
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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。 

 

 

宇部市民活動センター「青空」 202２．８．１ Vol．２５４ 

８月からのスタートで、３ヶ月のコースです。 

韓国語に興味があるけれど、全く読めないし、書けないと不安な方もご安心を！！ 

読み書きを含めて、最初から丁寧に教えますので、身構えずに気軽にチャレンジして下さいね。 

開催日：【昼間コース】  

１５：１０～１６：１０ 水曜日 

【夜間コース】 

２０：１０～２１：１０ 木曜日 

場 所：宇部市民活動センター「青空」 

 

月 謝：毎月２，０００円  毎月３回開催 

（教材費は各別途徴収） 

備 考：・各クラス５名以上の申込みで開催 

     （先着順・定員１５名まで） 

    ・８月～１０月の３ヶ月コース 

★申込み・問合せ★ 宇部市民活動センター「青空」 ＴＥＬ：３６－９５５５ 

 

 

青空ゾーンに参加して、団体のＰＲをしませんか？ 

開 催 日：１１月６日（日） １１：００～１６：００ 

開催場所：山口銀行～新天町ハミングロード前  

（中津瀬神社辺りまで） 

内  容：ステージ発表・食べ物バザー・ 

体験展示コーナー など 

申込み〆切：８月１９日（金）まで【厳守】 

★申込み・問合せ★  
宇部市民活動センター「青空」  
ＴＥＬ：３６－９５５５ ＦＡＸ：３９－２２７２ 
E-Mail：mail@ubenet.com   

 

 

★『第１回宇部まつり青空ゾーン出店・出展説明会』 
日 時：８月２５日（木） １９：００～２１：００  場 所：宇部市民活動センター「青空」 

・参加を希望する団体は必ずご出席をお願いします。（申込用紙をご提出下さい） 

・登録団体優先（先着順） 
 

※写真はイメージです 



            

         

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茶トの会は地域猫活動団体です。地域猫活動とは、飼い主のいない

ねこへ TNR （捕獲し、不妊去勢手術を行い、元の場所に戻す）を行うこ

とで繁殖を防止し、「地域猫」として一代限りの命を全うさせ、地域ぐるみ

でねこと共生しながら見守っていく活動です。 

TNRを行う際はノミ・ダニ駆除、ワクチン接種、ウイルス検査、場合によ

ってはケガの治療も行っており、茶トの会では「TNR」だけで終わるのでは

なく、「TNR 後のねこのケア」も大切にしています。 

月に一度、活動拠点でゴミ・ふん拾い＆ねこパトロールを行い、地域の

方たちと一緒に活動することでコミュニケーションを深め、地域猫活動へ

賛同していただく『地域コミュニティの形成』を目指しております。 
 
問合せ：茶トの会  代表 古屋 美由紀  
E-ｍail：chatonokai0222@gmail.com 

 
●ゴミ拾い＆ねこパトロール 参加者募集 ● 
 
日 時：８月 6 日（土）１０：００～１２：００  
    【毎月第１土曜日開催！】 
場 所：銀天エコプラザ前（集合 １０：００～）  

※現地集合・予約不要 
持参品：軍手、ゴミ袋（不要な紙袋やビニール袋で OK）   

当団体は、子どもから大人まで、幅広い年代の人が心豊かになれる日々を送れるようサポートすることを目

的とし、『みんなが出会い、繋がり、支え合ったら、子育てが楽しくなる』という思いを抱き、市内に住む親子を

対象に、異年齢の子どもたちが交流できる場や子育て中の親がリフレッシュできる場を提供しています。 

【これまでの活動】 

キッズイベント…「お花見ウォークフォトラリー」などほぼ毎月開催  

小学生イベント…夏休みに「宿題＆ミニワークショップ」「ドッヂビーをしよう」など開催  

ママイベント…「骨盤ヨガ体験レッスン」など開催 

令和 4 年度より当団体がつどいの広場事業 宇部市子育てサークルの運営業務を宇部市より受託する事

となりました。 

経験豊富な保育士が様々な活動、育児相談等を行い、親子の集いの場を提供します。 
 
問合せ：ＮＰＯ法人親子ステーションあんころもち 
ＴＥＬ：０８０ー６３０６ー７６０１（松田） 

 

★『子育てサークルときわ通り』も運営中！！ 
 
時 間：１０：００～１５：００  
     ※金のみ１７：００まで（日・月・祝日は休館日） 
住 所：宇部市新天町２丁目３番３号  

ボスティビルド３階 
T E L：０８０－７１７８－２７０４ 
E-mail：ankoromochi3096@outlook.jp 
Ｈ Ｐ：https://ankoromochi3096.wixsite.com/website 



             

         

