
 

特定非営利活動法人 うべネットワーク（子ども用スポーツグッズ・子育て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」 宇部市新天町一丁目２－３６ まちづくりプラザ２階  
ＴＥＬ： ３６－９５５５ ＦＡＸ ：３９－２２７２  E-ｍail：mail@ubenet.com 
宇部市廃棄物対策課 ごみ減量推進係 ＴＥＬ：３４－８２４７ 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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」 202２．１１．１ Vol．２５６ 

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。 

不要になった子育てグッズなど、ご家庭に眠ってい

ませんか。子育てグッズと兼用の回収ボックスにお持

ちください。 

〈現在集めているもの〉 

※破損や汚れのあるもの、は引き取り不可 

・子育てグッズ（ベビーカー・ベビーベッド等） 

・学生服（市内の学校・保育園・幼稚園の制服） 

・学用品（習字セット・絵の具セット等） 

・子ども用スポーツグッズ（ボール、ラケット等） 

〈回収ボックス設置場所〉 

・宇部市役所本庁１Ｆ正面玄関左側（ＡＴＭ前） 

・宇部市北部総合支所２Ｆ 

・ユーピーアールスタジアム 

・楠若者センター ・宇部市総合福祉会館１Ｆ 

・西部体育館 ・中央公園テニスコート 

・東岐波ふれあいセンター ・厚南市民センター  

・宇部市民活動センター「青空」 

日 時：月・火・水 １０：００～１５：００ 
    第３土曜日 １３：００～１６：００ 
    ※祝日は除く 
場 所：宇部市民活動センター「青空」 
【注意事項】 ※ご予約希望の方はご一読ください。 
前日までにお電話でご予約の上、予約した日時にご来館

下さい。お電話での在庫の確認は致しかねます。また、取
り置きなどのサービスも行っておりません。 

制服に関しては、予め必要なデザインやサイズなどを調
べてご来館下さい。 

ご来館の際は必ず身分証明書をご持参ください。 

 

 
日 時：令和４年１１月１２日（土）１０：００～ 整整理券配布９：３０～先着順（なくなり次第終了） 

場 所：多世代ふれあいセンター展示ホール 

※おもちゃ病院には壊れたおもちゃをご持参ください。（修理費は無料・要電池や部品代など） 



 
 
●公益財団法人 花王芸術・科学財団 ２０２３年度 助成事業 芸術文化部門 
募集締切 ２０２２年１１月１０日(木)まで 必着 ２３時５９分まで 
問合せ先 （公財）花王芸術・科学財団事務局  ＴＥＬ：０３-３６６０-７０５５   ＦＡＸ：０３-３６６０-７９９４ 

Ｅ-mail：zaidan.art@kao.co.jp  URL：http://www.kao-foundation.or.jp/ 
●公益財団法人 河川財団 ２０２３年度 河川基金助成＜川づくり団体部門＞ 
募集締切 ２０２２年１１月１５日(火)まで ※１８時まで。申請Ｗｅｂサイトは、１１月１５日（火）１８時に閉鎖  
問合せ先 （公財）河川財団 基金事業部 担当：横森、益田、藤本、野海   

ＴＥＬ：０３-５８４７-８３０３（９：１５～１２：００ １３：００～１７：３０ 土曜、日曜、祝祭日を除く） 
   Ｅ-mail：kikin-toi@kasen.or.jp  URL：https://www.kasen.or.jp/kikin/tabid290.html 

●独立行政法人 国立青少年教育振興機構 令和５年度 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 ２０２２年１１月２９日(火)まで 消印有効（電子申請は１１月２９日（火）１７時〆切） 
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）  Ｅ-mail：yume@niye.go.jp   
URL：https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/ 

●公益財団法人 ニッセイ財団（日本生命財団）２０２３年度 児童・少年の健全育成助成 
募集締切 ２０２２年１１月３０日(水)まで 必着 ※山口県提出期限 申請書は、各団体から直接山口県へ提出。 
問合せ先 （公財）ニッセイ財団 助成事業部  ＴＥＬ：０６-６２０４-４０１４  ＦＡＸ：０６-６２０４-０１２０ 

URL：http://nihonseimei-zaidan.or.jp/index.html 
提 出 先 山口県健康福祉部こども・子育て応援局こども家庭課  青少年・家庭福祉班   

ＴＥＬ ０８３－９３３－２６３４  ※申請書を希望される場合も上記までご連絡下さい 
●公益財団法人 三菱ＵＦＪ信託地域文化財団 ２０２３年度 助成団体募集 
募集締切 ２０２２年１１月３０日(水)まで 当日消印有効 
問合せ先 （公財）三菱ＵＦＪ信託地域文化財団事務局  ＴＥＬ：０３－３２７２－６９９３   ＦＡＸ：０３－３２７２－６９９４ 

URL：http://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp/ 
 
 

 
 

 

               

         

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

  

 

