
  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

宇部市民活動センター「青空」 20１４．５．１ Vol．１５５ 

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。 

４月１日（火）より、宇部市民活動センター「青空」及びうべ探検倶楽部の事務所を統合し、それに伴い会場のレイアウトを

変更いたしました。早速新しい会場を使われた方もいらっしゃると思いますが、改めてご案内させていただきます。 

また、消費税率変更に伴い、４月１日（火）より、表のとおり会場費を変更いたしました。すでに会場をご予約されている団

体の皆さまは、一度ご確認をお願いいたします。 
 

 

 

 利用時間 登録団体 登録外団体 

会議室（大）  

【語学教室会場】 

北側：旧うべ探事務所 

３時間まで ４００円 ９００円 

延長：３時間ごと ４００円 ９００円 

会議室（小）  

「青空」事務所内 

３時間まで ２００円 ５００円 

延長：３時間ごと ２００円 ５００円 

作業及び 

フリースペース 

「青空」事務所内 

開館時間内は制限なし 無料 無料 

開館 

時間外 

３時間まで ２００円 ５００円 

延長：３時間ごと ２００円 ５００円 

会議室と併用 ４００円 １，０００円 

延長：３時間ごと ４００円 １，０００円 

 

  作業 

及び 

フリース

ペース 

下廊 

 

階 

 

段 

 会 
議 
室 
（小） 

語学教室 

 

会議室
（大） 

旧うべ探検倶楽部
事務所 ↓ 

宇部市民活動センター
「青空」↓ 

２Ｆフロアの図 

エレ

ベー

ター 

事
務
室 

 【会議室（大）】→ 
個室のため、落ち着い

て会議や語学教室に集中
出来ます。３０人程度入
れる広い部屋です。 
飲食はご遠慮下さい。 
 
 

 【会議室（小）】→ 
最大１８人まで座れる会

議室です。パーテーションの
仕切りがあります。ホワイト
ボードもありますのでご自
由にご利用ください。 
※事務室の話し声や電話

及び印刷機の音等について
はあらかじめご了承下さい。 

 
 
 

↙【作業及び 

フリースペース】 

昼間は作業及びフリース
ペースとして自由にご利用
いただけます。譲り合ってご
利用ください。 
夜間や休日等、時間外の利

用の際は会議室としてご利
用頂けます。パーテーション
をのければ会議室（小）とも
併用可です。 

 
 

●宇部市民活動センター「青空」

からのお願い● 
 

・電子機器（プリンター、ラミネーター等）

の上には手荷物等、ものを置かないで

下さい。故障の原因になります。 

・事務スペースへの立ち入りはご遠慮く

ださい。（レターボックス及びロッカーのも

のも、フリースペースからの出し入れが

可能になりました） 

・テーブルや椅子等を移動した際は、元

の位置に戻してください。 
 
ご協力よろしくお願いいたします！ 

 



 
 
●公益信託富士フィルム・グリーンファンド（富士フィルム株式会社） ２０１４年度 ＦＧＦ助成 
募集締切 ２０１４年５月１２日（月） 当日消印有効 
問合せ先 （一財）自然環境研究センター 公益信託富士フィルム・グリーンファンド事務局   

ＴＥＬ：０３－５８２４－０９６０  ＦＡＸ：０３－５８２４－０９６１ 
●公益財団法人 高原環境財団 ２０１４年度 子供たちの環境学習活動に対する助成事業  
募集締切 ２０１４年５月２３日（金） 必着 
問合せ先  （公財 ）高原環境財団  Ｔ ＥＬ ： ０３－３４４９－８６８４   ＦＡ Ｘ ： ０３－３４４９－２６２５  E-mail ：

mail@takahara-env.or.jp 
 ●公益財団法人 みずほ教育福祉財団 第３１回（平成２６年度）老後を豊かにするボランティア活動資金 
 募集締切 ２０１４年５月２３日（金） 当日消印有効  
問合せ先 （公財）みずほ教育福祉財団 福祉事業部 
       ＴＥＬ：０３－３５９６－４５３２ ＦＡＸ：０３－３５９６－３５７４ E-mail：FJP36105@nifty.com 

               

         

