
  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

宇部市民活動センター「青空」 20１４．６．１ Vol．１５６ 

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」は、市民活動団体及びボランティア団体を支援する、中間支援施設です。現在、「青空」に

は１３７団体（８個人を含む）が登録しています。毎年増減を繰り返していますが、平均１３０団体以上を保っています。 

今年度も、多くの皆様にご利用いただきまして、ありがとうございました。今年度も、情報提供及び、備品・会議室の貸し出

しなど、市民活動団体及びボランティアの皆様のお役にたてるよう、頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。  
 

 

 

市民活動やボランティアに興味のある方、一緒にやってくれる仲間を探して
いる方、ＮＰＯに興味がある方など、その他にも自分たちの活動のＰＲがした
い、活動の場が欲しい方など、ぜひご登録ください。 

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。お待ちしております。 
 

 

 

５月１６日（金）にセンター利用者会議を
行いました。 

参加人数は合計１３名で、市民活動セン
ターや市民活動のことについて、意見交換
や、今後のセンターのサービスについて話
し合いました。 

登録団体及び個人の皆様、お忙しい中
お越し頂きましてありがとうございました。 

今後とも、よろしくお願いいたします。 

 

 

・情報紙（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） 
・情報誌発行時にチラシ等の同封サービス 
（情報誌内に掲載可能） 

・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 
・ロッカーの利用が可能（１ヶ月１００円 毎月更新） 
※登録料は年間（４月開始の３月終了）で、 
団体は３，０００円、個人は１，０００円です。 

平成２５年度の
利用件数は前年度
よりはやや右肩上
がりの結果となり
ました。 
相談件数も前年

度に比べると増加
傾向にあります。 

利用者会議の様子（写真）↑ 



 
 
●独立行政法人 国立青少年教育振興機構 平成２６年度（後期） 子どもゆめ基金助成 子どもの体験活動・読書活動助成  

募集締切 ２０１４年６月２３日（月） 当日消印有効 
問合せ先 （独行）国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部 助成課   

ＴＥＬ：０１２０－５７９０８１（月～金 ９：００～１７：４５） ０３－５７９０－８１１７・８１１８ ＦＡＸ：０３－６４０７－７７２０ 
●一般社団法人 日本旅行業協会 平成２６年度 ＪＡＴＡ環境基金 地球にやさしい環境学習支援助成  

募集期間 ２０１４年６月２日（月）～７月１１日（金） 当日消印有効 
問合せ先 （一社）日本旅行業協会 総務部 ＴＥＬ：０３－３５９２－１２７１  ＦＡＸ：０３－３５９２－１２６８ 

 E-mail：somu@jata-net.or.jp 
●公益財団法人 太陽生命厚生財団 平成２６年度 ボランティアグループ等が行う事業への助成  
 募集締切 ２０１４年６月３０日（月） 必着  
問合せ先 （公財）太陽生命厚生財団 事務局 ＴＥＬ：０３－６６７４－１２１７ ＦＡＸ：０３－６６７４－１２１７  

●公益財団法人 日本生命財団（ニッセイ財団） 平成２６年度 ニッセイ財団 高齢社会助成＜実践的研究助成＞  
 募集締切 ２０１４年６月１５日（日） 当日消印有効  
問合せ先 （公財）ニッセイ財団 高齢社会助成 事務局 ＴＥＬ：０６－６２０４－４０１３ ＦＡＸ：０６－６２０４－０１２０ 

              

         

