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」は、市民活動団体及びボランティア団体を支援する中間支援施設です。助成金やイベント
情報のＰＲ、会議室の提供、相談や交流の場としての活動を行っております。令和２年度の登録団体数 は９５団体（５個人を
含む）でした。登録団体は随時募集中です！
令和２年度は、昨年より引き続き新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い、４月から５月上旬までは「青空」を休館とし
ました。また、３密を防ぐために利用制限を設けるなど、安全性を重視して少人数での活動を促しております。そのため、デー
タ上の利用人数は昨年度に比べると減少傾向にあります。夏以降は少しずつ通常に戻りましたが、各団体の活動の縮小が
感じられました。残念ですが、コロナ禍で活動を停止してしまう団体や、解散してしまう団体もありました。
人との関わりや結び付きが必要不可欠な市民活動にとって、『会えない』弊害は想像以上に多い ことを痛感します。市民
活動の在り方についても、考えさせられる一年となりました。しかし、コロナ禍でも工夫して活動されている団体もいます。全て
を諦めるのではなく、少しずつでも勇気を出して『何か』をしようと考えている団体の声もたくさん聞こえて来ました。今後も話し
合いを重ね、実現可能なことから『何か』を形にして行くために活動を続けています。
そして、「青空」でも３密を回避しながら活動ができるように、オンライン会議が可能な設備等を整えました。飛沫予防ボード
やアルコール消毒液の設置など、感染防止対策にも力を入
れています。直接会ってたくさんの人と交流することはまだ難し
いですが、モニター越し、あるいは少人数で集まるなど、工夫し
て活動を続けて行くことが大切です。
コロナ禍で大変な折ですが、引き続き「青空」をご活用下さ
い。よろしくお願い致します。

何かやりたい・やってみたい、活動に
行き詰っている、誰かに相談したい、
そんな方はぜひ、「青空」にお越し
下さいね！！お待ちしております。
（登録の詳細はお問合せ下さい。）

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

宇部マンドリーノは１９６８（昭和４３）年、マンドリン、ギターによる合奏に魅せられた愛好者たちによって結成されたグ
ループです。
演奏活動を始めて、今年で５３年目を迎えました。現在の団員は３０名在籍しております。楽器構成は、マンドリン、マン
ドラ、マンドセロ、ギター、コントラバスを主体とし、時にはパーカッション、ハーモニカ、フルート等の弾き手の方々の御助
力を頂き、彩り豊かな「音」を創りあげることができるよう、日々尽力致しております。昨年に第１３回定期演奏会開催を予
定していましたが新型コロナ感染拡大予防のため延期し、今年５月２３日に「ふれあいホール」にて開催することにしてお
ります。入場無料ですが入場整理券を発行しておりますので来場希望の方は事務局にご連絡ください。
【問合せ】宇部マンドリーノ
TEL ：０８０－５６１８－８６３３（沖野）

●第１３回定期演奏会
日時：5 月 23 日（日）
開場 １３：３０～ 開演 １４：００～
場所：宇部市多世代ふれあいセンター2Ｆふれあいホール
入場料：無料（入場整理券配布）
演 目：ミヌエット、ミュージカル映画名曲メドレーなど

私たちの団体は宇部・小野田線やバス交通など公共交通の
利用促進、活性化を考える活動や駅周辺の清掃作業を行って
います。発足は２０１６年で、宇部線開業１００周年記念事業に
携わった者が中心メンバーです。公共交通に関心のある方、地
域ボランティアに関心のある方、大歓迎です。
【問合せ】うべ鉄道バスサポーターズ
ＴＥＬ：０８０－３８７６－６６２４（三浦）

「水風戦」山口宇部大会
私たちの団体主催で５月２２日（土）水風戦山口宇
部大会を行います。
このイベントは元々、東日本大震災後に福島いわき
市で生まれた、水風船を投げ合い勝敗を競うスポーツ
です。優勝チームは福島での決勝大会に参加資格があ
ります。
【概要】
日 時：５月２２日（土） １０：００～１４：００
場 所：常盤公園スポーツ広場サッカー場
参加方法
１チーム５～８名（競技者は５名）
※チームで応募してください。
参加料：１チームにつき１，０００円
申込先：E-mail：tebasapo @gmail.com
JMA -水風戦協会- (@jpan_mizufusen)witter
ＴＥＬ：０８０-３８７６-６６２４(三浦）
締 切：５月１５日（土）
https://twitter.com/jpan_mizufusen
※応募１０チームまでで定員を超えた
一般社団法人水風戦協会 FB
場合は抽選となります。
https://www.facebook.com/Jpan.Mizufusen.Association
/

●宇部市民活動センター交流会
５月も「令和３年度の新川市まつり中止のため、
市民活動団体で『何か』を始めるための会」

●子育てグッズリユース広場
～おもちゃ病院もあるよ♪～
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。
日 時：５月１５日（土）
１０：００より整理券配布予定
（都合により予定を変更する場合あります）
場 所：ときわ湖水ホール
※おもちゃ病院には壊れたおもちゃをご持参ください。
★問合せ★
特定非営利活動法人 うべネットワーク
（子育てグッズ・子ども用スポーツ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」
ＴＥＬ： ３６ー９５５５ ＦＡＸ ：３９－２２７２

