宇部市民活動センター「青空」

20１４．７．１

きっとみつかる、好きなこと。
開
催
期
間

２０１４

予約開始７／１１（金）

７／１９（土）～８／１０（日）

【キッズうべたんってなに？】
「きっとみつかる、好きなこと。」をあいことばに、
「おしごとたいけん」
「ものづくり」「あそび」をたのしんじゃお！！
「だいすきなうべ、じまんできるうべ」をみつけてね！！

Vol．１５７








来所者のみ限定!!
先行予約開始
７／１０（木）１３：００～
場所：宇部市民活動センター
北側会議室

●保護者の方へ●
キッズうべたんは、「職業体験」や「宇部の魅力体験」を通して、子ど
もたちに、自分たちのまちに愛着や誇りをもってもらうための取り組みで
す。プログラム提供者であるパートナーはそれぞれ、プログラムを通じて
「子どもたちに伝えたいことがある」「子どもたちにこうなってほしい」
など、強い想いをもった方ばかりです。子どもたちにとっても保護者の方
にとっても、素敵な体験・経験になること間違いありません。
親子で参加できるプログラムもありますので、一度ご参加ください！

ふわふわかる～い粘土で楽しもう！

ソフト粘土でオリジナルホワイトボード作り！
夏休みの思い出を飾ろう♪

グラスアートフォトスタンド作りにチャレンジ！！
動く木製ゴム動力海賊船をつくろうよ！

カリブ海の海賊船・ブラックパール号
これで夏休みの宿題は決まり。楽しい夏休みを過ごしましょう♪

パフェランプ・サファリランプ、さぁどっち？
流木と植物を組み合わせたオリジナル作品をつくろう！

親子で学ぼう！流木アートと子育てコーチング
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。
ＮＰＯ法人 うべネットワーク

など

お申込み・問合せ
うべ探検倶楽部
ＵＲＬ：http://ubetan.jp
ＴＥＬ：３９－７４６０
10:00～17:00（月～金）
※祝日は除く
（詳細はパンフレット及び
ＨＰをご覧ください）

２００７年より、山口宇部空港国内線ターミナルビルにて山口県内外のクラフト、ハンドメイド作品を展示販売するイベント
を企画運営しております。近年のクラフトフェアは、野外開催で「craft&food&sound」をパフォーマンスするのが主流であり、
一作家である私達も周南市や北九州市の野外クラフトフェアに出展の経験を積む中で、宇部市で野外クラフトフェアを開催
出来ないだろうか？と強く思うようになりました。そして山口宇部空港ガーデンゲートで２０１３年５月「chercher シェルシェ」１
０月「てくね in ときわ公園」を開催することが出来ました。これからも、ものづくりを仕事にする人、楽しむ人の作品を宇部か
ら発信するイベントを企画運営していきます♪
【問合せ】chercher（シェルシェ）事務局 代表：松岡潤子
ＴＥＬ：090-7595-6802
ＵＲＬ：http://pixystone.blog.fc2.com/

★Petit Marche vol.18 in

山口宇部空港 開催！★

日
場

時：７月６日(日)１３日（日） １０：００～１６：００
所：山口宇部空港 国内線ターミナルビル２F 出発ロビー
２０～２２店舗 出展予定
●出展内容●
布小物、大人服、アクセサリー、木工雑貨、レザークラフト、
ガーデン雑貨、羊毛フェルト、ベビー・キッズ小物、石窯パン、
スイーツ、季節の野菜、果物 etc
山口県内のハンドメイド、クラフト作家、広島、福岡、熊本か
らも多彩なジャンルの作家が参加します！

