもたちは考えます。自然体験こそ、最高の環境教育ではないでしょうか。 

平成２０年度「心を育む教育総合フォーラム」（松下教育財団）の特別賞を受賞しました。 
 
 ◆◇◆ 『第 23 回子ども自然体験スクール in 沖縄』のご案内 ◆◇◆ 

 自然豊かな沖縄で「親子のきずな」「人としての生き方」を学ぶ旅です。  

沖縄ではヨット、カヌー、サバニ、海水浴、野外炊飯などを行います。  

日 時：3 月 30 日～4 月 5 日（6 泊 7 日） 対 象：小学 3 年生～中学生 

（詳しくはＨＰをご覧下さい） 
 
【問合せ】 ＮＰＯ法人 森と海の学校 宇部市東須恵 1271-15  

Tel 41-5435  Fax 44-4423  E-mail school@okamura21.com 

●◆● 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し、他団体への波及効率
が期待できるモデル的な事業 

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、財団応援チャリティー助成事業（新設）   

活動団体の記念イベント等の中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 

★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≫ 

 



          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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！！

 
【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 １９：００～２０：３０（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 
 
 
 

●３．１１被災地に思いをよせる宇部市民の集い 
 

東日本大震災の発生から３年が経過しようとしてい
ます。今でも被災地では懸命な復旧・復興活動がなされ
ています。今一度被災地に思いをよせ、様々な支援活動
や体験談などを聞いてみませんか。 
日 時：３月９日（日） １３：００～１６：００ 
    第１部 講演「東日本大震災を経験して」 
    岩手医科大学附属病院 秋冨 慎司 氏 
        １３：００～１４：５０ 
    黙とう １４：４６ 
    第２部 ステージ、交流会 
        １５：００～１６：００ 
場 所：ヒストリア宇部 イベントホール 
参加費：無料（募金へのご協力をお願いします） 
主 催：第３回３．１１被災地に 

思いをよせる宇部市民の集い実行委員会 
★問合せ★ 

宇部市防災危機管理課 ＴＥＬ：３４－８１３９ 

●第 1回 おもしろカップ in うべ  
 

ストライダー、またはランニングバイクでのレース
です。ご参加お待ちしております！ 
日 時：３月２２日（土） ９：００～１６：００ 
場 所：ときわ公園（ときわ遊園地芝生広場） 
対 象：２～６歳（未就学児） ※雨天決行 
参加費：１人 ２，５００円（保険料含） 
★申込み★ 
 エントリー方法はホームページ 
よりお申し込みください。 
 ＵＲＬ：http://omoshiro.or.jp 
★問合せ★ 

ＮＰＯ法人 おもしろファーム 
ＴＥＬ：３２－６３９６ 

 

●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」 
 
 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）１３：３０～１６：３０ 

    １６：５０～１８：００ 交流会 

    （会費 ８００円 ソフトドリンク） 

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） 
 

●僕らのまっ黒体験！スプリングプログラム２０１４ 
 
 小学生対象、春の体験行事 クラフト・ハイキング等 
日 時：３月２７日（木）～３月２９日（土）２泊３日 
場 所：きらら交流館周辺（山陽小野田市） 
対 象：小学１年生～６年生  定 員：１２名 
★申込み★ 

詳細は行事募集要網及び参加申込書をご請求下さい。 
※3/15（土）までに申込書必着 
★問合せ★ 

アウトドア・エデュケーション・スタディ事務局 
ＴＥＬ：０５０－７５７７－０１７０ 

●谷本仰ソロ・ダイアローグス 
 
日 時：３月７日（金）１９：００～ 
場 所：こぐま保育園 山園舎 

（山陽小野田市有帆南真土郷） 

参加費：無料（演奏への思いを託す「投げ銭」制です） 
★申込み・問合せ★ 

こぐま保育園  

ＴＥＬ：０８０－２８８２－２１５０（今井） 

●劇人 詩傍 第７回公演 「まなこくされて」 
 
 男性アイドル栗栖隆一のコンサート会場で、急に始ま
った愛の告白。指を差された圭吾君は正真正銘の男。「ぼ
くはなんでも願いを叶えることが出来る力がある。ぼく
は君に会いたくてここまで来たんだよ」願いを叶える石
を巡ってのみにくい争い、果たして結末は？！ 
日 時：３月２１日（祝・金）１８：００～ 

３月２２日（土）１４：００～ １８：００～ 
３月２３日（日）１４：００～ 
（開場は各３０分前）   

場 所：パルセンター宇部 
参加費：チケット １，０００円（当日２００円増） 
★申込み・問合せ★ 

劇人 詩傍 E-Mail：tttt042@yahoo.co.jp（早雲） 

３月からスタート！ 

まだ間に合います！ 



 

  

 

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

3/30 
～
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 

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） 

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 
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 

８ 土 
防長青年館セミナー ガンパルフォーラム ２０１４  ※3/7（金）までに要申込み 
■１３：００～１７：００ ★パルトピアやまぐち ●５００円（夕食 懇親会費 １．０００円） 