日
場
対

時：５月１９日（水）１９：００～２１：００
所：宇部市民活動センター「青空」
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３
年度も新川市まつりが中止となりました。コロナ禍で
団体の活動が厳しい状況ではありますが、今だからこ
そ何か出来ることはないかと、３月、４月の交流会で
話し合いました。
５月はより具体的に話し合い、前向きに活動するた
めの会を継続して行きます。コロナ禍でも『何か』し
たいと思っている方、みんなと一緒に活動を始めませ
んか？団体に限らず、個人でも大歓迎です。
★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
※オンライン参加可
5/17 14:00 よりテスト配信予定

●ピアニカの魔術師
↑※写真はイメージです。

●第１４回 木製帆船模型 初心者教室
参加者募集中！！
期

間：５月２９日(土)より１０ヶ月間
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：ラ・キャンデラリアの製作
参加費：３３，０００円（教材・工具代含む）
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）

子ども達に音楽を好きになってもらいたい！そして
音楽で世界をつなげたい！
日 時：６月２７日（日）
１４：００～１５：２０
（開場 １３：３０～）
場 所：宇部市文化会館
入場料：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！！

★申込み・問合せ★
ＮＰＯ法人うべ★子ども２１
ＴＥＬ：２１－９１１４（月水金

11:00～17:00）

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！
【英会話】 毎週月曜日
【韓国語】 毎週水曜日
中級①
１０：３０～１２：００
中 級
１４：００～１５：００
初 級
１２：３０～１３：５０
上 級
１５：３０～１６：３０
中級②
１４：００～１５：３０
【韓国語】 毎週月曜日（夜）
【英会話】 毎週土曜日
初 級
１９：００～２０：００
初 級
１０：００～１１：３０
中 級
２０：００～２１：００
【中国語】 毎週土曜日（夜）
【韓国語】 毎週水曜日（夜）
日常会話 １９：００～２０：３０
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
初心者
２０：００～２１：００

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
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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

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！

ひきこもりや不登校に関する個別相談会

土

１８

火

健康気功教室
090-5812-0399 （池田）
宇部市民活動センター

36-9555

■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） ※詳細は要問合せ

ＮＰＯ法人 ふらっと
コミュニティひだまり
21-1552

会計よろず相談

宇部市民活動センター

※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

子育てグッズリユース広場 ～おもちゃ病院もあるよ♪～
１５

申込み・問合せ

36-9555

■１０：００～（整理券配布１０：００～ ※都合により予定を変更する場合あり・先着順）
★ときわ湖水ホール ※おもちゃ病院には壊れたおもちゃをご持参ください。

宇部市民活動センター

パソコンよろず相談

宇部市民活動センター

※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

36-9555
36-9555

宇部市民活動センター「青空」 交流会
５月も「令和３年度の新川市まつり中止のため、市民活動団体で『何か』を始めるための会」

１９

水

■１９：００～２１：００ ★宇部市民活動センター「青空」
※詳細は３面参照
▼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
※前日までに要申込み（ソーシャルディスタンス確保のため当日参加は不可）

「水風船」山口宇部大会
２２

土

２３

日

■１０：００～１４：００ （受付９：３０～） ★ときわ公園スポーツ広場サッカー場
●１チーム１，０００円（１チーム５名～８名） ※5/15（土）までに要申込み
※詳細は２面参照

宇部マンドリーノ 第１３回定期演奏会
■開場 １３：３０～ 開演 １４：００～ ※詳細は２面参照
★宇部市多世代ふれあいセンター２Ｆふれあいホール ●無料（入場整理券配布）

宇部市民活動センター

36-9555

うべ鉄道
バスサポーターズ
080-3876-6624 （三浦）
宇部マンドリーノ
080-5618-8633 （沖野）

６月

心躍るキューバのリズムと息づく伝統音楽の魂 「カルロス・セスペデス コンサート」
１２

日

２７

■開場 １３：３０～ 開演 １４：００～ ★多世代ふれあいセンター２Ｆふれあいホール
●一般 ３，５００円 大学生以下 １，５００円（当日各５００円増）
※会員募集中！（会員は年５回のコンサートに無料参加可・年会費あり）

ピアニカの魔術師

宇部音楽鑑賞協会
34-2384
ＮＰＯ法人

■１４：００～１５：２０(開場 １３：３０～)★宇部市文化会館●前売り 一般 ２，５００円
うべ★子ども２１
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）
21-9114
当日各５００円増 ※詳細は３面参照
※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
日

●令和３年度環境活動団体支援事業
募集締切 ２０２１年５月１３日(木)
問合せ先 （公財）山口県ひとづくり財団 ＴＥＬ：０８３－９８７－１１１０ ＦＡＸ：０８３－９８７－１７２０
Ｅ-mail：kankyo.c@hito21.jp
URL：https://eco.pref.yamaguchi.lg.jp/learning/index.php
●公益財団法人 みずほ教育福祉財団 第３８回（令和３年度）老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業
募集締切 ２０２１年５月２１日(金) 必着
問合せ先 （公財）みずほ教育福祉財団福祉事業部 ＴＥＬ：０３－３５９６－４５３２ ＦＡＸ：０３－３５９６－３５７４
Ｅ-mail：FJP36105@nifty.com
URL：http://www.mizuho-ewf.or.jp/pdf/38youryou.pdf
●一般財団法人 山口県環境保全事業団 令和３年度 環境保全活動支援助成
募集締切 ２０２１年５月２８日(金) 必着
問合せ先 （一財）山口県環境保全事業団 ＴＥＬ：０８３－９２０－６８２８ ＦＡＸ：０８３－９２０－６８２９
Ｅ-mail：info@yamaguchi-khj.or.jp
URL：http://yamaguchi-khj.or.jp/

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

