宇部市民活動センター「青空」
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この度、山口県がコロナ禍の対策として行った「頑張る県民活動団体応援事業補助金」の支援を受け
て、新しいライフスタイル、Society5.0にも対応した体制として、遠隔会議のできる設備と机上透明仕
切りやパーテーションによる感染防止用の備品を整備しました。特に遠隔会議用としては、65インチ
の大型モニターにワイヤレスのキーボードとマウス、集音マイクを備え、センターに一緒にいるのと変
わらないような感覚で利用できるようになっています。モニターは遠隔会議にだけでなく、会議等を行
う際にも、大画面に資料等を映すことができて大変便利です。ぜひ、ご活用ください。
なお、またこうした機器の活用法についてセミナーを開催することも検討しています。ご期待下さい。

６５インチの
巨大モニター
画質がとっても綺麗です！
一度お試しください！

集音マイク
コンパクトですが高性能！
音も綺麗に届けてくれますので、リモート会
議がよりスムーズになりますよ！！

ワイヤレスキーボード
＆
ワイヤレスマウス
巨大モニターに映る画面はこちらの
ワイヤレスキーボード＆ワイヤレスマイ
クで、少し離れた場所からでも操作がラ
クラク！！
何度も席を立たなくても操作できるの
は嬉しい機能ですよね！

実際に使用するとどうなるのか、試しに使用してみ
ては如何でしょうか。
今年度は使用料が無料ですので、試してみたい団体
はお気軽にご相談下さい！（会議室の利用料は有料）

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

卓上用の飛沫防止ボード
これで感染リスクがグッと下がるはず！
マスクの着用や定期的な換気を心掛け
て、より安全に会議をしましょう！

●◆● 令和３年度 きらめき活動助成事業募集 ◆●◆
前年度と同様に「立ち上げ」と「課題解決」に対応する２つ
のプログラムと文化芸術活動に対するプログラム 計３つ
のプログラムを実施します。

【Ⅰ 自立支援“ゆめ”プログラム】
団 体の立ち上 げ・自 立（団 体の運 営 基 盤 の強 化や継
続的な事業の構築）

【Ⅱ 課題解決支援“はな”プログラム】
地域における社会的課題の解決

【Ⅱ 文化芸術支援“つむぎ”プログラム】
県内の文化芸術の振興と多くの県民が文化芸術に親
しむ機会の提供

★応募締切★
令和３年３月３１日（水）
≪当日消印有効≫
★申込み・問合せ★
公益財団法人 山口きらめき財団 担当：森永
〒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３３回（２０２１年度） わかば基金 （リサイクルパソコン部門・支援金部門・東日本大震災被災地支援部門）
募集締切 ２０２１年３月３０日(火)
必着（郵送のみ）
問合せ先 （社福）ＮＨＫ厚生文化事業団 「わかば基金」係 ＴＥＬ：０５６２－４５－２７３１ ＦＡＸ：０５６２－４５－２７３２
Ｅ-mail：prize@sugi-zaidan.jp
URL：https://www.npwo.or.jp/info/18443
●公益財団法人 木口福祉財団 ２０２１年度 地域福祉振興助成
募集締切 ２０２１年３月１５日(月)
１６:００入力締切
問合せ先 （公財）木口福祉財団 ＴＥＬ：０３-３４７６-５９５５（平日１０：００～１７：００） Ｅ-mail：info@npwo.or.jp
URL：http://kiguchi.or.jp/jyoseijigyou/jyosei_program/
●令和３年度事業対象 国際活動助成金
募集締切 ２０２１年３月３１日(水) １７：１５まで必着
問合せ先 （公財）山口県国際交流協会 ＴＥＬ：０８３－９２５－７３５３ ＦＡＸ：０８３－９２０－４１４４
Ｅ-mail：yiea.info@yiea.or.jp
URL：https://yiea.or.jp/activity/furtherance/

●子育てグッズ・子ども用スポーツグッズ・学生服・
学用品の回収を随時行っております！
●松元ヒロ ＳＯＬＯ ＬＩＶＥ
談志が愛した芸人が笑いで時代を斬る！
時：３月５日（金）
１８：３０～（開場）
１９：００～（開演）
場 所：宇部市文化会館
３Ｆ 文化ホール
参加費：大
人 ２，５００円
２５歳以下 １，０００円
（当日５００円増）
※小学生以下入場不可
◆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★
主 催：ドリームシアター・うべ
ＴＥＬ：３２－４２８７
（ＮＰＯ法人子ども劇場山口県センター内
月～金 １０：００～１７：００）
日

●人形劇団むすび座 オズのまほうつかい
自分を好きになる冒険の旅！
日 時：３月７日（日）
１４：４５～（開場）
１４：００～（開演）
場 所：西武体育館
入場料：前売り 一般 ２，５００円
親子券 ４，０００円
（保護者１名＋３歳以上～
高校生以下の子ども１名）
※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！
◎「表現ワークショップ」
日 時：３月６日（土）１４:００～１５:３０
場 所：宇部市総合福祉会館
入場料：公演鑑賞される方は無料・要予約
※詳細はお問合せ下さい。
★申込み・問合せ★
ＮＰＯ法人うべ★子ども２１
ＴＥＬ：２１－９１１４