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

私たちの環境教育の特長は、幼稚園から子供会、小中高校、婦人会、老人会、一般成人まで、あらゆる世代を対象に、参加者の「考

える」「見る」「聞く」「さわる」「参加する」等を取り込み、手品やクイズ、音楽、ビンゴゲーム、パズルなどの楽しさもまじえ、遊びも取り入れ

た非常にわかりやすい参加型です。地球温暖化防止活動の大切さをわかりやすく伝えるために講座で使う小道具も、趣向を凝らし自宅

の倉庫で糸鋸なども使いながら手作りしています。独自の計算図表（ノモグラフ）も準備して楽しく、わかりやすく、驚きとびっくりの、ちょっ

と不思議な環境学習を継続的に実践しています。（活動実績  ６６１ 件  参加者数 ４６,５４１ 名） 

地球温暖化問題を「わかりやすく」、ヘエ～ そうだったのかと言ってもらえる「おどろき」を伝えるために色々なメニュー「環境学習のお

もちゃ箱」を準備しています。 

◎ 出前講座（１８２ 回１２，３１２ 名）★リサイクルはすご～い！ 等 

◎ワークショップ（１５ 回７９０ 名）★独自の計算図表でＣＯ２ 削減効果の確認 

☆ＣＯ２削減生活にチャレンジ ☆エコ通勤～自転車通勤の効果 等 

★ゴミの辞書作り（ゴミとは？何がゴミですか？） 等 

◎体験型環境学習（１０３ 回１３，１３９ 名）★エコすごろく 

★地球は水の惑星～私たちの使える水の量は？ 等 

◎ゲームで環境学習（４８ 回２，７９２名）★巨大ジグソーパズル  

★エコビンゴゲーム ★廃材で巨大秘密基地作り 等 

◎リサイクル工作（３１３ 回 １７，５０８ 名）★ペットボトルで風力自動車作り 

★牛乳パックで帽子作り等 

私たちは、対象者に合わせ、わかりやすく、楽しく環境学習ができるように小道具 

の開発と改善に、取り組んでいます。 

【問合せ】環境まなび研究所 代表 曽我邦雄 TEL･FAX 0836-32-2434  

廃材で巨大秘密基地作り 

ふらっとコミュニティとは、ふれあい。 

それは人と人との関係の中で心を回復するための言葉です。 

自分らしさを尊重し、自分にも他人にも思いやりのある関係をもち続けるた

めに、 

つながりを大切にしています。 

誰もが生きていく中で心が疲れることもあるでしょう。 

ふらっとは人とともに歩んでいきます。 

障がいを持っていても社会の中で、意義のある人生を送ることができるよ

うに、 

さまざまな活動を通じて共に考え、共に歩んでいきます。 

私たちと共に自分らしく、生き生きとした人生のプランを考えてみましょ

う。 

【問合せ】ＮＰＯ法人 ふらっとコミュニティ ひだまり   
   寿町 2 丁目 2－18（琴芝駅近く） TEL 21－1552  

フリースペース ひだまり 
（月・火・水・木・金・土） 

10：00～16：30 
日中一時支援、相談支援。 
陽だまりのように暖かい家、 

皆さんの心がぽかぽかになるよう 
願っています。 

デイサービス 
第 2・4 火曜日 

さんまの会 
（当事者会） 
第１水曜日 

手芸教室 
第 1 火曜日 

女子会ランチ 
最終金曜日 

10：00～14：30 

ナイトケア（夕食会） 
第 2 水曜日 最終金曜日 

16：00～21：00 

どなたでもお気軽に 
遊びに来て下さいね！ 
月・火・水・木・金・土 

10：00～16：30 



          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ＮＰＯ法人 むつみ会 わかばの森 あさ市 

    ～おはぎ、お花、野菜など、販売しています！！～ 
 
 毎週火曜日に朝市開催中！！ 
日 時：５月１３日、２０日、２７日  

毎週火曜日（祝日は開催しておりません） 
    開始９：００～（なくなり次第終了します） 
場 所：わかばの森（宇部市大字上宇部３９－１３） 
入場料：無料 
 ※いろいろな障害の方と一緒にあさ市をお手伝いしてく
れるボランティアの方を募集中です！！ 
★問合せ★  
ＮＰＯ法人むつみ会  

就労継続支援Ｂ型事業所 はなぶさ 

日中一時支援所 わかばの森 
ＴＥＬ：３５－３３６５ 

 
 
 
●大人のオイリュトミー講座 ２０１４年度生徒募集！ 
 

目には見えないものを、オイリュトミーで体感して
みませんか？ 
日 程：１学期 ５月１４日 ６月４日 ７月２日 
    ２学期 ９月２４日 １０月８日 １１月５日 
    ３学期 １月１４日 ２月４日  