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●バランゴマＬＩＶＥ 
 

東西アフリカの文化を融合させ、心に響くメッセー
ジを心躍るリズムとメロディーに乗せて！ 
日 時：８月１１日（木・祝）  

１４：００～１６：００  
（開場：１３：３０～） 

場 所：宇部市文化会館３Ｆ文化ホール 
参加費：自由席 一   般 ３，０００円  

高校生以下 １，５００円 
（当日５００円増）  

◆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★ 

ＮＰＯ法人うべ★子ども２１  
ＴＥＬ：２１－９１１４ 

 宇部音楽鑑賞協会 ＴＥＬ：３４－２３８４ 

●２０２２年度 第１回 ＥＳＤ研修会 食育フォーラム 
 
 こころも身体も食べたもので出来ている！？ 
日 時：８月２０日（土） 

１４：００～１６：００（１３：３０開場） 
場 所：多世代ふれあいセンター３講座室(３F)  
参加費：資料代 ５００円（オンライン参加 無料） 
定 員：５０名 
内 容 
 基調リモート講演：講師 前島由美氏 
 「輝きをとり戻す  
  『発達障がい』と呼ばれる子どもたち」 
★申込み★ 
 氏名、電話、対面・オンラインの別を以下の連絡先
にて 8/12（金）までに要申込み 
★問合せ★ 

宇部市まちなか環境学習館   
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：３９－８１１０ 
E-mail ubekuru@gmail.com 

 

●ひきこもりや不登校に関する個別相談会 
 
日 時：８月７日（日）、９日（火）、 

２５日（木）、２７日（土） 
平日 １０：００～１６：００  
土日 １３：００～１６：００ 

場 所：ＮＰＯ法人ふらっとコミュニティ 
①ひだまり（２５日、２７日） 
②ひより（７日、９日） 

参加費：宇部市・山陽小野田市・山口市民：無料   
その他の方：１回１Ｈ程度  
５，０００円（税別） （各要予約） 

対 象： 
ひきこもり（不登校）、精神障害、発達障害の子

どもや兄弟（姉妹）のことで悩んでいる家族、姿を
見せない・喋らない・家庭内暴力等の対応を学びた
いと思っている家族、生きづらさを抱えている当事
者、支援者など 
★申込み・問合せ★ 

ＮＰＯ法人 ふらっとコミュニティひだまり 
ＴＥＬ：２１－１５５２ 

（月～金 ９：００～１７：００） 
E-mail：f-hidamari@juno.ocn.ne.jp 

 
 
●住友生命保険相互会社 第１６回 未来を強くする子育てプロジェクト  
「子育て支援活動の表彰」＆「女性研究者への支援」  
募集期間 ２０２２年９月９日(金) (金) 必着 
問合せ先 住友生命保険相互会社「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局     

ＴＥＬ：０３－３２６５－２２８３（平日１０：００～１７：３０）  
URL：https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/ 

●第１７回コープやまぐち女性いきいき大賞  
募集締切 ２０２２年９月３０日（金） 郵送の場合消印有効 
問合せ先 生活協同組合コープやまぐち 女性いきいき大賞事務局   

  ＴＥＬ：０１２０－２７－５５２０（組合員活動グループ） Ｅ-mail：info@yamaguchi.coop 
URL：https://www.yamaguti-coop.or.jp/ 
 
 

 
 

●子育てグッズリユース広場  
～おもちゃ病院もあるよ♪～  

 
この事業は、宇部市の事業でごみの減量を目的に、

市民の方から不要となった子育てグッズや子ども用ス
ポーツグッズ、制服、学用品を回収しています。定期
的に「リユース広場」を開催し、必要とされる方に無
料でお譲りするというものです。 
日 時：８月２７日（土） 

９：３０より整理券配布予定 
（都合により予定を変更する場合あります）  

場 所：多世代ふれあいセンター 
※おもちゃ病院には壊れたおもちゃをご持参くださ
い。 
★問合せ★ 
特定非営利活動法人 うべネットワーク 
（子育てグッズ・子ども用スポーツグッズリユース事業受託団体） 

宇部市民活動センター「青空」  
ＴＥＬ： ３６ー９５５５ ＦＡＸ ：３９－２２７２ 
※写真はイメージです。 
 
 
 
 
 
 

↑※写真はイメージです。  
 

●第１回 賢い消費者講座２０２２  
「成人年齢１８歳に引き下げ！ 

 どうなる契約と消費者トラブル対処法」 
＆知って得する！消費生活ミニミニ講座 
「あなたの周りの消費生活トラブル」 

 
親も子も学ぼう！！ 

日 時：８月２０日（土） １３：３０～１５：３０  
場 所：宇部市総合福祉会館３F 講座室 
参加費：無料 
定 員：５０名（先着順） 
対 象：高校生以上どなたでも 
主 催：ＮＰＯ法人消費者ネットワークうべ 
★申込み・問合せ★ 

宇部市民活動センター「青空」  
ＴＥＬ： ３６ー９５５５  
ＦＡＸ ：３９－２２７２ 
E-ｍail：mail@ubenet.com 

 



     

 

 

 

８月 イ ベ ン ト 内 容 ■時間  ★会場  ●料金 申込み・問合せ 

２・ 
１６ 

火 
パソコンよろず相談   ※要予約（日程については要相談） 
■１３：００～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３０分 ５００円  

