宇部市民活動センター「青空」
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宇部市民活動センター『青空』では、今年度も登録団体の皆様や、新たに活動を開始される団体、今まで『青空』を
利用したことのない団体の皆様にも、『青空』を活動拠点として利用して頂ければと思っております。
現在、『青空』の登録団体は１１３団体と８個人の合計１２１団体が登録しております。登録団体数は平成２５年度以
降伸び悩んでおりますが、プロジェクターや横断幕・ポスター用の大判プリンターの導入など、利用しやすい設備は以
前よりも整い、会議室も広く使用出来るようになるなど、日々進化しております。
今回は、宇部市民活動センター『青空』を知らない方、まだ登録していない団体の為に『青空』を紹介します！

宇部市民活動センター『青空』は、ボランティア・
市民活動団体、これから活動しようと考えている人た
ちをサポートするための施設です。

登録料（4/1 から翌年 3/31 までの 1 年間）
団体 ３，０００円 個人 １，０００円
以下の特典があります。
・情報誌（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）
・「あおぞら通信」発行時にチラシ等の同封サービス
（あおぞら通信にも掲載可能）
・情報ファイルやＨＰにて団体の情報開示及び紹介
・郵便物・FAX の受取等、簡易な事務サービス
・プロジェクター等の備品の貸出の割引サービス
・宇部まつりや新川市まつりの青空ゾーンへの出展
（登録団体でなくても希望すれば可能ですが、
お知らせが行くのは登録団体のみです。）
※その他にも、希望する登録団体へは情報ボックス（レ
ターケース）の利用や後援の申請やチケットの販売等も行
っております。（無料）

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

登録団体外の方でも、『青空』の利用は可能で
す！ （※政治・宗教・営利団体の利用は不可です）
・開館時間内の印刷機やコピー機、ＰＣ作業、
ペーパーカッター、穴あけパンチ、ラミネー
ターなど、備品の利用(一部有料)
・イベントのチラシの設置や、ポスターの掲
示。（ 興味のあるチラシはどんどん抜いてお持ち帰
りくださいね）

・開館時間内のフリースペースの利用（ 使用
したい方が多い場合は譲り合ってご利用くださ
い。） ※コーヒーも無料

↑チラシ置き場

↑フリースペース

１９９４年 1 月７日発足。
厚南地域を拠点に聴覚障害のある方たちとご近所づきあい的交流を
大切に活動しています。手話の学習をはじめ様々な行事や企画を共に
助け合いながら進めています。聴覚障害者にとって、ほっと安心できる
場所、楽しみにしてもらえる会でありたいとい思っております。
手話・スポーツ・料理・手芸・旅行・イベント等おもしろそうと思う事に
取り組んでいくのが会の基本姿勢です。
【問合せ】厚南手話会

●厚南手話会

例会●

日時：毎週土曜日
１０：００～１１：３０
場所：厚南ふれあいセンター
（変更する場合あり）
※入会・見学
いつでも歓迎！！

TEL：３６－９５５５（宇部市民活動センター「青空」）

U・Ｓ・Ｍパラスポーツレクレーション大会実行委員会――
この会は平成２３年度に開催された「おいでませ山口」（全国
障がい者スポーツ大会）を契機に、障がいの有無にかかわらず、
地域で気軽にスポーツができ、一緒にスポーツを体験することに
より、交流を深める場があったらいいなという思いで始めました。
日本障がい者スポーツ協 会公認の指導 者（宇部 ・山陽小野
田・美祢地域）が主に運営しています。
宇部フロンティア大学短期大学部と連携し、体育館を使用さ
せていただき、先生や大学生さんの協力を得ながら進めていま
す。
平成２４年１１月より年２回、春と秋にパラ（障がい者）スポー
ツレクレーションを開催しています。
平成２９年度は、６月と１１月に開催予定です。
【問合せ】ＵＳＭパラスポーツ実行委員会
実行委員：大畑直美
TEL：０９０－４６５５－５０７４
Ｅ-mail：onaomi@gmail.com