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

「音楽の祭日」は、「夏至を祝う」という趣旨からフランスで始まった無料の音楽イベントです。 

正式な名称は、Fête de la Musique au Japon（®商標で「音楽の祭日」が日本名称）といいます。1982 年にフランスで生ま

れた「音楽の祭典」を原型とし、「音楽はすべての人のもの」という趣旨に則っとり、ジャンル、プロ・アマを問わない音楽家に

よるライブコンサートです。すべて入場無料とし、参加協力を得た会場でおこないます。 

 日本では、2002 年に杉本利彦・野畑政彦の両氏が、フランスの事務局 ADCEP と交渉し、ADCEP の承認をえました。その

結果、大阪市の市役所玄関で最初のライブ公演が行われました。今回、宇部での「音楽の祭日」にも来演をお願いしたサッ

クス奏者の MALTA さんが、当初よりイベント開催に賛同され、協力をいただいております。 

 「入場料は無料」という原則のため、なかなか大規模な行事にはなりにくいのですが、東京・大阪を拠点に周辺都市へ

徐々に拡大しているのが現状です。今年も、夏至の 6 月 21 日を中心に、世界１００か国以上の参加が予定されております。 

 「音楽の祭日イン宇部」は、6 月 22 日（日）に渡邊翁記念会館で開催され、MALTA さんの応 

援を得て、多彩な出演者による楽しい時間を作り出していく計画です。現在、5 組の演奏者ま 

たはグループが参加する予定ですが、ポスターやチラシができ次第、ご案内をいたします。 

尚、このイベントは、フランス大使館と山口日仏協会からの後援を頂いております。 

「音楽の祭日」シンボル・ロゴ（商標登録済み。直接販売に使用することはできません。） 

【問合せ】「音楽の祭日」イン宇部事務局  

TEL：３６－９５５５【イベントのお問い合わせは宇部市文化創造財団 ＴＥＬ：35-3355 まで】 

東京の HP: http://www.mediatv.ne.jp/tokyo-ongakunosaijitsu/about/index.html 

大阪の HP: http://www.mediatv.ne.jp/ongakunosaijitsu/index.html 

 

私たち「楽しい日本語の会」は、日本に住む外国人の方を対象に、日本での生活に役立つように日本語で会話

をし、日本語に親しんでもらう集まりの場です。情報交換や仲間作りの場にもなっています。現在は小さいお子さん

をお持ちのお母さんのご利用が多いです。少人数ではありますが、日々の生活や雑談等を交えながら、対象者に

合わせて分かりやすく楽しく日本語を勉強できるようにつとめています。 

下記日程で行っていますので、お知り合いの外国の方へも会をご紹介ください。（無料です。テキストの利用を希

望される場合、コピー代をいただいております。）外国の方と交流をしたい日本人の方の参加も大歓迎です。  

【問合せ】楽しい日本語の会 竹重(Ms.Takeshige) mayupeta@hotmail.com 

 

開催日：第１、３土曜日 １４：００～１６：００ 

場 所：宇部市民活動センター ２Ｆ 

ＴＥＬ：３６－９５５５（宇部市民活動センター内） 

★興味のある方はぜひ、一度ご参加ください！！ 

http://www.mediatv.ne.jp/tokyo-ongakunosaijitsu/about/index.html
http://www.mediatv.ne.jp/ongakunosaijitsu/index.html


         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 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・５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 
 

●うべ探検博覧会 通年型プログラム  
完成まで待てない！“Ｒｅｂｏｒｎ”  
ときわ公園 動物園 バックヤードツアー ｖｏｌ．３ 

 
 平成２７年にリニューアルオープンするときわ公園

の「動物ゾーン」。進行中の工事現場や、公開を控えた

新施設など、普段入ることのできない特別な場所にご案

内します。エサやり体験もできますよ！ 
日 時：６月８日（日） ※小雨決行 

 【Ａ】 １２：３０～１４：４５ 
 【Ｂ】 １３：３０～１５：４５ 

場 所：ときわ公園動物園ゾーン 
    集合場所はときわ公園正面入口 
参加料：１，０００円（ガイド料、軽食代、保険料含む） 
定 員：各１５名 
★申込み★ ※6/6（金）〆切 
 電話またはインターネットからお申込み下さい。 

（月～金 １０：００～１７：００ ※祝日を除く） 
★問合せ★  

うべ探検倶楽部  
ＴＥＬ：３９－７４６０  
ＵＲＬ：http://ubetan.jp 

（２４時間受付）   
 ↑去年の参加者の様子 

●ハミングロード新天町 ｉｎ  

たなばた飾りコンテスト 参加者募集中！！ 
 
 ハミングロード新天町の七夕 
飾りを作ってくれる団体、個人 
を募集しております！最優秀賞 
には賞品もありますので、ぜひ 
ぜひご参加下さい！！ 
日 程：６月１日～ 随時製作開始 
    ７月１日～７月７日 搬入・飾り付け開始 
    ７月１日～７月３１日 投票期間 
    ８月２日～ 結果発表及び表彰式 
場 所：ハミングロード新天町（アーケード内） 
参加費：１，０００円（１団体１個限り） 
定 員：３０団体 
※材料は主催者で用意いたします。（竹製の大玉、花紙、