１２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。 

★申込み・問合せ★ 宇部市民活動センター「青空」 ＴＥＬ：３６－９５５５ 

 

 

開催日：１０：００～１１：００ 水曜日 

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） 

    ・１２月～Ｒ５、２月までの３ヶ月コース 

内閣府より、以下の通りお知らせがありました。大切な情報ですのでＮＰＯ法人のみなさんは

ご確認下さい。 

 令和 4 年 9 月 1 日から「組合等登記令」の一部が改正・施行され、これまで NPO 法人の

設立の認証等においては、すべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、従たる事

務所の所在地における登記が不要となりました。これを受けて、「特定非営利活動促進法に係る

諸手続きの手引き(令和 3 年 6 月)」の一部も変更されます。こちらも気になる方はご確認下さい。 

【チェックポイント】 

 ○令和４年９月１日 から「組合等登記令」の一部が改正・施行される。  

○改正により、従たる事務所の所在地における登記が不要となる。  

○令和４年９月１日以降の内閣府 NPO ホームページにおいて、ＮＰＯ法Ｑ＆Ａ及び「特定非

営利活動促進法に係る諸手続き」を変更する。  

その他、必要な登記事項については手続きをお忘れなく！！  



                

         

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●まじめ川キャンドルナイト 
 
 キャンドルの灯りを眺めながら、のんびり、ゆっく
りすごしましょう。 
日 時：１１月１２日（土）１６：００～２０：００  
場 所：真締川河川公園（医大前辺り） 
内容 
★フード＆ドリンク(各有料) 
・シンヤマキッチン【バターチキンカレー など】 
・アマービレ 

【ぼたん鍋、肉串、オムライス、ホットワイン など】 
・なには 【焼きそば、おにぎり など】 
・YummY TacoS 

【タコライス、からあげ、サンドイッチ など】 
・La chandeleur【クレープ など】 
・due 

【 カルストーネ、ローストチキン、４種のチーズ、 
カクテル など】 

★ワークショップ(各有料) 
・万華鏡をつくろう 
・Ｍｙキャンドルキャップをつくろう 
★ミニライブ 
・澄川とっしゃん ・Crazy Angel 
★申込み・問合せ★ 

まじめ川ミズベリング実行委員会  
ＴＥＬ： ０９０-５２６６-１５３２（山田） 

●市民活動支援センター フカボリ カフェ  
ふかめて ほりさげて しりあう 
去年に引き続き、２０１８年に開催した「山口ゆめ花

博」で活躍されたボランティアさん（県民活動アンバサ
ダーさん）と、市民活動団体さんとで交流を図ることが
メインの見学会＆交流会です。 

 
【防府】終了済み 
【宇部】宇部市民活動センター「青空」 

日 時：１１月１９日（土）１３：３０～１５：３０  
場 所：宇部市民活動センター「青空」 

【山口】山口市市民活動支援センター さぽらんて 
日 時：１２月４日（日） １０：００～１２：００ 
場 所：山口市市民活動支援センター さぽらんて 

定 員：各１０～１５名程度  
★申込み★  

申し込みフォームまたはメールにて①お名前 ②居住
市町 ③所属団体（あれば） ④電話番号 ⑤参加したい会
場をご連絡ください。  

※各開催日の３日前までに要申込み 
★問合せ★ 

県民活動アンバサダー事務局 
（NPO 法人市民プロデュース） 

 ＴＥＬ：０８３－９３２－４９１９  
E‐mail：yumehana@nposp.org   
申込みフォーム 
https://bit.ly/center_fukabori2022 

●人形劇団京芸「火よう日のごちそうはひきがえる」  
 
 ひきがえるのウォートンはミミズクに食べられてし
まうのか！？ハラハラドキドキの５日間！！ 
日 時：１２月４日（日）  

１４：００～１５：１０ 
（受付 １３：１０  

開場 １３：４０）  
場 所：ヒストリア宇部 
参加費：一  般 ２，０００円  

子ども券 １，０００円 
（３歳以上～高校３年生）  
※当日各５００円増 

◆宇部市民活動センター「青空」 
でもチケット販売中！(11/4～) 
★申込み・問合せ★  

ＮＰＯ法人うべ★子ども２１  
ＴＥＬ：２１－９１１４ 

 

●劇団宇部芸術座公演 彦市ばなし 
 
日 時：１１月１２日（土） １８：３０～  

１１月１３日（日） １０：３０～ 
（開場各３０分前）  

場 所：宇部市文化会館３Ｆホール  
参加費：チケット大 人 １，０００円  

中高生   ５００円 
★申込み・問合せ★ 
劇団宇部芸術座  
ＴＥＬ：０９０-４５７８-０５８６（松本） 

●第４回 賢い消費者講座２０２２  
「だまされないぞ！！知っ得、契約トラブル護身術 

～事例を学んで免許皆伝～」 
 
 「自分は絶対に騙されない、大丈夫！」と自信を持
っている方が多いのに、なぜ消費トラブルはなくなら
ないのでしょうか？後で悔しい思いをしないように、
事例を知ってトラブル回避の護身術を会得しましょ
う。 
日 時：１１月１８日（金）  