●Ｐａｎａｓｏｎｉｃ ＮＰＯサポート ファンド ２０１７年募集 ①環境分野 ②子ども分野 ③アフリカ分野
募集期間 ２０１７年７月１４日（金）～７月３１日（月） 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
③パナソニック株式会社 ブランドコミュニケーション本部 ＣＳＲ・社会文化部
ＴＥＬ：０３－３５７４－５６６５（月～金 １０：００～１７：００まで）
●平成２９年度 宇部市協働のまちづくり提案サポート事業
募集締切 ２０１７年５月１９日（金） 当日消印有効
問合せ先 宇部市市民活動課市民協働係 ＴＥＬ：０８３６－３４－８２３３（８：３０～１７：１５ 土、日、祝日は休み）
ＦＡＸ：０８３６－２２－６０６３
●公益財団法人 日本生命財団 ２０１７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 ２０１７年６月１５日（木） 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
●一般財団法人 山口県環境保全事業団 平成２９年度 環境保全活動支援
募集締切 ２０１７年５月３１日（水） 必着
問合せ先 （一財）山口環境保全事業団 ＴＥＬ：０８３－９２０－６８２８ ＦＡＸ：０８３－９２０－６８２９
E-mail：info@yamaguchi-khi.or.jp

●山口宇部空港「にぎわいフェスタ２０１７」
ｃｈｅｒｃｈｅｒ ｖｏｌ．５
●南米の竪琴“アルパ”の弾き語りと
西洋の横笛“フルート”による名曲の調べ
池山由香＆篠原梨恵 コンサート
南米の竪琴と西洋の横笛のコラボ
レーション！！
独特な音色に酔いしれましょう！
日 時：５月１２日（金）
開場 １８：３０～
開演 １９：００～
場 所：宇部市文化会館３Ｆホール
参加費：全席指定席 ３，０００円
大学生以下 １，５００円
（当日 各５００円増）
※未就学児の入場不可

シェルシェとはフランス語
で「探し物」という意味。
空港での特別な日曜日、
あなただけの宝物を探して
みませんか？
日 時：５日２８日（日）
１０：００～１６：００
場 所：山口宇部空港ガーデンゲート
※前日及び当日早朝より大雨、荒天の場合は
中止します。
入場料：無料
★問合せ★
ｃｈｅｒｃｈｅｒ事務局
ＴＥＬ：０８０－６２４８－０３１７（松岡）

★☆★宇部音楽鑑賞協会、会員募集中！！★☆★
素晴らしい生のステージが、毎月１，５００円の会
費だけで鑑賞できます！
一
般 入会金 １，５００円
月会費 １，５００円
大学生以下 入会金 １，０００円
月会費 ５００円
【今後のコンサートの予定】
◎ビート・ジャック（パーカーション）コンサート
７月２５日（火） １９：００～
宇部市文化会館３Ｆホール
◎柴田晶子（口笛）コンサート
９月３０日（土） １４：００～
宇部市文化会館３Ｆホール
◎カーリー・ストリングス コンサート
１２月５日（火） １９：００～
宇部市文化会館３Ｆホール
★申込み・問合せ★
宇部音楽鑑賞協会 ＴＥＬ：３４－２３８４

●演劇講演 「ａｓｈＧｒａｙ ―アッシュグレイー」
そして、不器用な親子の不器用な最終戦争が始まるの
です。講評につき、山陽小野田講演が決定！！
日 時：６月４日（日）
①１１：００～
②１４：００～
場 所：山陽小野田市立図書館
入場料：チケット ８００円
（当日 １，０００円）
※宇部市民活動センター『青空』
にて、チケット販売中です！
★問合せ★
チーム☆無所族
ＴＥＬ：０５０－５５８０―９４２０（山村）

●ライフプランから貯蓄性投資入門 お金くらぶ講座
守りながら、責める家計へ！！
時：５月１８日、６月１５日、７月２０日、
８月１７日、９月２１日、１０月１９日
基本毎月第３木曜日 １０：００～１２：００
場 所：(株)三和 Gallery 宇部 １Ｆ セミナールーム
参加費：１５，０００円（全６回コース）
定 員：１０名
※申込みが定員を超える場合、
次回講座へご案内させて頂きます！
★申込み・問合せ★
ＦＰの住宅ローン相談室
ＴＥＬ：０９０－９７０８－５６４４
日

