きょう七月一日から﹁青少年を非行からまもる全

次代を担う青少年の健全な
発や社会環境浄化活動を強化︒

健全育成協議会では︑街頭啓

青少年問題講演会
▼とき⁝７月19日間︑午後１
時半〜４時︒
▼ところ・：中央公民館︵折居
台１丁目︶︒
▼テーマ・・・青少年の健全育成
について︒

市民︒

▼対象・・・青少年育成関係者︑

青少年相談
青少年問題講演会当日︑会
場に﹁青少年相談コーナー﹂
か設け︑本人や保護者からの
相談を驀糾けます︒また︑
パネル展示も１ 差すので︑併
せてご来場ください︒

７月５日(日)午後２時半

★小・中学生からの運動標語発表

★ポスター掲示による啓発

(｢社明｣運動宇治地区実施委員

会・青少年対策室)
︿笠取第二小学校区︾

︵０７５−571−4926︶

高谷札吹郎

︵笠取小学校区﹀

池田 静ｆ ︵⑩5554︶

淵田紀代ｆ ︵⑩2472︶

出口 久枝 ︵⑩6840︶

ｈ⁚川ｌ陣 ｒ ︵⑩2204︶

阪根マサ子 ︵⑩3491︶

︿御蔵山小学校区﹀

肖鴫美栄 ︵⑩2348︶

棚橋利子 ︵⑩4375︶

深谷 照子 ︵⑩7788︶

九日直流 ︵⑩2465︶

山本真三 ︵の・8565︶

︽木幡小学校区︾

岸野千恵子 ︵⑩1523︶

稲垣．嘆子 ︵⑩8630︶

中辻 一子 ︵の2066︶

田中品江 ︵⑩0686︶

道下 毅 ︵の0101︶

︽岡屋小学校区︶

坂本珠笑子 ︵⑩6853︶

榊原 紘一 ︵⑩4194︶

斎藤哲男 ︵⑤2026︶

解とご協力をお願いしまず︒

活動に︑市民の皆さんのご理

地域で取り組む少年補導委員

もに健やかな成長を目指し︑

があります︒青少年の心身と

的な運動として展開する必要

一体となって取り組み︑全市

は︑家庭・学校・地域社会が

青少年の非行防止のために

さい︒

年補導委員さんにご相談くだ

ることなら何でも︑左表の少

す︒青少年の健全育成に関す

動③健全育成啓莞錫などで

頭補導活動②社会環境浄化活

期は二年です︒職務は︑①街

会社員︑主婦などで構成︒任

★市内7･力所でピラ配布

渋谷 忠一 ︵⑩2087︶

きで受け付けます︒多数ご

し込みは︑きよシからはが

化センターで開催︒参加申

敬老会は九月十五日に文

敬老会を開催

く︑地域ごとに日時と場所

会場Ｖお渡しずるのではな

敬老祝金は︑敬老会当口１

鉄新田←城南高校←神明

大久保←国道大久保←国

←城南荘←西町Ｏ宇治方

面・：宇治車庫←京阪宇治

←奎据西詰︵都市計画

道路︶←国鉄宇治駅←総

合庁舎←宇治市役所Ｏ目

川方面＝自川←大河原︵

学校←極島←中研前←宇

京阪宇治交通︶←横島小

治橋西詰︵皿一通り︶←県神

︵京阪バス︶←小倉←蔭

社Ｏ三軒家方面⁝三軒家

山←宇治郵便局←ユニチ

カＯ浮面方面⁝浮面←名

木北口←伊勢田←北山住

宅←小倉住宅←近鉄小倉

か戻めて営け取りに来てい

よひなどでお知らせし柔ｙ︒

程については︑後日市政だ

ただきます︒地域ごとの日

あんない

申し込み

困〜31日面︵７月31日の

▼申し込み期間・：７月１日

消印有効︶︒

従ってぐださい︒記入が

務所福祉課︒左の書式に

あて先は︑宇治市福祉事

▼申し込み方法・・・はがきで︒

局←ユニチカＯ名木方面

←小倉←蔭山←宇治郵便

・：名木←緑ケ原←国道伊

と午後に各一回実施︒

住宅１近鉄小倉←小倉←

申し込みは受け付けませ

︵福祉課︶

ないことがあります︒

は︑ご希瑕とおりになら

︵午前・午後︶について

します︒また︑希望時間

抽選の上その結果を通知

申し込み多数の場合は︑

ん︒

敬老祝金の支給

各地域ごとに

福 祉 課 行

宇治市宇治琵琶33
宇治市福祉事務所

⁝笠取︵笠取小︶︒

︵茶研入口︶Ｏ笠取方面

川︵竹下酒店前︶←白川

チカ＠志津川方面・：志津

蔭山←宇治郵便局４ユニ

産車体←緑ケ原口←近鉄