毎回水曜日 計９回（４月は実施済み） 
時 間：９：１５～１０：４５ 
場 所：メルヘンこども園ホール 
参加費：２，０００円／月 ※途中参加可 
    体験（2,500 円）や学割（1,800 円）もあり 
    希望があれば託児（1 回 300 円）もあり 

 
★申込み・問合せ★ 

メルヘンこども園 ＴＥＬ：５１－９８０２ 
 

●印刷機（リソグラフ）が欲しい方募集中！ 

無料でお譲りします！！ 
 
 宇部市民活動センターで使用していた印刷機を欲し

い方にお譲りします。 

興味のある方はお気軽にお問合せ下さいね！！ 

★印刷機（リソグラフ） 
 ・白黒のみ対応（カラーなし） 

 ・Ａ３サイズまで対応可 

 ・型番ＲＩＳＯ ＩＦＰ１９３ 

 ・インクボトル ２本付き 

（使いかけのインクボトル及びマスター付き） 

・サイズ（およそ）幅７４ｃｍ（広げれば+６８ｃｍ） 

×高さ１０８ｃｍ（上が開きます）×奥行６６ｃｍ 

・使用年数１０年程度 

・運搬は各自でお願いします。 

 （コロ付き） 

※１台のみ、先着順です。 

 5/16（金）までにお問合せ 

がない場合は処分致します。 

興味がある方は、一度実物 

を見に来て下さいね！！ 

★問合せ★  

宇部市民活動センター「青空」  

ＴＥＬ：３６－９５５５ 

（会館時間：月～土 １０：００～１８：００） 
 

●キッズうべたん２０１４及びうべ探検博覧会２０１４ 

             パートナー&サポーター募集！！ 

 ～きっと、 もっと好きになる。あなたも宇部の魅力の一人です～ 
 
【キッズうべたん２０１４】 
仕事体験や宇部の魅力体験を通して自分たちのまち

に愛着と誇りを与えるプログラム（７月～８月実施予
定） 
【うべ探検博覧会２０１４】 
 宇部の魅力を体験してもらい、地域の活力とつながり
を再生する体験交流型のまちづくり観光イベントプロ
グラム（１０月～１２月実施予定） 
★申込み★ 
 電話またはメールでお問合せ下さい。 

（月～金 １０：００～１７：００ ※祝日を除く） 
★問合せ★  

うべ探検倶楽部  
ＴＥＬ：３９－７４６０ 
E-mail：info@ubetan.jp 

●第２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：６月８日（日） ９：００～１５：００（予定） 
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 

 

●ＴＨＴ26◆自転車さんぽ宇部 
（TP テーマ：オブジェウオッチ）  

 
宇部市街地の裏道、メインロードを迷子になりなが

ら一緒に楽しみましょう！ 
THT26 とは：エリア内２６箇所のトレジャーポイント

（ＴＰ）から、８箇所以上を巡り、最少訪問者ＴＰを
当てる、逆転の発想のサイクルオリエンテーリング（地
図遊び）です。偶然性優先のため、誰にでも上位に入
るチャンスがあります。 
日 時：６月１日（日） １２：３０～ 
場 所：ヒストリア宇部（集合） 
参加費：一  般  ２，０００円  

グループ  ３，０００円  
ファミリー ３，０００円 

定 員：４０名   ※5/26（月）までに要申込み 
★申込み・問合せ★ 

自転車さんぽ宇部事務局 ＴＥＬ：５８－４０７７ 
ＵＲＬ：http://www.sportsentry.ne.jp/event/t/37162  
協力：うべ交通まちづくり市民会議「うべこまち」 

●大人の社会派ツアー   
 ～宇部・美祢・山陽小野田 産業観光バスツアー～ 
 

定番の人気コースや健脚コース、 
夜コースなど、様々なコースがあり、 
全２１種の旅プランをご用意してい 
ます。 

貴方が参加したいのは、どのプラ 
ンですか？ 
開催期間：２０１４年６月～１２月 
募集開始：４月７日（月） 
 ※詳細はお問合わせ下さい。 
  宇部市民活動センターにも、 

パンフレットを置いています！ 
★申込み・問合せ★ 

（一社）宇部観光コンベンション協会  
ＴＥＬ：３４－２０５０ 
E-mail：info@csr-tourism.jp 



 