すずらんテープ、針金など）それ以外の材料の使用も
可能です。ただし、釣れる大きさ・重さに限ります。 

★申込み・問合せ★ 
宇部新天町名店街協同組合 ＴＥＬ：２１－９８８７ 
 

●手紡ぎ・手織り・草木染めの「うさとの服」の展示会  
 

天然素材の「うさとの服」の心地よさをぜひ体験して
下さい。 
日 時：７月３日（木）～7 月６日（日） 

 １０：００～１８：００ 
場 所：ひびきの森（宇部市大字善和１１９） 
入場料：無料 
 
●夕暮れカフェをオープンします！！ 
 
日 時：７月４日（金）・５日（土） 

    １８：００～２１：００ 

場 所：ひびきの森（宇部市大字善和１１９） 

◆『自家製小麦を使用したピタパン作りのワークショップ』及

び『さをり織り体験・マフラー作りワークショップ』をご希

望の方はお気軽にお問合せ下さい。 

★問合せ★  

ひびきの森  

ＴＥＬ：０９０－９０６４－８０７５（西村） 
 

●松元ヒロ ＳＯＬＯ ＬＩＶＥ 
 
日 時：６月１９日（木）  

１８：３０～（開場） 
場 所：宇部市シルバー 

ふれあいセンター２Ｆ 
ふれあいホール 

参加費：大   人 ２，０００円  
１８歳以下 １，０００円 
（当日５００円増） 
※小学生以下入場不可 

◆宇部市民活動センター「青空」でもチケット販売中！ 
★申込み・問合せ★ 

主 催：ドリームシアター・うべ 
 ＴＥＬ：３２－４２８７ 

（ＮＰＯ法人子ども劇場山口県センター内  
月～金 １０：００～１７：００） 

 

●原発をつくった私が、原発に反対する理由 
                   菊地 洋一 講演会 
 

福島原発をつくった菊池洋一さんが、「原発の危険」
についてお話します。 
日 時：７月６日（日） 

１３：００～（開場） １３：３０～（開演） 
場 所：宇部市シルバーふれあいセンター２Ｆホール 
参加費：チケット 前売 ５００円（当日 ７００円） 
◆宇部市民活動センター「青空」でもチケット販売中！ 

★申込み・問合せ★  
いのち・未来 うべ  
ＴＥＬ：０８０－６３３１－０９６０（安藤） 

●ＭＡＹＡフォルクローレコンサート 
 
 日本を代表するフォルクローレのトップ・グルーポで
す。 
日 時：６月２０日（金）  

１８：３０～（開場）１９：００～（開演）  
場 所：宇部市文化会館３Ｆホール 
参加費：指定席       ３，０００円  

自由席 一   般 ２，５００円  
大学生以下 １，０００円 
（当日各５００円増） 

★申込み・問合せ★ 
宇部音楽鑑賞協会 ＴＥＬ：３４－２３８４ 

●チームキララ キッズクラブ２０１４ ジュニアクラブ２０１４ 
 

１年を通して同一メンバーによる野外教育クラブ行事 
日 時：７月６日（日）～平成２７年２月１５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～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」をご請求下さい。「参加申込書」を確認

後、受付とさせて頂きます。※6/23 までに要申込み（必着） 
★問合せ★ 

キララ・カウンセラーズ・クラブ事務局  
ＴＥＬ・ＦＡＸ：０５０－７５７７－０１７０ 



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

6/15 
～
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 

３・ 
１７ 

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 

３． 
１０・ 
１７・ 
２４ 

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 

８ 日 
「かたつむり」ひきこもり・ニートの親の会 ～荒れる子供への対処について～ 
■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） 

８ 日 
第２回 おもしろカップ ｉｎ うべ 
■９：００～１５：００（予定） ★ときわ公園（ときわ遊園地芝生広場）  
●１人 ２，５００円（保険料含）▼対象：２～６歳（未就学児） ※雨天決行 

ＮＰＯ法人 
おもしろファーム 

32-6396 

８ 日 

うべ探検博覧会 通年型プログラム  
完成まで待てない！“Ｒｅｂｏｒｎ” ときわ公園 動物園 バックヤードツアー ｖｏｌ．３ 

■【Ａ】 １２：３０～１４：４５ 【Ｂ】 １３：３０～１５：４５ ※小雨決行 ▲定員：各１５名 
★ときわ公園動物ゾーン（集合場所 ときわ公園正面入口）  
●１，０００円（ガイド料、軽食代、保険料含む） ※詳細は３面参照 