三室戸Ｏ大久保方面・・・日

←平野町←新田←森本←

←南木幡←病院前←黄聚

参道←木幡←木幡山手町

前←御園←町並←御蔵山

御蔵山←西住宅←幼稚園

Ｏ東宇治方面・：中住宅←

とおりです︒

専用バス停留所は︑次の

よりでお知らせします︒

は九月十一日号の市政だ

行します︒時刻について

スなどで︒専用バスも運

▽送迎・・・従来どおり路線バ

お渡しし未ｙ︒

▽記念品⁝参加者に会場で

百人︒

上の人︒定員は約２千五

以前に生まれた満70歳以

住で︑大正６年９月16日

▽招待老人の範囲⁝市内在

後で出演者が変わり未了︒

なお︑落語は午前・午

桂文福︿落語﹀︶︒

沢駒蔵︵浪曲︶︑桂小枝・

ンバラトリオ︿漫才﹀︑広

▽内容⁝式典と催し︵チャ

ル︵折居台１丁目︶

▽ところ・：文化会館大ホー

不十分な場合や電話での

をお過ＬＱぐださい︒

勢田︵京阪バス︶←小倉

9月15日（祝

▽とき⁝９月15日脚︑午前

参加いただき︑楽しい一日

はがきで申し込

国強調月間﹂が始まります︒青少年の健全な成長・発
達は︑すべての市民の願いであり︑大きな社会的課
題です︒市では︑期間中︑少年補導委員や青少年健
全育成協議会を中心に活動を強化︒街頭啓発や講演
会など積極的に進めていくことにしています︒市民

成長は︑市民すべての願いで
特に書店やビデオ取扱店︑お

▼講師⁝竜谷大学講師︑山西
重男さん︒

地域で非行防止に活躍

︽西大久保小学校区︾

北岡満Ｆ″⁚ ︵卯6816︶

北村災ｆ ︵㈹0394︶

沖 嘔吉 ︵⑩0466︶

★宇治橋通り街頭啓発パレード

細見忠か ︵但・7957︶

みを

の皆さんも︑家庭や学校︑そして地域で青少年が心

す︒しかし︑青少年の非行は
もちゃ店︑でＩム場などへの

啓発活動を強化

依然として高水準で推移︒万
立入調査や業者への協力要請
を行います︒
この外︑青少年の心理か的

﹁いじめ﹂問題の深刻化︑青

引きなど初発型非行の多発︑

少年を取り歩社会環境の悪

委員制度を設置しています︒

宇治市少年補導委員制度
市では︑地域における青少

委員は︑莫笞友会な芦か

確にとらえ指導に生かすため︑

や関心のある市民を対象に︑

年非行防止を図るため︑昭和

青少年の健全育成に携わる人

﹁青少年を非行からまもる

次の事業を行います︒ぜひご

化なべまだまだ憂慮すべき

全国強調月間﹂中︑市青少年セ

ら推薦された市民で︑自営業︑

︵の9604︶

石9698︶

︵の・7582︶

五土︿年から宇治市少年補導

田中里笑
藤田かづ江

1(１Ｓ

挿木新二 ︵㈲7410︶

脇 敬三 ︵⑩2592︶

宮野Ｆ代子 ︵⑩1735︶
山名良し⁚ ︵㈲7390︶

岡本周 ｒ ︵㈲3726︶

︵叫・1067︶
岡田 収一 ︵・⑩0229︶

村田 応三 ︵図9463︶

人坪喜芙枝 ︵⑩8957︶

柚島友子

青田静技 ︵⑩2667︶
井上恵章 (＠co‑min︶

来場ください︒

員さん

宇治市少年補導委
﹇敬称略・囲み内は電話番号﹈

占島光哨 ︵但1991︶

森 惣市 ︵ａ・1044︶

︵賃道小学校区︾
白恨 弘一 ︵と・7087︶

木．几健蔵 ︵㈲5757︶

︽北棋鳥小学校区︾

江口 臣造 ︵の・1893︶
松片｀⁚忠ｆ ︵G7529︶

︽平盛小学校区︾
森下 順ｆ ︵㈲2088︶

一 ︵㈹2382︶

奥村茂笑 ︵の8502︶

内藤

吉川些一 ︵⑩7001︶

松原ミドリ ︵い・2393︶
俺村陪仲 ︵Ｊ︶3001︶

安井 一美 ︵肘2393︶

満尾貞正 ︵⑩1793︶
橋本 勉 ︵⑩2683︶

横井 満 ︵⑩7476︶

松原 薫 ︵β2352︶

川路．ｎ代 ︵G1547︶

■;■■＜＊ 清 ︵い031旦

梅村 務 ︵・・㈹2990︶

樹山 正忠 ︵㈲・2867︶

中片英男 ︵Q0235︶

︿北小倉小学校区︾

高橋隆子 ︵⑩0074)

