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子ども夏休みプロジェクト５ がんばっぺ！A は７月２３日（水）～２７日（日）までの４泊５日で実施されました。
参加したのは昨年に続き「中央台北小学校６年生３０名」です。宇部市側からは「恩田小学校６年生が約２０
名」が交流プログラムに参加してくれました。
下関市の海響館や秋芳洞の見学を皮切りに、宇部興産の i-Plaza や石炭記念館、ときわミュージアムの見学
を行い、ときわ公園やアクトビレッジおのでは宇部市の小学生とカヌー体験などで交流を深めました。最後は恒
例の花火大会を見てプログラムを締めくくりました。恩田小学校とお互いにメッセージ色紙の交換を行ったあとは
連絡先を交換したり、一緒にお土産を購入したりして、飛行機が出発するまでの間、交流を深めていました。
沢山の市民スタッフの方々が協力していただき、今年も無事事業を実施することができました。ご協力下さい
ました皆様、ありがとうございました。
（復興支援うべ 子ども夏休み夢プロジェクト５実行委員会 ＮＰＯ法人 ネットワーク 事務局長 橋本勲）

「あおぞら通信」をご愛読のみなさん、こんにちは。
今回は、スタッフから依頼がありＮＰＯについての記事を書きました。毎月の情報紙の編集も大変のようです。
センタースタッフの苦労の結晶、ぜひぜひご愛読・ご活用いただけると幸いです。これからはわたしも時々紙面
にお邪魔し、皆様に色々な『ことば』を届けようと思います。
さて、ＮＰＯとは、Ｎon Ｐｒｏｆｉｔ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ（ノン・プロフィット・オーガニゼイシ
ョン）の略で、非営利団体（組織）のことです。そんなのは常識、と思われるかもしれませんが、巷では“NPO
法人”のことだと思われていることも少なくないようです。本当は、営利を目的としない団体・組織はみな NPO
なのですが、まだまだ誤解も多いようです。
このように思い込み等もありまして、『ことば』をぞんざいに扱ってはいないでしょうか。実は『ことば』の
使い方や理解の仕方一つで団体の活動の幅が広がったり、助 成金がもらえたりするんです。そんなケースをたく
さん見ます。まずは、皆さんの活動の中でも『ことば』を大切にしてみませんか。
宇部市民活動センター「青空」センター長 伊藤 一統

宇部市民活動センター｢青空｣
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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

こんにちは、カイロプラクティック 土筆ん坊（つくしんぼう）です。
私たちはカイロプラクティックの理論に基づき、腰痛・肩凝り・頭痛などの身体の不調、何処へ
行っても改善しない症状、姿勢の矯正などを生活習慣(運動・栄養・睡眠)を見直す事を中心に
プラス 徒手による施術を行う事によって改善していく事を目的に活動しています。 まだまだ宇
部地区ではカイロプラクティックが浸透しておらず、みなさんに知って頂く為に各種健康講座を、
場所を提供して頂ければ無料で実施させてもらっています。また、出張で施術もさせて頂いてお
ります。ご希望が有れば何処へでも行かせてもらいますので、ご連絡お願いします。
黒石ふれあいセンター、山陽小野田市の施設でロコモティブ、メタボリックシンドロームやリバ
ウンドしにくいダイエットにも効果的な体 操を会費制ですが実施しています。ぜひ皆様の参加を
お待ちしています。各種イベント・フリーマーケット・ゴルフ場などの施設などでも施術活動をさせ
て頂いています。
８月３１日には２４時間チャリティーに山陽小野田市のサンパーク １Ｆサンフェスタステージ前
にて参加させて頂きますので、ぜひカイロプラクティックを体験してみて下さい。最後にカイロプラ
クティックを自らがやってみたい方!!無料の説明会も実施していますので、興味ある方はぜひ参
加してみてください。年齢・性別・経歴不問です。(人格は大事!!)身体の中心は骨格、骨格の土
台は骨盤! 健康も美容も骨盤を整えればパフォーマンスも上がります!!
【問合せ】
カイロプラクティック土筆ん坊
武居(タケスエ)哲郎
ＴＥＬ：０９０－７５０５－１２８３