１３：３０～１５：３０  
場 所：宇部市総合福祉会館２F 

ボランティア交流ホール 
参加費：無料 
定 員：５０名（先着順） 
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 

 

●第６回オーガニックフェアうべ  
 
日 時：１１月２７日（日）１０：００～１４：００ 
場 所：万倉ふれあいセンター 
内 容 
 ・マルシェ １０：００～１４：００ 

※エコバックをご持参下さい。 
・講演会「有機給食の取り組みについて」 
 講師 食育指導士 西本葉子氏 

  １１：００～１２：３０ 
 ・クイズラリー 参加費無料 先着１００名 
  １０：３０より回答受付け開始（景品あり） 
 ・ワークショップ しめ縄作り体験 
  参加費３００円・５００円 先着５０名 
  １０：３０より随時受付け 
★申込み・問合せ★  

農業振興課 ＴＥＬ：３４－８５６４（古谷） 
 
●第１６回パラスポーツレクリエーション  
 
日 時：１１月２７日（日） 

１０：００～１１：３０（受付９：３０～） 
場 所：宇部フロンティア大学短期大学部 第二体育

館 
参加費：１人１００円 
対 象：障がい者スポーツを体験してみたい方、 

障がい者スポーツに興味のある方など 
内 容：卓球バレー、ボッチャ等 
★申込み★  

以下の連絡先にＦＡＸまたはメールで 11/19（土）
までにお申し込み下さい。 

山口県障がい者スポーツ指導者協議会 
ＴＥＬ：０９０－４６５５－５０７４（大畑） 
E-ｍail：onaomi1212@gmail.com（大畑） 
ＦＡＸ ：３９－２２７２（宇部市民活動センター「青空」

内） 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 イ ベ ン ト 内 容 ■時間  ★会場  ●料金 申込み・問合せ 

１～ 
２４ 

火
・ 
木 

女性のための体幹レッスン 
■９：３０～１１：００ ●５００円 ▲持参品：ヨガマット・フェイスタオル・飲み物 
★山口合同ガス宇部ひまわり館、又は常盤ふれあいセンター（火曜日は zoom）  
※はつらつ健幸ポイント４０Ｐ ※詳細はお問い合わせ下さい。 

女性の為の 
体幹レッスン 

090-7545-1419(中村) 

１・ 
１５ 

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 

３ 祝 
てくてくまち歩き「美しい干潟を散策しながら遺跡と古墳めぐり」 
■９：５０～１２：００ ★古尾八幡宮（東岐波）鳥居前（駐車場あり） ●無料 

観光交流課 
34-8353 

３～ 
２５ 

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） 

５ 土 
ゴミ拾い＆ねこパトロール 参加者募集   
■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 

６ 日 
第７１回宇部まつり青空ゾーン     
■１１：００～１６：００★山口銀行～新天町ハミングロード内 ●入場無料  

宇部市民活動センター 

36-9555 

６・ 
１５・
１８・
２６ 

日
・
火
・ 
金 
・
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 

９ 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 

１２ 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 

１２ 土 
まじめ川キャンドルナイト             
■１６：００～２０：００ ★真締川河川公園（医大前辺り） ●無料 ※詳細は３面参 

まじめ川ミズベリング 
実行委員会  

090-5266-1532（山田） 

１２・
１３ 

土
・
日 

劇団宇部芸術座公演 彦市ばなし 
■１２日 １８：３０～ １３日 １０：３０～（開場各３０分前） ※詳細は３面参 
★宇部市文化会館３Ｆホール ●チケット大人 １，０００円 中高生 ５００円  

劇団宇部芸術座 
090-4578-0586（松本） 

１２・
２６ 

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 日 
古地図を片手にまちを歩こう 藤曲コース 
■１０：２０～１２：４０ ★藤山ふれあいセンター ●無料 

観光交流課 
34-8353 

２７ 日 
てくてくまち歩き「中也『思ひ出』への物語、れんがのある風景を歩いてみませんか」 
■９：５０～１２：００ ★白土海水浴場駐車場 ●無料 

観光交流課 
34-8353 

１２月   

４ 日 

人形劇団京芸「火よう日のごちそうはひきがえる」   ※詳細は３面参 
■１４：００～１５：１０（受付 １３：１０ 開場 １３：４０）★ヒストリア宇部  
●一般 ２，０００円 子ども券 １，０００円（３歳以上～高校３年生） 当日各５００円増 

ＮＰＯ法人 
うべ★子ども２１ 

21-9114 

１１ 日 
古地図を片手にまちを歩こう 藤曲コース 
■１０：２０～１２：４０ ★藤山ふれあいセンター ●無料 

観光交流課 
34-8353 

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 

・匿名希望 １名 様 １口  ご支援ありがとうございました！ 