私達「山口大学国際医療研究会」は、山口大学医学部の学生により構成され、約 １２
０名の学生が所属する本医学部最大の学生団体です。主体的に海外へ行きボランティ
ア活動を行う学生が集い、自身の価値観や経験を共有し合える場となっています。
この度、２０１４年８月９日にペシャワール会現地代表の中村哲医師を宇部市にお招
きして、中高生・大学生・一般市民の方々を対象に講演会を開催する運びとなりました。
中村医師は、３０年余にわたり、アフガニスタンを中心に医療、農業、灌漑事業などの
支援活動を行っています。日常生活では触れることの困難なアフガニスタンの現状を、
中村医師の経験談を通して実感して頂き、来場者の皆様が国際保健・国際支援のあり
方や「今、自分たちに何が出来るか」を考えるきっかけとなるようなイベントを作り上げた
いと思っております。是非、多くのお申込をお待ちしております！！
【問合せ】山口大学国際医療研究会 ＴＥＬ：３６－９５５５

★「中村哲医師講演会」～アフガニスタンに生命の水を～★
日 時：8 月 9 日（土） 18:00～20:00 (17:30 開場)
場 所：宇部市文化会館（文化ホール）
入場料：300 円
定 員：500 名
申込み：宇部市民活動センター「青空」 TEL：36-9555
問合せ：E-ｍail：ubekouenkai89@gmail.com

●Ｐａｎａｓｏｎｉｃ ＮＰＯサポート ファンド ２０１４年募集 ①環境分野 ②子ども分野
募集期間 ２０１４年７月１６日（水）～７月３１日（木） 必着
問合せ先 ①特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金 ＴＥＬ：０３－５２９８－６６４４
ＦＡＸ：０３－３２５５－２２０２ ＵＲＬ：http://www.eco-future.net E-mail：eff-spf@eco-future.net
②特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド ＴＥＬ：０３－５６２３－５０５５
ＦＡＸ：０３－５６２３－５０５７ ＵＲＬ：http://www.civilfund.org E-mail：kodomo@civilfund.org
●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

●ことしの夏も福島から子どもたちがやってくる！
野菜・米、その他、不用物品の提供のお願い！！
●グレゴの音楽一座
創造的パフォーマンス・音楽を通じて異文化を楽し
もう！！グレゴと人形の音楽が織りなす不思議な夢の
世界へご案内します♪
日 時：７月１９日（土）
①１３：００～ ②１９：００～
場 所：宇部市文化会館２Ｆ研修ホール
参加費：一般チケット ２，５００円
（①小学生～②３歳～）（当日各５００円増）
対 象：①幼児～低学年向け ②高学年～大人向け
◆ワークショップあり、詳細はスケジュールを参照！！

★申込み・問合せ★
ＮＰＯ法人 うべ★子ども２１
ＴＥＬ：２１－９１１４

●チャイルドライン 受け手ボランティア養成講座
７月～１１月の全１０回の講座です。１人でも多くの
方に、お子さんの声を聴いて欲しいです。
日 時：７月１３日（日） １０：００～１２：００
７月１４日（月） １４：００～１２：００
（他、全１０回講座 詳細はお問合せ下さい）
場 所：宇部市文化会館２Ｆ第一研修室
受講料：全１０回 ５，０００円
（第１回～第７回 公開講座 単体で受講可
１回１，０００円）
対 象：１８歳以上 講 師：安達 倭雅子 氏
託 児：１人 ３００円（要予約）
★問合せ・申込み★
ＮＰＯ法人 子ども劇場山口県センター
ＴＥＬ：３２－４２８７

●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）

●夏休み ミニソーラーカー工作教室
新エネルギーの学習と工作
「おひさまと電気のはなし」と ミニソーラーカー作
りが体験できます。
日 時：第１回 ７月２４日（木）
１３：３０～１６：００
第２回 ８月７日（木）
１３：３０～１６：００
場 所：宇部市勤労青少年会館
参加料：無料
対 象：小学生 定 員：各２４名
〆 切：第１回 7/22（火） 第２回 8/5（火）
満員になった時点で各〆切
★申込み・問合せ★
宇部市地球温暖化対策ネットワーク
ＴＥＬ：０５０－１２９８－４０６５