この度、私たち咲夢（サキドリ）プロジェクトは、「一般社団法人ＳＡＫＩ－ＤＯＲＩプロジェクト」として、事業を発展させて
いくことになりました。三年前、任意団体として設立し、宇部市成人式やコンサートといった様々なイベントの企画や運
営をすることで、コツコツと経験を重ねてきました。
また、宇部市に眠っている戦火をくぐり抜けた大正時代のスタインウェイピアノを、歴史や音楽文化のシンボルとし
て復活させたいと考えています。
これまで、シンポジウムの開催をはじめ、私たちの呼び掛けに賛同し、ドイツ在住の世界的なバイオリニスト、ノエ•
乾さんとピアニストのマリオ•へリングさんたちがジャパンツアーの合間をぬって宇部を訪れました。世界の第一線で活
躍する二人のアーティストが子供たちとふれ合い、音楽や楽器の素晴らしさを伝え、ピアノ復活計画のチャリティーコン
サートを開催しました。
ピアノ修理の費用はスタインウェイならではの金額で、皆様のご協力が必要不可欠です。どうぞ皆様、ご理解ご協
力の程、何卒よろしくお願い致します。
私たちのプロジェクトは、街づくりや文化振興を主たる目的とし、大きく咲かせたい夢と目的があります。今年の秋
冬も、他では出来ない夢のある企画を考えていますので、ぜひ私たちの活動と成果に注目してください！
【問合せ】
一般社団法人ＳＡＫＩ－ＤＯＲＩプロジェクト
代表理事 真部尚志
住所：〒755-0083 宇部市南小羽山町二丁目１９－２２－２
E-mail：sakidoric@gmail.com

●第１０回 ＴＯＴＯ水環境基金 助成団体募集
募集締切 ２０１４年９月３０日（火） 当日消印有効
問合せ先 ＴＯＴＯ株式会社 総務部 総務第二グループ 担当：宗、曾根﨑
ＴＥＬ：０９３－９５１－２２２４ ＦＡＸ：０９３－９５１－２７１８

●住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム –活動・研究助成- ２０１５
募集期間 ２０１４年１０月１５日（水）～１０月３０日（木） 必着
問合せ先 住友商事株式会社 環境・ＣＳＲ部 担当：森・安田・上﨑 ＴＥＬ：０３－５１６６－６７５４、３６５３、３３７４
E-mail：sumisho-youth-challenge@sumitomocorp.co.jp
●公益財団法人トヨタ財団２０１４年度 国内助成プログラム
募集期間 ２０１４年９月１日（月）～１０月３１日（金） １５：００まで
問合せ先 公益財団法人トヨタ財団 国内助成プログラム ＴＥＬ：０３－３３４４－１７０１ ＦＡＸ：０３－３３４２－６９１１
E-mail：gp4ca@toyotafound.or.jp ＵＲＬ：http://www.toyotafound.or.jp/
●（公財）山口県国際交流協会 小規模助成金&グローバルやまぐち国際活動支援事業費補助金（下期）
募集期間 ２０１４年８月１日（金）～９月３０日（火）
問合せ先 公益財団法人山口県国際交流協会 ＴＥＬ：０８３－９２５－７３５３ ＦＡＸ：０８３－９２０－４１４４
E-mail：yiea@yiea.or.jp URL：http://www.yiea.or.jp

●各種よろず相談 ～お気軽にご相談ください！！～
●メルヘンこども園 公開講座
Ⅰ部 『私 を 生 き る』
Ⅱ部 『こどもを育てる場・共に育つ場をつくる』
こどもたちの為に、私たちができることを考えていき
ましょう！こどもと共に成長していきませんか？
日 時：９月１２日（金）
Ⅰ部
９：３０～１１：３０
Ⅱ部 １２：００～１４：００
参加費：Ⅰ部 一般 ３，０００円
Ⅱ部 一般 ３，５００円（ランチ付き）
講 師：ベン・チェリー氏
★場所・申込み・問合せ★
メルヘンこども園 ＴＥＬ：５１－９８０２

●昭和の船具と帆船模型展
細部まで細かく再現された帆船模型は一隻でも見所
が満載です。船具も展示しますので、合わせてご覧に
なると、また一味違う世界を楽しめますよ♪
日 時：１０月１０日（金）～１０月１８日（土）
９：００～１７：００
※10/18（金）は１６：００まで
月曜日は休館です。
場 所：宇部市立図書館
参加費：無料
★問合せ★
宇部帆船模型の会
ＴＥＬ：３２－１５７１
↑過去の展示会写真

●Ｈ２６年度 薬知っ得会
統合失調症の方が、薬と上手く付き合いながら安定
した生活が送れるように、一緒に学習する会です。
１回目
２回目
３回目
４回目
５回目
６回目

