宇部市民活動センター「青空」
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２月６日（水）に開催された「虹の架け橋プロジェクト」は、ＡＮＡクラウ
ンプラザホテル宇部の社会貢献事業として、市内の社会福祉団体や、障害者支
援団体と宇部市内の企業や一般市民とをつなぐことを目的とし て開催されま
した。当日は企業や一般の方など３００人以上の参加がありました。宇部市民
活動センター『青空』も、運営協力を行い、当日も参加しました。
参加団体は活動を多くの方に知って欲しいと同時に、理解してもらい、協力
や歩み寄りを求めています。一言に協力や支援といっても、ボランティア活動
に参加することや寄付金だけがそうではありません。出会いの場の提供や情報
提供、あるいは発信先としての協力など、企業や団体の得意分野を活かしてお
互いに良い関係を築くこが必要です。
そのためには、団体側も自分達の出来ることや出来ないことなど、団体の基
礎情報と共に、自分達が外部に提供できる得意技・リソース情報を発信するこ
との大切さを知りました。
来年に向けては、より有意義な出会いの場となるよう、ＡＮＡクラウンプラ
ザホテル宇部の担当者の方や参加団体と話し合いました。

開催日：２０１９年３月２７日（水）
１９：００～２１：００
場 所：宇部市民活動センター「青空」
対 象：登録団体及び、市民活動・ボランティアに
興味のある方全て
講 師：やまぐち県民活動支援センター
センター長 伊藤彰氏
内 容：今、全世界で取り組むべき共通の話題『ＳＤ
Ｇｓ』。ニュースでも頻繁に飛び交うので、皆様の関心
も高くなっているのではないでしょうか。今回はやまぐ
ち県民活動支援センターの伊藤氏にお話を伺った後に交
流を図り、意見交換をしたいと思います。ぜひ、お誘い
合わせの上ご参加下さい。
各申込み・問合せ

宇部市民活動センター「青空」

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

今年も子どもが楽しめるおまつりを、一緒に作
りませんか？当日一緒に準備、運営をしてくれる
ボランティアも募集中です！興味のある方はぜ
ひ、お問合せを！！

★出店・出展説明会
日
場

時：３月２２日（金）
１９：００～２１：００
所：宇部市民活動センター「青空」

★子どもまつり開催日
開 催 日：５月５日（祝）
１０：００～１６：００
開催場所：新天町ハミングロード内
ＴＥＬ：３６－９５５５

ＦＡＸ：３９－２２７２

●◆● 平成３１年度 きらめき活動助成事業募集 ◆●◆
【Ⅰ 自立支援プログラム】

【Ⅲ 財団オリジナルプログラム】

１、自立サポート助成金
地域づくり、子育て支援、防災、環境、医療・福祉、
男女共同参画、文化等幅広い分野で、地域住民が主
体となって行う活動

８、ふるさとの自然環境保全助成金
野生動物の保護や自然環境の保全・再生を進める活動
９、団体協働活動助成金
様々な県民活動団体の協働によるコラボレーション活動

【Ⅱ 地域課題解決支援プログラム】

★応募締切★
平成３１年３月３１日（日）
≪当日消印有効≫

２、中山間地域づくり助成金
地域住民と連携し、中山間地域の活性化に貢献す
る活動
３、にぎわい交流づくり助成金
地域の多彩な魅力や特性を活かし、交流人口の増
加やまちづくりに貢献する活動
４、子ども・子育てサポート助成金
地域の子 育て支 援や多世 代交 流、子どもの安全・
健康・医療に係る活動
５、男女共同参画助成金
男女共同参画の啓発、仕事と家庭の調和などに関
する活動
６、暮らしの安心・安全助成金
防災、医療や福祉、消費生活や食の安心安全、快
適な生活環境づくり等の活動
７、文化による地域づくり助成金
文化芸術活動や郷土文化の伝承等を通じて地域づ
くりを進める活動

●第３１回ＮＨＫ厚生文化事業団 わかば基金
＜災害復興支援部門・
リサイクルパソコン部門・支援金部門＞
申込み〆切：３月２９日（金） ※必着 郵送のみ
●ＮＰＯ法人モバイル・コミュニケーション・ファンド
ドコモ市民活動団体への助成事業
申込み〆切：３月３１日（日）
●一般財団法人 愛山青少年活動推進財団
愛山青少年活動推進財団助成金
申込み〆切：４月２６日（金）※１６：００必着

★申込み・問合せ★
公益財団法人 山口きらめき財団 〒７５３－００８２ 山口市水の上町１番７号
ＴＥＬ：０８３－９２９－３６００ ＦＡＸ：０８３－９２４－９０９６ Ｍａｉｌ：info@y-kirameki.or.jp
ＵＲＬ：http://www.y-kirameki.or.jp ※ＨＰより申請書がダウンロードできます。不明な点はお問合せ下さい。