「福島の子どもたちとつながる宇部の会」では、被
災された福島の自閉症児の家族を宇部に招き、保養し
てもらうことにしました。
今年で５回目のプロジェクトですが、今年も皆様の
ご協力をお願いします。
◎提供していただくと嬉しい物
食
材：じゃがいも、玉ねぎ、人参、かぼちゃな
どの野菜、米、醤油などの調味料、味付
け海苔、コーヒー、お茶、その他
生活用品：タオル、洗剤、ティッシュ、その他
◎提供期間 ７月１０日（木）～７月３０日（水）
◎提供方法
宇部市民活動センター「青空」（TEL：36-9555 市
役所向かい、新天町入口ＦＭきららの２Ｆ）に直接お
持ち頂くか、事務局までお問い合わせください。
※住所、氏名、連絡先を書いた紙を
添付して頂けると幸せます！！
★問合せ★
福島の子どもたちとつながる宇部の会
ＴＥＬ・ＦＡＸ：３３－３９８２

●欲しい方に無料でお譲りします！！
宇部市民活動センター「青空」で使用していた冷蔵庫
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！！

★冷蔵庫（冷凍庫あり・白色）
・品番 ＮＲ－Ｂ８ＴＡ－ＨＬ型
・サイズ 幅４６ｃｍ×高さ８８.７ｃｍ
×奥行５１.１ｃｍ
・２００１年製（National）
・運搬は各自でお願いします。
※１台のみ、先着順です。
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）

●自転車通行帯安全マップ作り ワークショップ
参加者募集！！
自転車の 通行場所 のあり方と 整備方法を市民参加で
話し合い、走行方法の分かりやすい啓発マップを作成す
るためのワークショップです。
環境に優しい自転車を、安全にも優しい方法で使用し
ましょう！
回
日程
場所
内容
第 7 月 10 日
（木）
大分市を
２
視察バスツアー
7:00～19:00
予定
回
第 8 月 2 日（土）
自転車レーン形態
シルバー
３
案説明など
ふれあい
回 13:30～16:00
第 9 月 9 日（火）
センター
走行安全マップ・啓
４
第２講座室
発ちらし作り
回 18:30～21:00
第
竣工記念走行、完成
５ 竣工後に施設
発表会
回
参加費：無料
（視察バスツアーは１，５００円（資料・昼食代含む））

定 員：２０名程度
※１回目は終了済みです。
★申込み・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）
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イ ベ ン ト 内
容 ■時間 ★会場 ●料金
吉村治子 水彩・日本画展
★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

申込み・問合せ

夢とロマン 『ミニ』帆船模型展
★ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部１Ｆロビー
■２４時間閲覧可（最終日のみ１７：００まで） ●無料
ハミングロード新天町 ｉｎ 「たなばた飾りコンテスト」
★新天町ハミングロード（アーケード内各所に投票用紙及び投票箱設置）
※１人１票に限りどなたでも投票ＯＫです！！8/2（土）結果発表及び表彰式開催！
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
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３９－１
３） ●入場無料 ※毎週火曜日に開催中

宇部帆船模型の会
32-1571

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！

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

日

２４・
8/7

木

■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） ※宇部市民活動センター「青空」にてチケット販売中！
Ｐｅｔｉｔ Ｍａｒｃｈｅ ｖｏｌ．１８ ｉｎ 山口宇部空港
●入場無料
■１０：００～１６：００ ★山口宇部空港国内線ターミナルビル２Ｆ出発ロビー
自転車通行帯安全マップ作りワークショップ 参加者募集！！
■７：００～１９：００ ★大分市を見学のため、バスで移動予定
●１，５００円（資料代、昼食代） ※その他予定あり、詳細は３面参照及びお問合せ下さい。
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！
「かたつむり」ひきこもり・ニートの親の会 ～親も休憩が必要～
■１３：３０～ ★まちづくりプラザビル前（集合） ●お茶代

夏休み ミニソーラーカー工作教室 新エネルギーの学習と工作
■１３：３０～１６：００ ★宇部市勤労青少年会館 ●無料 ▲対象：小学生
▼定員：各２４名 ◆〆切：１回目 7/22（火） ２回目 8/5（火） いずれも先着順