月 日
８月２３日 （終了済）
９月 ６日（土）
９月２０日（土）
１０月 ４日（土）
１０月１８日（土）
１１月 １日（土）

内 容
病気を知る
薬の必要性
薬の作用
薬の副作用
病気の再発について
再発の注意サイン

時 間：１０：００～１１：３０
場 所：ＮＰＯ法人 ふらっとコミュニティひだまり
入場料：無料
対 象：統合失調症の当事者
定 員：８名程度（６回すべて受講可能な方優先）
講 師：片倉病院薬剤師、看護師、ほか
★問合せ・申込み★
ＮＰＯ法人 ふらっとコミュニティひだまり
ＴＥＬ：２１－１５５２

●太鼓打ち今福優の世界へ 『未来へ』
～和太鼓・篠笛・唄・石見神楽で織りなす日本の心～
美しくも力強い演奏を、ぜひ生の
音で聞いてみてください。
日 時：９月２７日（土）
１３：３０～（開場）
１４：００～（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

市民活動をしていると出てくる、パソコン操作や助
成金、お金のことなど、多くの疑問をすっきり解消し
ませんか？

【助成金よろず相談】
日

時 ： ９ 月 １ ３ 日 （ 土） １ ３ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ００
開催日は毎月不定期 ※前日までに要予約
参加費：３０分 ５００円

【会計よろず相談】
日

時：９月１１日（木）、２５日（木）
１３：００～１５：００
開催日は毎月第２，第４木曜日 ※要予約
参加費：３０分 ５００円

【パソコンよろず相談】
日

時：９月２日（土）、１６日（土）
１３：００～１５：００
開催日は毎月第１・第３火曜日
参加費：３０分 ５００円

※要予約

【市民活動運営よろず相談】
日 時：随時（日程については要相談）
参加費：無料
※各種その他の日程につては要相談
★場所・申込み・問合せ★
宇部市民活動センター「青空」
ＴＥＬ：３６－９５５５

※要予約

●市民大合唱くらぶ
赤とんぼ結成１５周年 記念コンサート
童謡、合唱、叙情歌などを歌います。藤田卓也さん（テ
ノール）やモチェオ久美さん（ソプラノ）の美しい歌声
も聞くことが出来ます。
日 時：１０月１３日（月・祝）
１３：３０～（開場） １４：００～（開演）
場 所：渡辺翁記念会館
参加料：入場券 １，０００円（当日 １，３００円）
※宇部市民活動センターにてチケット販売中！

★申込み・問合せ★
市民大合唱くらぶ

ＴＥＬ：３１－１４７１

●第３回 おもしろカップ ＩＮ うべ
日

時：１１月８日（土）、９日（日）
９：００～１６：００
場 所：宇部市ときわ公園 芝生広場
対 象：11/8 ５歳の部・６歳の部・チーム対抗リレー
11/9 ３歳の部・４歳の部・ビギナーズクラス
〆 切：９月２０日（土） １７：００まで
参加費：年齢別レース ２，５００円
ビギナーズクラス ２，５００円
チーム対抗リレー チーム ３，０００円
※エントリー料金は事前にお振込みをお願い
します。詳細についてはお問合せ下さい。

●第３回 おもしろカップ ＩＮ うべボランティア募集！
日

時：１１月８日（土）・９日（日）
各８：００～１６：００（８時間）
（どちらか１日だけでも可）
場
所：宇部市ときわ公園 芝生広場
募集人数：各１０名程度
〆
切：９月３０日（火）
内
容：誘導、ゴール着順記録、片付けなど
（３歳～６歳対象、参加人数１５０名程度）
備
考:昼食付、ボランティア保険加入、
昼休み３０分程度、事前説明会開催、
無料駐車場あり
★申込み・問合せ★
ＮＰＯ法人 おもしろファーム
ＴＥＬ：３２－６３９６
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★会場 ●料金
★山口市立阿知須図書館●無料

■平日 １０：００～１８：００ （土日 ９：００～１９：００ 休館日 月・祝日）
★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
宇部市民活動センタ
ー
36-9555
逍雲堂美術館
21-2203

パソコンよろず相談

宇部市民活動センター

■１３：００～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３０分 ５００円 ※要予約
メルヘンこども園 オープンデイ
※託児が必要な方は 9/3（水）までに要予約
■１０：００～１２：００ ★メルヘンこども園 ●入場料 １００円
ジュニアのためのスポーツフォーラム２０１４
■１０：００～１５：００ ★渡辺翁記念会館ほか ●講演会３部まで １名 １，０８０円
第４部 実技 各１名 １，０８０円 ※9/5（金）１７：３０までに要申込み 詳細はお問合せ下さい
Ｈ２６年度 薬知っ得会
※詳細は３面参照
■１０：００～１１：３０（全６回） ★ＮＰＯ法人ふらっとコミュニティひだまり ●無料
▲対象：統合失調症の当事者 ▼定員：８名程度（６回すべて受講できる方優先）
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