 

 

 

 

 

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

～６ 

～
火
・
祝 

１９世紀イギリスの植物画マガジン                   ★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 祝 
新天町 子どもまつり  
■１０：００～１６：００ ★ハミングロード新天町 ※詳細は下記別表参照 

宇部市民活動センター 
36-9555 

１０ 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 

１０ 土 
アムネスティ チャリティーピースウォーク 
■１1：００ ★恩田市民プール入口 ●２００円  
▼弁当、飲み物、ゼッケン、プラカードなどご持参ください。 

アムネスティ 
34-5484（飯田） 
33-3982（武永） 

１０ 土 
ことばの森 お話会 
■１４：００～１４：３０ ★宇部市学びの森くすのき ●無料  

宇部市学びの森くすのき 
67-1277 

１３・
２０・
２７ 

火 
ＮＰＯ法人 むつみ会 わかばの森 あさ市 ～おはぎ、お花、野菜など、販売しています！！～ 

■開始９：００～（なくなり次第終了します） ★わかばの森（宇部市大字上宇部３９－１３） 
●入場無料 ※毎週火曜日に開催中 

ＮＰＯ法人 むつみ会 
35-3365 

１１ 日 
「かたつむり」ひきこもり・ニートの親の会 ～結局、特効薬はありませんでした～ 
■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） 
１１
～

6/15 

日
～
日 

昭和３０年代の宇部の画家展                 ★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 

１６ 金 
センター利用者会議 ～登録団体の皆様、ぜひぜひご参加くださいませ！～ 
■１９：００～２１：００ ★宇部市民活動センター「青空」  

宇部市民活動センター 
36-9555 

１９ 月 
メルヘンこども園 ぷれままの集い 
■９：３０～１１：３０ ★メルヘン子ども園 ●２００円（材料費込み、おやつ付き） 要予約 

メルヘンこども園 
51-9802 

２４ 土 
てくてくときわ公園 熱帯植物館友の会とのコラボ「ときわ公園の植物観察」   
■１０：００～ ★ときわミュージアム本館入口(集合) ●無料 ▲定員：４０名 

常盤公園管理課 
54-0551 

２５ 日 
メルヘンこども園 オープンデイ           ▼定員：１０組（先着順） 
■１０：００～１３：００ ★メルヘン子ども園 ●無料 ▲対象：未就学児  

メルヘンこども園 
51-9802 

２５ 日 
第１回 大正琴和楽の会 発表会 
■１３：００～１６：００ ★宇部市文化会館 文化ホール ●４９９円  

大正琴 和楽の会 
33-1121 

２５ 日 
第５回 国際交流会＠Ｅ４Ｕ 
■１７：００～１９：００ ★English４U！英会話教室と国際交流サロン  
●１，０００円（子ども無料）※別途 料理費 １人 ５００円  

English４U！ 
国際交流会 

070-5306-3180 

２０ 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 月   

１ 日 
ＴＨＴ26◆自転車さんぽ宇部 （TP テーマ：オブジェウオッチ） 
■１２：３０～ ●一般 ２，０００円 グループ ３，０００円 ファミリー ３，０００円  
★ヒストリア宇部（集合） ▼定員：４０名 ※5/26（月）までに要申込み 

自転車さんぽ宇部 
事務局 
58-4077 

１ 日 
宇部マンドリーノ 第１０回 定期演奏会 
■１４：００～１７：００ ★宇部市渡辺翁記念会館 ●５００円  

宇部マンドリーノ 
44-8658 

９ 月 

メルヘンこども園 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～』 

■１０：００～１２：００ ★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５００円（保険料含む） 持参品 お茶、お
やつ、着替え等） 講座一週間前に要予約 託児場所：下片倉自治会館 

メルヘンこども園 
51-9802 

１６ 月 
てくてくまち歩き 「宇部の神様と言われた渡辺祐策翁の足跡をたどる」   
■１０：００～ ★渡辺翁記念会館(集合) ●無料 ▲定員：４０名 

観光６次産業推進課 
34-8353 

  

                                                                        ↓このイラストが目印の 

                                                        チラシもご覧くださいね！！ 

 

 

 
 

 毎年恒例のけん玉大会・子どもたちが発表するキッズステージを 

はじめ、楽しいゲームやおいしいご飯がいっぱい！ 

子どもの日は『子どもまつり』でいっぱい、いっぱい遊ぼう！！ 