「アップルドールワークショップ」
１８

金

１９

土

１９

土

１９
～
8/10

土
～
日

２６

土

２７

日

逍雲堂美術館
21-2203

新天町名店街
協同組合
21-9887
宇部市民活動センター

36-9555
ＮＰＯ法人 むつみ会
35-3365
ひびきの森
090-9064-8075 （西村）
いのち・未来 うべ
080-6331-0960
ｃｈｅｒｃｈｅｒ事務局
090-7595-6802 （松岡）
うべ交通まちづくり市
民会議（うべこまち）
85-9723（村上）
宇部市民活動センター

36-9555
「かたつむり」ひきこもり
・ニートの親の会
070-6681-5915 （黒川）

宇部市地球温暖化
対策ネットワーク
050-1298-4065

■１９：００～ ★宇部市文化会館２Ｆ ●１，０００円（材料費込）
▼持参品：りんご２個 （大きい丸いりんご、キズのない物）、 果物ナイフ （皮むき、細工用）
※6/10～申込み受付 高学年以上の親子２０組限定 定員になり次第〆切

ＮＰＯ法人
うべ★子ども２１
21-9114

「作って遊ぼうタップダンス人形ワークショップ」

ＮＰＯ法人
うべ★子ども２１
21-9114

■１５：００～ ★宇部市文化会館２Ｆ ●１，０００円（材料費込）
※6/10～申込み受付 幼児～小学生の親子２５組限定 定員になり次第終了
グレゴの音楽一座
▼対象：①幼児～低学年向け ②高学年～大人向け
■①１３：００～ ②１９：００～ ★宇部市文化会館２Ｆ研修ホール
●一般チケット ２，５００円（①小学生～ ②３歳～）（当日５００円増） ※詳細は３面参照

キッズうべたん２０１４

◆7/10（木）先行予約 7/11（金）～予約開始
※時間、場所、料金等イベントごとに異なります（ 詳細は表紙及びＨＰ等参照）
「海に沈んだ炭鉱」夏の学習会のお知らせ
■１０：００～１２：００ ★宇部市西岐波ふれあいセンター ●無料
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！

ＮＰＯ法人
うべ★子ども２１
21-9114
うべ探検倶楽部
39-7460
長生炭鉱の水非常を
歴史に刻む会
21-8003
English４U！
国際交流会
070-5306-3180

８ 月
７

木

９

土

９

土

お父さんのためのシュタイナー教育講座 『こどもの教育とお父さんの役割』
■１９：００～２１：００ ★メルヘンこども園 ●２，０００円（夕食付き） ※8/1（金）〆切

中村哲医師 講演会 ～アフガニスタンに生命の水を～
■１８：００～２０：００（１７：３０開場） ★宇部市文化会館 文化ホール
●３００円 （６歳以下は無料） ▲定員：５００名 （事前申込み可） ※当日は満席になり次第終了

ＪＲ宇部線開業１００周年記念事業×キッズうべたん鉄道イベント
■１０：００～１６：００ ★渡辺翁記念会館・宇部市文化会館 ●入場無料
第７回 宇部市民参加 音楽劇 『故郷の空はるかに ～琴崎の杜ものがたり～

１０

日

■①１２：００～（開場） １３：００～（開演） ②１７：００～（開場） １８：００～（開演）
★宇部市渡辺翁記念会館 ●一般 １，５００円（当日１，８００円） 小学生以下 無料
※宇部市民活動センター「青空」にてチケット販売中！

8 月 24 日の馬関まつりで平家踊りブチ踊ろう 参加者募集！

２４

日

※8/18、8/20、8/21 各１３：３０～１５：００のいずれか２回、練習に参加して下さい。
練習場所：防府スイミングサークル本館 詳細はお問合せ下さい。

メルヘンこども園
51-9802
宇部市民活動センター

36-9555
うべ探検倶楽部
39-7460
宇部市
舞台芸術フェスティバル
実行委員会事務局
080-6327-4666 （渡邊）

宇部市
レクリエーション協会
22-3061（光谷）