防長青年館ガンパル 
フォーラム係 

083-923-6088 

９ 日 
「かたつむり」ひきこもり・ニートの親の会 ～子に頼らない老後の生き方～ 
■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） 

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  
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） 

９ 日 
第２８回 うべ福祉まつり ■開会式 ９：３０～ まつり １０：００～１４：００ 
★宇部市総合福祉会館及び駐車場 宇部市シルバーふれあいセンター ●入場無料  

社会福祉法人  
宇部市社会福祉協議会 

33-3134 

１６ 日 
平成２５年度 環境サロン合同報告会  
■１３：３０～１６：３０ ★宇部市文化会館２Ｆ研修ホール ●無料  

まちなか環境学習館
「銀天エコプラザ」 

39-8110 

２１ 祝 
宇部市民能 事前講座        ■１４：００～１６：００ ★宇部市文化会館 
●一般 １，０００円 学生 ５００円 中学生以下及び 4/13のチケット購入者は無料  
▲対象：中学生以上 ▼定員：１００名（先着） 

「能に親しむ会」事務
所 

35-1225 

２１ 祝 
第１１回 まちなかエコ市場 ～フリーマーケット参加者募集中～ 
■１０：００～１５：００ ★銀天エコプラザ 中央街区広場及び野外ステージ※雨天決行 

まちなか環境学習館
「銀天エコプラザ」 

39-8110 

２１ 祝 

うべ彫刻ファン倶楽部 第１３回 彫刻清掃  
■受付 ９：１５～ 清掃 ９：３０～１１：３０ ★宇部市ときわ公園  ときわ湖水ホール
前 ▼持参品：ゴム手袋、軍手、草取り用具など必要な清掃道具（雑巾はご用意します） 
※3/10（月）必着 ＦＡＸ・郵送・ＴＥＬ・持参等でお申し込みください。 

一般社団法人 
宇部観光 

コンベンション協会 
34-2050 

２１ 祝 
彫刻ワークショップ “タイムカプセルカー”を作ろう！   ▼定員：３０名（先着順） 
■１１：３０～１５：００ ★宇部市ときわ湖水ホール ときわミュージアム分館 ●５００円 

ときわミュージアム 
37-2888 

２２ 土 
ケニアの響き  ●一般前売り・予約 １，５００円（当日 ２，０００円）中高生 ５００円 
■１４：００～１６：００（１３：３０開場） ★ヒストリア宇部 ※チケット「青空」にて販売中！ 

宇部市民活動センター 
36-9555 

２３ 日 
てくてくまち歩き 「原史跡散策と百手祭見学」  ●無料（軽食バザーあり、各自） 
■集合 １０：００～ 的射はじめ １３：００～ 餅まき １６：００～ ★松江八幡宮(集合)  

宇部市観光交流課 
43-8353 

２９ 土 
ありがとうの第４回 フリーマーケット開催、出店者大募集中！ 
■９：００～１４：００（搬入受付 ８：００～８：４５） ●出店料全区画一律５００円 
★サテライト宇部駐車場内特設会場（宇部市東岐波 1519-8）※出店者は要申込み（先着順） 

コスモスフリーマー
ケット実行委員会 

59-0500 

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   ※3/3（月）申込み〆切 
◆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  

ＮＰＯ法人  
森と海の学校 

41-5435 

３０ 日 
第７２回 フリーマーケット ～掘り出し物を見つけよう！！～              
■７：００～１４：００ ★常盤公園東駐車場  

宇部フリー 
マーケット事務局 

090-7135-3729（蔵澄） 

４ 月   

５ 土 
名古屋発～新手法の人情喜劇 時代横丁 『地獄八景だぎゃ』  ■１９：００～（開演） 
★宇部市文化会館３Ｆホール ●一般 ３，０００円（小学生以上１人）（当日５００円増） 
※未就学児入場不可 ▲託児あり 3/28（金）までに要予約 １人 ３００円 

ＮＰＯ法人  
うべ★子ども２１ 

21-9114 

６ 日 
ほんわかシアター わくわくおもしろ 音楽会 ★男女共同参画センターフォー・ユー 
■１１：００～（開演） ●一般 ２，５００円（３歳～）（当日５００円増）  

ＮＰＯ法人  
うべ★子ども２１ 

21-9114 

１３ 日 
宇部市民能   ※3/21（金） 14:00～16:00 事前講座開催！ ★宇部市文化会館 
■１部 能に親しむ会発表会 １０：００～ ２部 市民能 １４：３０～ ●１部 無料 
２部 指定席 ４，０００円 自由席 ３，０００円 学生席 １，５００円（当日各５００円増）  

「能に親しむ会」事務所 
35-1225 

  

宇部市民活動センター「青空」休館のお知らせ 
宇部市民活動センター「青空」は、３月２８日（金）～３月３１日（月）まで、事務所の整理のため休館と致します。 

その際、会場の利用もご遠慮くださいますよう、お願い申し上げます。 

登録団体をはじめ多くの皆様には、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。 

何卒、ご理解下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。              センタースタッフ一同 

 