●第１３回 木製帆船模型 初心者教室
参加者募集中！！
●３．１１被災地に思いをよせる宇部市民の集い
私たちは忘れない…あの日、東北で起きたことを！
日 時：３月１０日（日）
１３：３０～１６：３０
・第１部 早坂信一さん講演
「あれから８年、
被災地の今を語る」
・１４：４６ 黙とう
・第２部 市民交流ステージ
場 所：ヒストリア宇部
多目的ホール
入場料：無料
★申込み・問合せ★
福島の子どもたちとつながる宇部の会
ＴＥＬ：３３－３９８２（武永）

●宇部市民活動センター「青空」
平成３１年度 語学教室 受講生募集！！
新しい事を始めてみませんか？見学もできますので、
お気軽にお問合せ下さいね！

３月からスタートです！！ （先着順・定員になり次第終了します）
【英会話】 毎週月曜日
中級①
１０：３０～１２：００
初 級
１２：３０～１３：５０
中級②
１４：００～１５：３０
【英会話】 毎週土曜日
初 級
１０：００～１１：３０
【韓国語】 毎週水曜日
中 級
１４：００～１５：００
上 級
１５：３０～１６：３０
【韓国語】 毎週月曜日（夜）
初 級
１９：００～２０：００
中 級
２０：００～２１：００
【韓国語】 毎週水曜日（夜）
初 級
１９：００～２０：００
初 級
２０：００～２１：００
【韓国語】 毎週木曜日（夜）
初心者
１９：００～２０：００
（※5 名以上の参加で実施）
【中国語】 毎週土曜日（夜）
日常会話 １９：００～２０：３０
月

謝：各毎月 ２，０００円（教材費別途徴収）
（中国語のみ 毎月１，５００円）
※毎月３回開催予定（中国語のみ毎月２回の開催）
★場所・申込み・問合せ★
宇部市民活動センター「青空」
ＴＥＬ：３６－９５５５

●更年期を前向きに＆女性起業家応援ｉｎ山ヒメ
講演会＆出展ブースにて販売やワークショップを開
催します！
日 時：３月１４日（土）１０：００～１５：００
◎出展ブース（一部予約が必要なブース有）
１０：００～１４：００
◎講演会 金子法子氏
「ゆらぎ世代から輝く熟年世代を目指して」
１４：００～１５：００
場 所：(株)三和Ｇａｌｌｅｒｙ宇部
入場料：無料
★申込み・問合せ★
ＮＰＯ山ヒメ倶楽部
ＴＥＬ：０９０－７５４５－１４１９（中村）

期

間：４月２７日(土)より８ヶ月 毎月最終土曜日
１３：３０～１５：３０
場 所：宇部市民活動センター「青空」
内容：ハーフムーンの作成
参加費：３２，０００円（教材・工具代含む）

●第２９回 世界の帆船模型２０周年記念展
日

時：４月３日（水）～４月７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
主 催：宇部帆船模型の会
★申込み・問合せ★
宇部市民活動センター「青空」
ＴＥＬ：３６－９５５５
ＴＥＬ：５８－３０８２（堀田）

●長谷川義史 絵本ライブ～♪
当日は絵本の販売も行います。
購入された方を対象に先着１００名
様にライブ終了後サイン会もありま
すので、お楽しみに！！
日 時：４月２１日（日）
１４：００～１５：３０
場 所：宇部市立図書館２Ｆ
講座室
参加費：前売りチケット
一般 ２，５００円
親子券（保護者１名＋３歳以上～
高校生以下の子ども１名）４，０００円
（各２０人・２０組限定）
※当日各５００円増（各５人・５組限定）
★申込み・問合せ★
うべ★子ども２１ ＴＥＬ：２１－９１１４

●ちひろ ＣＯＮＣＥＲＴ ～歌がつむぐ心と心～
金子みすゞのまなざし、マザーテレサのメッセージ、
そして歌い継がれる名曲をお届けします！
日 程：４月３日（水）
１８：３０～（開場）１９：００～（開演）
場 所：多世代ふれあいセンター ふれあいホール
入場料：自由席
一般
３，０００円
高校生以下 １，５００円（当日各５００円増）
★申込み・問合せ★
宇部音楽鑑賞協会 ＴＥＬ：３４－２３８４

●Ｍｅｍｏｒｉａ 志村由紀子 ケルトハープコンサート
ケルトハープはアイリッシュハープとも呼ばれ てお
り、音楽療法にも用いられる優しく癒される音色です。
日 時：３月２３日（土）
開場：１４：００～ 開演：１４：３０～
３月２４日（日）
開場：１３：００～ 開演：１３：３０～
場 所：２３日 yamayoga（山口市吉敷赤田）
２４日 ひびきの森（宇部市善和１１９）
参加費：一 般 １，５００円（お茶・お菓子付き）
小学生 ５００円 未就学児 無料
※要予約
★問合せ★
ひびきの森
ＴＥＬ：０９０－９７３０－７０７８（三浦）