●第２７回 世界の帆船模型と
「帆船の本」・「帆船模型の写真」の展示会
広大な海を感じさせる帆船模型 。その精巧な造りを
じっくりとお楽しみ下さい。
日 時：５月１７日（水）～
５月２１日（日）
９：００～１７：００
（最終日は
１６：００まで）
場 所：宇部市立図書館
１Ｆ 展示室
入場料：無料
★問合せ★
宇部帆船模型の会 ＴＥＬ：５８－３０８２（堀田）

●第８回 おもしろカップ ＩＮ うべ
ホームページのエントリーフォー
ムより、お申込み下さい！！
日 時：６月１１日（日）
場 所：宇部市ときわ公園芝生広場
★年齢別レース
開始時間：９：００～
参加費：２，５００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。
★はじめてのランニングバイクレース
開始時間：１０：３０～ 当日受付
参加費：１名 ５００円
（ストライダーレンタル料込み）
※レンタル希望の方のみ
★ランニングバイク体験会
開始時間：①１０：３０～１１：００
②１２：００～１３：００
③１４：００～１５：００
参加費：１名 ２００円
定 員：年齢別クラス
２歳の部
最大２０名
３歳の部
最大４０名
４歳の部
最大４０名
５・６歳の部 最大４０名
はじめてのランニングバイクレース
２～６歳（未就学児） 最大５０名
持参品：ストライダーまたはランニングバイク、
グローブ（手袋・軍手ＯＫ）、ヘルメット、
プロテクター（一部貸出あり）
★問合せ★
ＮＰＯ法人 おもしろファーム
ＴＥＬ：３２－６３９６

５月
イ ベ ン ト 内
容 ■時間 ★会場 ●料金
２・
パソコンよろず相談
火
１６
■１３：００～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３０分 ５００円 ※要予約
新天町 子どもまつり
５
祝
～体験コーナーや食べ物バザー、けん玉大会など、楽しい催しがいっぱいです♪～
■１０：００～１６：００ ★ハミングロード新天町 ※詳細は表紙参照
１１・
会計よろず相談
木
２５
■１３：００～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３０分 ５００円 ※要予約
１１・
１８・
２５

健康気功教室 ～気功で心と体の健康づくり始めませんか～
木

■１４：００～１５：３０ ★川上ふれあいセンター２Ｆ ●５００円／回
▲持参品：飲み物・靴底が薄めの上履き ※毎週木曜日開催！

南米の竪琴“アルパ”の弾き語りと西洋の横笛“フルート”による名曲の調べ
池山由香＆篠原梨恵 コンサート
１２

金

１３

土

■１８：３０～（開場） １９：００～（開演） ★宇部市文化会館 ３Ｆ ホール
●全席指定席 ３，０００円 大学生以下 １，５００円（当日 各５００円増）
※未就学児の入場不可

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！

申込み・問合せ
宇部市民活動センター

36-9555
宇部市民活動センター

36-9555
宇部市民活動センター

36-9555
健康気功教室
090-5812-0399 （池田）

宇部音楽鑑賞協会
34-2384
宇部市民活動センター

36-9555

真真 二胡コンサート ～悠久のひととき～
１３

土

１４

日

１７
～２
１

火
・
木
水
～
日

１８

木

１６・
２５

■１７：３０～（開場） １８：３０～（開演） ★多世代ふれあいセンター２Ｆホール
●一般 ２，０００円 小中高生 １，０００円（当日各５００円増）
※宇部市民活動センター『青空』にてチケット販売中！！

真真の二胡を聴く会
080-6326-5796 （尼﨑）

長門市油谷大浦ビーチクリーン

ビーチクリーンフェスタ
実行委員会
090-6826-8926 （田島）
ＮＰＯ法人 ふらっとコ
ミュニティひだまり
21-1552

■９：３０～（受付） １０：３０～開会式 ★大浦漁港前(集合) ※雨天決行

ひきこもり相談・ひきこもり家族相談会
■１０：００～１６：００ ★ＮＰＯ法人 ふらっとコミュニティ ひだまり ●無料（要予約）
※家族の会「あじさいの会」 毎月第３木曜日１３：３０～開催。詳細はお問合せ下さい。