うべ探検倶楽部 
39-7460 

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 

１４ 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！ 
6/29（日） 10:00～15:00 鵜の島ふれあいセンターにて、『福祉バザー』でも開院！ 

宇部市民活動センター 
36-9555 

１４ 土 
ＪＩＣＡ研修員との国際交流 ～アフリカ、アジアからの研修員と書道体験♪～ 
■１３：００～１６：００ ★宇部市銀天街 銀天せいじ館 ●無料  
▲定員 ２０名（先着順） ※事前に要申込み 

山口県ＪＩＣＡデスク 
（国際協力推進員  小野） 

083-925-7353 

１５ 日 
第１２回 まちなかエコ市場 ～里山軽トラ市～ 
■９：２０～１５：３０ ★まちなか環境学習館「銀天エコプラザ」 ●入場無料 

まちなか環境学習館 
「銀天エコプラザ」 

39-8110 

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～ ★宇部市渡辺翁記念会館(集合) ●無料 ▲定員：４０名 

観光６次産業推進課 
34-8353 

１８・
２６ 

水
・
木 

平成２６年度 環境サロン  ※内容は日程により異なりますので、お問合せ下さい 
■１８：３０～２０：３０ ★まちなか環境学習館「銀天エコプラザ」 ●２００円 

まちなか環境学習館 
「銀天エコプラザ」 

39-8110 

１９ 木 
松元ヒロ ＳＯＬＯ ＬＩＶＥ                         ※詳細は３面参照 
■１８：３０～（開場） ★宇部市シルバーふれあいセンター２Ｆふれあいホール 
●大人 ２，０００円 １８歳以下 １，０００円（当日５００円増） 小学生以下 入場不可 

NPO 法人子ども劇場
山口県センター 

32-4287 

２０ 金 
ＭＡＹＡフォルクローレコンサート   ★宇部市文化会館３Ｆホール ※詳細は３面参照 
■１８：３０～（開場） １９：００～（開演） ●指定席 ３，０００円  
自由席 一般 ２，５００円 大学生以下 １，０００円（当日各５００円増）  

宇部音楽鑑賞協会 
34-2384 

２２ 日 
第６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 ※毎月第４日曜日開催中！ 

English４U！ 
国際交流会 

070-5306-3180 

２２ 日 
音楽の祭日 ｉｎ 宇部 ～Ｓａｘ奏者 ＭＡＬＴＡ出演～ 
■１４：００～１７：００（１３：３０～開場）★宇部市渡辺翁記念会館●無料（全自由席） 

音楽の祭日ｉｎ宇部事務局  

（宇部市文化創造財団内）

35-3355 

２６ 木 
産直ママの骨盤講座            ▼対象：生後半年以内の赤ちゃんとママ 
■１０：００～１２：００ ★メイシャン宇部店（宇部市沖の旦字奥） ●１，５００円（託児あり） 

NPO 法人日本マタニ
ティ整体協会 

090-7545-1419（中村） 

２６ 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 ★メイシャン宇部店（宇部市沖の旦字奥） ●１，０００円（託児あり）  

NPO 法人日本マタニ
ティ整体協会 

090-7545-1419（中村） 

２８ 土 
てくてくまち歩き 「常盤用水路めぐり（本土手コース）」   
■１０：００～ ★ときわ公園正面入口(集合) ●無料 ▲定員：４０名 

観光交流課 
34-8353 

２８ 土 
２０１４年度 宇部市地球温暖化対策ネットワーク総会      
■総会 １３：３０～１４：３０ 会員の活動報告会・環境講演会 １４：４０～１６：００  
★宇部市総合福祉会館２Ｆボランティア交流ホール（大） ●無料 

宇部市地球温暖化 
対策ネットワーク 
050-1298-4065 

７ 月   

３～
６ 

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       ※詳細は３面参照 
※４日（金）・５日（土）１８：００～２１：００は「夕暮れカフェ」もオープン♪ 

ひびきの森 
090-9064-8075（西村） 

６ 日 

原発をつくった私が、原発に反対する理由 菊地洋一講演会 
■１３：００～（開場）１３：３０～（開演）★宇部市シルバーふれあいセンター２Ｆホール 
●チケット 前売５００円（当日７００円） ※詳細は３面参照 

いのち・未来 うべ 
080-6331-0960 

 