３月

イ ベ ン ト 内

１

金

２

土

容 ■時間

★会場

●料金

Ｈａｎｄｍａｄｅ ａｎｄ Ｚａｋｋａ Ｍａｒｋｅｔ
■１０：３０～１５：００★やまぐちフレッシュパーク総合体育館サブアリーナ●入場無料

女性大使の目で見た世界の女性活躍
～日本とアイスランドの今、そしてこれから～ 公開講演＆トークの集い
■１３：３０～１５：４０ ★ホテルかめ福 ●３００円

乳幼児の世話の仕方
２

３

５・
１９

■９：００～１６：３０ ★メルヘンこども園 ※3/1 までに要申込み
●１０，０００円（希望者は６００円で食事付き可）
豊かなシュタイナー教育～感覚教育
※3/1 までに要申込み
日 ■午前の部 １０：００～１２：００ 午後の部 １３：３０～１５：３０ ★メルヘンこども園
●全日 ５，６００円 午前・午後のみ ３，０００円 会員又はペアは２００円引き
土

火

パソコンよろず相談

※要予約（日程については要相談）

木

９

土

やまぐち男女
共同参画会議
083-927-4480（相本）
ＮＰＯ法人
メルヘンこども園
51-9802
ＮＰＯ法人
メルヘンこども園
51-9802
36-9555
健康気功教室
090-5812-0399 （池田）

■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

宇部おもちゃ病院・ふれあい自助具工房

chercher 事務局
080-6248-0317（松岡）

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

健康気功教室 ～気功で心と体の健康づくり始めませんか～

７・
１４・
２８

申込み・問合せ

▼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！

若者ほっとスペース（１５歳～２２歳の方を対象にした学習や体験を実施）

宇部市民活動センター

36-9555

土

うべ若者サーポート
ステーション
43-6883

１０

日

１２・
２８

火
・
木

■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月曜日１３：３０～開催。詳細はお問合せ下さい。

ＮＰＯ法人
うべ★子ども２１
21-9114
福島の子どもたちと
つながる宇部の会
33-3982（武永）
ＮＰＯ法人 ふらっと
コミュニティひだまり
21-1552

１３・
２７

水

会計よろず相談

※要予約（日程については要相談）

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
更年期を前向きに＆女性企起業応援ｉｎ山ヒメ
※詳細は３面参照
木
■１０：００～１５：００ ★ (株)三和Ｇａｌｌｅｒｙ宇部 ●入場無料
土 Ｍｅｍｏｒｉａ 志村由紀子 ケルトハープコンサート
※詳細は３面参照
・ ■２３日 １４：３０～ ２４日 １３：３０～ ★２３日 yamayoga ２４日 ひびきの森
日 ●一般 １，５００円（お茶・お菓子付き） 小学生 ５００円 未就学児 無料 ※要予約

36-9555
ＮＰＯ山ヒメ倶楽部
090-7545-1419 （中村）

９・
２３
１０

１４
２３・
２４

■９日 １０：００～１６：００ ２３日 １４：００～１６：００
★宇部市多世代ふれあいセンター４Ｆミーティングルーム ●無料
▲内容：９日カフェ・マルシェ実施体験準備 ２３日学習会 ※詳細はお問合せ下さい。
子どもも大人も楽しめる 高重翔マジックショー ■１４：００～１５：００
日 ★宇部市立図書館２Ｆ講座室 ●前売りチケット 一般 ３，０００円 親子券（保護者１
名＋３歳以上～高校生以下の子ども１名） ４，０００円（当日各５００円増）

３．１１被災地に思いをよせる宇部市民の集い
■１３：３０～１６：３０ ★ヒストリア宇部 多目的ホール ●無料

※詳細は３面参照

ひきこもり相談・ひきこもり家族相談会

宇部市民活動センター『青空』 交流会 「改めてＳＤＧｓとは？」
２７

水

３０

土

■１９：００～２１：００ ★宇部市民活動センター「青空」 ※詳細は表紙参照
▼対象：登録団体及び、市民活動・ボランティアに興味のある方全て

てくてくまち歩き 「桜のトンネルを抜けると目の前は海！」
■９：５０～１２：００ ★丸尾三神社参道入口の広場（９：５０集合） ●無料

ひびきの森
090-9730-7078 （三浦）
宇部市民活動センター

36-9555
宇部市観光・
グローバル推進課
34-8353

４月
３～７

水
～
日

７

日

第２９回 世界の帆船模型２０周年記念展

※詳細は３面参照
■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

宇部帆船模型の会
58-3082（堀田）

てくてくまち歩き 「ドラマチック宇部！現代アートの維新の地を歩く」

宇部市観光・
グローバル推進課
34-8353

■１０：１０～１３：４０ ★ＪＲ琴芝駅前（１０：１０集合） ●無料

※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

・大畑

直美

様

１口

ご支援ありがとうございました！

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