36-9555
メルヘンこども園
51-9802

会計よろず相談
メルヘンこども園 公開講座
『私 を 生 き る』『こどもを育てる場・共に育つ場をつくる』
■Ⅰ部 ９：３０～１１：３０ Ⅱ部 １２：００～１４：００ ★メルヘンこども園
●Ⅰ部 一般 ３，０００円 Ⅱ部 一般 ３，５００円（ランチ付き）
■１３：００～１６：００ ★宇部市民活動センター

35-4444
ＮＰＯ法人ふらっと
コミュニティひだまり

21-1552
ＮＰＯ法人 むつみ会
35-3365
宇部市民活動センター

■１３：００～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３０分 ５００円 ※要予約

宇部おもちゃ病院・ふれあい自助具工房

一般社団法 人日本コ アコ
ンディショ ニング協 会

▼壊れたおもちゃをご持参下さい。
※毎月第２土曜日開院中！

助成金よろず相談
■１３：００～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３０分 ５００円 ※前日までに要予約
「かたつむり」ひきこもり・ニートの親の会 ～夏休み いかがでしたか～
■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！
料理実習講習会 「組み合わせが広がる秋のレシピ ◆持参品：三角巾、エプロン、手ふき
■９：３０～１３：００ ★宇部友の家 ●１，０００円（材料費含む） ▲定員：２４名
▼託児 ２００円（軽食・保険料含む） １歳以上 １０名（要予約）
メルヘンこども園 大人のためのシュタイナーようちえん一日体験
■９：３０～１１：３０（受付 ９：１５～） ★メルヘンこども園 ▼定員：１５名
●一般 １，５００円（教材、おやつ、保険料含む） ▲託児：１人５００円（２人目以降１
人あたり２００円 おやつ・保険料含む） 定員１０名 ※アレルギーの有無をお知らせください。

36-9555
メルヘンこども園
51-9802
宇部市民活動センター

36-9555
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）
宇部友の会
32-0005

メルヘンこども園
51-9802

※9/22（月）までに要予約 詳細はお問合せ下さい。
太鼓打ち今福優の世界 未来へ ～和太鼓・篠笛・唄・石見神楽で織りなす日本の心～

２７

土

２７

土

２８

日

■１３：３０～（開場） １４：００～（開演） ★宇部市文化会館３Ｆホール
●指定席 ３，０００円 自由席 一般 ２，５００円 大学生以下 １，０００円
（当日５００円増）

ＪＲふれあいウォーク「宇部線１００周年 宇部軽便鉄道の跡をたどってみよう」
■１０：１０～１３：００ ★ＪＲ宇部新川駅（集合） ●無料 ▲定員：４０名

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！

宇部音楽鑑賞協会
34-2384
観光・6 次産業推進課
34-8353
English４U！
国際交流会
070-5306-3180

１０ 月

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）

９

木

９

木

１０
～１
８

金
～
土

１２

日

１３

祝

１９

日

■１４：００～（開演） ★男女共同参画センターフォー・ユー３Ｆ
●一般（３歳～） ２，５００円（当日５００円増） ▲対象：幼児～小学生

２３
～
11/3

木
～
祝

宇部の風景展

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）

昭和の船具と帆船模型展

●無料
■９：００～１７：００（最終日は１６：００まで 月曜日は休館） ★宇部市立図書館

ｈａｃｄｍａｄｅ＊ｇａｒｂｅｎ てくね ｉｎ ときわ公園 ｖｏｌ．２
■１０：００～１６：００ ★宇部市ときわ遊園地 ●入場無料 ※雨天中止

市民大合唱くらぶ 赤とんぼ結成１５周年 記念コンサート
■１３：３０～（開場）１４：００～（開演） ★渡辺翁記念会館
●入場券１，０００円（当日１，３００円）

うたオペラ＆道化師 『いつもお二人さま』

●一般 ５００円 中・高校生３００円（１Ｆのみ無料）
■１０：００～１７：００（土曜日１８時迄）月曜日休館 ★逍雲堂美術館

NPO 法人 日本マタニ
ティ整体協会
090-7545-1419 （中村）
NPO 法人 日本マタニ
ティ整体協会
090-7545-1419 （中村）
宇部帆船模型の会
32-1571
ｃｈｅｒｃｈｅｒ事務局
090-7595-6802 （松岡）
市民大合唱くらぶ
31-1471（黒田）
ＮＰＯ法人
うべ★子ども２１
21-9114
逍雲堂美術館
21-2203