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〉 ※破損や汚れの酷いものは不可
・ベビー用品、学用品など
・学生服（市内の学校・保育園・幼稚園の制服）
〈回収ボックス設置場所〉
・宇部市役所本庁１Ｆ 子育て支援課前
・宇部市北部総合支所１Ｆ
・ユーピーアールスタジアム
・楠若者センター ・西部体育館
・宇部マテ“フレッセラ”テニスコート
・東岐波・厚南ふれあいセンター
★問合せ★
リユース広場問合せ：ＮＰＯ法人うべネットワーク
ＴＥＬ：３６－９５５５
グッズ回収問合せ：宇部市廃棄物対策課
ＴＥＬ：３４－８２４７

●学生服・学用品・ベビーベッド譲渡（無料）
日

場

時：月・火・水 １０：００～１５：００
第３土曜日 １３：００～１６：００
※祝日は除く
所：宇部市民活動センター『青空』

★３月のみ、臨時で以下の日時にも学生服と学用品の
予約譲渡を行います！
臨時の予約可能日時
３月２０日（土）・２１日（日）

１０：００～

各１５分単位で予約可。各完全予約制ですので、予め
お電話にてご予約の上、来館されて現物をご確認下さ
い。
※お願い
前日までにお電話でご予約の上、予約時間にご来館下さい。
お電話での在庫の確認は致しかねますのでご了承下さい。
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。
ご来館の際は必ずご自身の身分証明書をご持参ください。

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）
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！
【韓国語】 毎週水曜日
【英会話】 毎週月曜日
中 級
１４：００～１５：００
中級①
１０：３０～１２：００
上 級
１５：３０～１６：３０
初 級
１２：３０～１３：５０
【韓国語】 毎週月曜日（夜）
中級②
１４：００～１５：３０
初 級
１９：００～２０：００
【英会話】 毎週土曜日
中 級
２０：００～２１：００
初 級
１０：００～１１：３０
【韓国語】 毎週水曜日（夜）
【中国語】 毎週土曜日（夜）
初 級
１９：００～２０：００
日常会話 １９：００～２０：３０
初 級
２０：００～２１：００
月 謝：各毎月 ２，０００円（教材費別途徴収）
【韓国語】 毎週木曜日（夜）
（中国語のみ 毎月１，５００円）
入 門
１９：００～２０：００
※毎月３回開催予定（中国語のみ毎月２回の開催）
（※5 名以上の参加で実施） ★場所・申込み・問合せ★
初心者
２０：００～２１：００
宇部市民活動センター「青空」 ＴＥＬ：３６－９５５５

３月
イ ベ ン ト 内
容 ■時間 ★会場 ●料金
パソコンよろず相談
※要予約（日程については要相談）
２．
火
１６
■１３：００～１５：００ ★宇部市民活動センター ●３０分 ５００円
４・11・
１８・
２５

５

健康気功教室 ～気功で心と体の健康づくり始めませんか～
■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
松元ヒロ ＳＯＬＯ ＬＩＶＥ
※詳細は３面参照
■１８：３０～（開場）１９：００～（開演） ★宇部市文化会館３Ｆ文化ホール
金
●大人 ２，５００円 ２５歳以下 １，０００円（当日５００円増）※小学生以下入場不可
※詳細は３面参照
木

人形劇団むすび座 オズのまほうつかい
７

日

９・
１８・
２０

火
・
木
・
土

１０・
２４

水

１３

土

１３

土

■１４：００～１５：２５（１３：４５～開場） ★西武体育館 ●前売り 一般 ２，５００円
親子券 ４，０００円（保護者１名＋３歳以上～高校生以下の子ども１名）
※当日各５００円増 ※詳細は３面参照

ひきこもりや不登校に関する個別相談会
■１０：００～１６：００ ★ＮＰＯ法人 ふらっとコミュニティ ひだまり
●宇部市内 無料 その他の方 １回 ５，０００円（税別） （各要予約）
※詳細はお問合せ下さい。

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 ※要予約

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！

まじめ川キャンドルナイト～つくって かざって ながめよう！～
■１６：００～２０：００ ★真締川河川公園（医大前辺り）

申込み・問合せ
宇部市民活動センター

36-9555
健康気功教室
090-5812-0399 （池田）
ＮＰＯ法人子ども劇場
山口県センター
32-4287
ＮＰＯ法人
うべ★子ども２１
21-9114
ＮＰＯ法人 ふらっと
コミュニティひだまり
21-1552
宇部市民活動センター

36-9555
宇部市民活動センター

36-9555
まじめ川ミズベリング
実行委員会
090-5266-1532 （山田）

●宇部市民活動センターからのお知らせ●
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、２０２1 年度新川市まつり関連イベントの
中止に伴い、５月５日開催予定の「子どもまつり」の開催を中止とします。

開催日：２０２１年３月１８日（木）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
内 容：新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い、令和２年度は新川市まつりが中止となり、宇部まつりに
ついてもオンラインのみでの開催でした。そして今年も引き続き、新川市まつりの中止が決定しました。
コロナ禍で団体の活動が厳しい状況ではありますが、このままで良いか、今だからこそ何か出来ることはない
のかと、「青空」としては考えました。今まで通りの方法での開催は難しいですが、「まつり」のイメージにと
らわれずに、みんなで今後の活動について話し合いませんか。
★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
※前日までに要申込み
※オンライン参加を希望する場合はメールアドレスをお知らせ下さい。
3/15 14:00 よりテスト配信予定です。よろしくお願いします。
※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

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