第２７回 世界の帆船模型と「帆船の本」・「帆船模型の写真」の展示会
■９：００～１７：００（最終日は１６：００まで） ★宇部市立図書館 １Ｆ 展示室 ●無料

ライフプランから貯蓄性投資入門 お金くらぶ講座

２１
２７

■１０：００～１２：００ ★三和 Gallery 宇部１Ｆ大ホール
●１５，０００円（全６回コース） ▲定員：１０名程度 ※詳細は３面参照
住宅ローン相談～アドバイザー 久保田洋子～ ※毎月第３日曜日開催！
日
■１０：００～１２：００ ★宇部市民活動センター ●各５００円（各前日までに要予約）
てくてくまち歩き
土
「中世の風景が残る厚東、千林尼の石畳、美しいお駒堤まで歩いてみませんか？」
■９：５０～１２：００ ★恒石八幡宮（９：５０集合） ●無料

Ｅ４Ｕ！国際交流会
２８

日

２８

日

３０

火

■１５：００～１８：００ ★English４U！英会話教室と国際交流サロン
●会員１，０００円 非会員２，０００円

山口宇部空港「にぎわいフェスタ２０１７」 ｃｈｅｒｃｈｅｒ ｖｏｌ．５
■１０：００～１６：００★山口宇部空港ガーデンゲート●入場無料 ※詳細は３面参照

ボランティア講座 ～ボランティア始めてみませんか？～

３１

■１４：００～１６：００ ★宇部市総合福祉会館２Ｆ ボランティア交流ホール ●無料
▲対象：これからボランティアを始めようと思っている方、ボランティアに関心のある方
チャレンジデー ｉｎ 山ヒメ ～リラックスヨガ～
※事前に要予約
水
■１０：００～１１：００ ★三和 Gallery 宇部１Ｆ大ホール ▲定員：２０名程度

チャレンジデー ｉｎ 山ヒメ ～キレイな姿勢＆歩き方レッスン～
３１

３１

■①１０：００～②１０：３０～③１１：００～④１１：３０～⑤１２：３０～⑥１３：００～
⑦１３：３０～⑧１４：００～⑨１４：３０～ ★三和 Gallery 宇部１Ｆホール奥の間
▲定員：各時間２～３名ずつ ※事前に要予約
チャレンジデー ｉｎ 山ヒメ ～くびれレッスン～
※事前に要予約
水
■１０：１５～１０：４５ ★★三和 Gallery 宇部２Ｆ個室 ▲定員：各８名程度
水

宇部帆船模型の会
58-3082（堀田）
ＦＰの住宅ローン
相談室
090-9708-5644
ＦＰの住宅ローン
相談室
090-9708-5644
観光推進課
34-8353
English４U！
国際交流会
43-7422
chercher 事務局
080-6248-0317（松岡）
宇部市
社会福祉協議会
33-3134
ＮＰＯ山口ヒメ
倶楽部
090-7545-1419（中村）
ＮＰＯ山口ヒメ
倶楽部
090-7545-1419（中村）
ＮＰＯ山口ヒメ
倶楽部
090-7545-1419（中村）

６月
４

１１

演劇公演 『ａｓｈＧｒａｙ ―アッシュグレイー』
～そして、不器用な親子の不器用な最終戦争が始まるのです～
日

日

■①１１：００～ ②１４：００～ ※開場は各３０分前 ★山陽小野田市立図書館２Ｆ視
聴覚ホール ●チケット ８００円（当日 １，０００円）
第８回 おもしろカップ ＩＮ うべ
※詳細は３面参照
■９：００～１６：００ ★宇部市ときわ公園芝生広場 ●年齢別レース ２，５００円
はじめてのランニングバイクレース ５００円 ランニングバイク体験会 ２００円

チーム☆無所族
050-5580-9420(山村）
ＮＰＯ法人
おもしろファーム
32-6396

※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