宇部市民活動センター 

36-9555 

４～ 
２６ 

木
～
金 

健身気功教室 
■各１４：００～１５：３０ ●５００円／回 
★第２，３，４木曜日 川上ふれあいセンター 第１，３金曜日 厚南ふれあいセンター  
第２，４金曜日 恩田ふれあいセンター  ※見学 OK！詳細はお問い合わせ下さい。 

健康気功教室 
090-5812-0399（池田） 

７・
９・２
５・２
７ 

日
・
火
・ 
木 
・
土 

ひきこもりや不登校に関する個別相談会 
■平日 １０：００～１６：００ 土日 １３：００～１６：００   
★ＮＰＯ法人 ふらっとコミュニティ ひだまり＆ひより （日程により変更あり、要確認） 
●宇部市・山陽小野田市・山口市民 無料  その他の方 １回１H 程度 ５，０００円 
（税別）（各要予約）  ※詳細は要問合せ 

ＮＰＯ法人 ふらっと 
コミュニティひだまり 

21-1552 

６ 土 
ゴミ拾い＆ねこパトロール 参加者募集  ※詳細は２面参照 
■１０：００～１２：００ ★銀天エコプラザ前（集合 １０：００～） ※現地集合・予約不要 
▼持参品：軍手、ゴミ袋（不要な紙袋やビニール袋で OK）  毎月第１土曜日開催 

茶トの会 
chatonokai0222 

@gmail.com 

１０・
２４ 

水 
会計よろず相談     ※要予約（日程については要相談） 
■１３：００～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３０分 ５００円  

宇部市民活動センター 

36-9555 

１１ 祝 

バランゴマＬＩＶＥ 
■１４：００～１６：００（開場１３：３０～） ★宇部市文化会館３Ｆ文化ホール  
●自由席 一般 ３，０００円 高校生以下 １，５００円（当日５００円増）   
※宇部市民活動センター「青空」でチケット販売中！ ※詳細は３面参照 

ＮＰＯ法人 
うべ★子ども２１ 

21-9114 

１３ 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 ●無料 毎月第２土曜日開院中！ 

宇部市民活動センター 

36-9555 

１３・
２７ 

土 
オーガニックマルシェ  
■１０：００～１２：００ ★亀の甲農園（山陽小野田市１７４５）  
●入場無料（エコバックをご持参ください）  毎月第２・第４土曜日に開催します！ 

有機ネット山口西部 
090-1184-8239（三

隅） 

２０ 土 

２０２２年度 第１回 ＥＳＤ研修会 食育フォーラム 
■１４：００～１６：００（１３：３０開場） ▲定員：５０名 ※詳細は３面参 
★宇部市多世代ふれあいセンター第３講座室(３F) 
●資料代 ５００円（オンライン参加 無料） ※8/12（金）までに要申込み 

宇部市まちなか環境 
学習館 
39-8110 

２０ 土 

第１回 賢い消費者講座２０２２  
成人年齢１８歳に引き下げ！ どうなる契約と消費者トラブル対処法 
＆知って得する！消費生活ミニミニ講座「あなたの周りの消費生活トラブル」 
■１３：３０～１５：３０ ★宇部市総合福祉会館３F 講座室 ●無料  
▲定員：５０名（先着順） ◆対象：高校生以上どなたでも ※詳細は３面参照 

宇部市民活動センター 

36-9555 

２７ 土 

子育てグッズリユース広場 ～おもちゃ病院もあるよ♪～ 
■１０：００より整理券配布予定（都合により予定を変更する場合あります）  
★多世代ふれあいセンター展示ホール 

宇部市民活動センター 

36-9555 

ＮＰＯ法人うべネットワークは、これまで宇部市民活動センター『青空』の運営や『キッズうべたん』、『う

べ探検博覧会』などを実施して参りました。これからも市民活動団体の活動を支援する中間支援組織として事業

を続けて参ります。そこで、市民活動の活性化やまちづくりを応援して下さる「ワンコインサポーター」を募集

し、サポーターとして個人や団体・企業など、ひとりでも多くの方に支えて頂ければと思いますので、よろしく

お願い致します。 

【応援方法】寄付金 １口 ５００円より 現金でもお振込でもＯＫです。（寄付金を下さった方は毎月情報紙

にてご紹介予定です。※匿名希望の方はその旨をお知らせ下さい。）  

振込先：山口銀行 宇部支店 普通預金５０６６１２１ 特定非営利活動法人うべネットワーク 

※あおぞら通信は、宇部市民活動センター『青空』のホームページでもカラー版を閲覧できます。 
ＨＰには他にもセンターの情報が掲載されておりますので、そちらもご覧くださいね。 ＨＰ：http://www.ubenet.com 

宇部市民活動センター「青空」より、お盆休み休館のお知らせ 
 
 ８月１３日（土）～１６日（火）は、お盆休み及び日曜日のために休館いたします。 

 また、8 月 16 日（火）には貯水タンクを清掃・点検を行います。  

そのため、まちづくりプラザビルへの関係者以外の立ち入りも禁止となります。  

休館中に会議室をご利用になる登録団体の皆様は、事前に予約をお願い致します。  

ご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。           

センタースタッフ一同 