安童 之雄 ︵び2437︶ 中村孝芙 ︵⑤4759︶
水岡 ４ 石・0280︶

． 四一出笑恵ｆ ︵㈹6776︶

岡田 盛敏 ︵・㈹6292︶

浅野史郎 ︵叫９｀１︶｀Ｊ８︶

小林義雄 ︵の6696︶

(37485︶

松田 三良 ︵の・7320︶
的場3i＠

︽大開小学校区︾

菅野 弘二 ︵⑩8039︶

辻本啼叉 ︵08324︶

辻本哲夫 ︵⑩8999︶
佐野ａ″⁚人 ︵涯7022︶

︽伊勢田小学校区︾
︽西小倉小学校区﹀

︵三室戸小学校区︾

松本支ｔ⁚ｆ ︵㈹5544︶
村川 貞笑 ︵・μ2863︶

村Ｌむ満 ｒ ︵㈲0240︶

安岡巾蔵 ︵の5001︶

小西秀男 ︵⑩4781︶

北川 哉 ︵卯6474︶
ｎ

堀 侑稔 ︵a6357︶

久米 正雄 ︵㈲7302︶

小谷紀雄 ︵μ6399︶

寺村 猛 ︵の1672︶

︽貧道第二小学校区﹀

︿小倉小学校区︾

飯沼坐一郎 ︵μ0718︶

ｉ‑ｒ武

ンター少年補導委員や青少年

状況にあります︒

明るくする運動

森田 ︲い扶 ︵⑩3774︶

谷岡Ｆ代ｆ ︵Q1569︶

︵大久保小学校区︾

門脇 洋子 ︵12392︶
風間ひ叉ｆ ︵μ1571︶

永井道子 ︵帥6068︶

＃Ｌ陽男 ︵⑥7583︶

植竹道子 ︵⑩6249︶

岡 実子 ︵07274︶
水野 菊次 ︵卯6527︶

︽爾小倉小学校区︾
陥知 和 ｒ ︵㈹2993︶

で

住
所
氏
名（ふりがな）
電話番号
生年月日
年齢
希望時間（
）
※午前の部か午後の部かどちら
かを記入して下さい。
利用する交通機関（
）
※市が運行するバス、自家用車、
その他のいずれかを記入して
下さい。
バス停留所名（
）
※市が連行するバスをご利用の
方だけ記入して下さい。

□

固ﾛ]ﾛ]‑ロロ

敬老会参加申､込書

郵便はがき

〜

社会を

野村久雄 ︵い4488︶
水原 照好 ︵㈹6811︶

︿横鳥小学校区︾

吉安武１ ︵㈲1726︶

大熊桔二 ︵・00156︶
高木敏雄 ︵印4761︶

743

国強調月間

）文化センター

表（あて先）

裏

身共に豊かに育つよう環境づくりに努めましょう︒

7月は青少年を非行からまもる全

課
報
広
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″ツシュー﹁大工と鬼六﹂︑
﹁まけつさぎ﹂︑人形劇ラデ
▼出し物⁝まつぽっくり＝
▼ところ⁝小倉公民館
時〜３時

団が︑楽しい人形劇を繰り広

げます︒参加は自由ですから︑

ぜひ見に来てね︒

▼とき・・・７月20日㈲︑午後２

各公民館で(7月21日〜23日)

のとおり︒時間はいずれも

▼日程・内容・持ち物・：下表

作つてみませんか︒

友だちと一緒に花びんなどを

楽しい夏休みの思い出に︑

子ども陶芸教室
中央公民館

今回のテーマは︒﹁夏の星

マンか求めてみませんか︒

座と月︑土星の観照です︒
▼日程・内容・持ち物・：左表
のとおり
▼ところ・：中央公民館展示集
会室
▼対象・：市内在住の小学校４

スチョコ

▼内容⁝モザイクゼリーとキ

時半〜午後１時

▼ところ・：木幡公民館

▼とき⁝７月27日側︑午前10
してみましょう︒

年生〜中学隼とその親
▼定員⁝親子50組︵先着聊
▼参加費⁝無料
▼講師・・・明星天文館長・江
上賢三さん
▼申し込み⁝７月２日から
中央公民館へ電話か直接
来館で︒

ん︑筆記用具

▼準備品・：エプロン︑三角き

▼参加費⁝材料実費三百円

▼定員・・・24人︵先着順︶

年生１中学生

▼対象・：市内在住の小学校５

悠美子さん

▼指導・・・パン教室講師・荒木

木幡公民館
さを実感︒菓子づくりを体験

子ども

菓子づくり教室

で︒全３回出席出来る人︒

新聞紙五上︵枚︑はさみ︑

▼準回Ｔボンド︑タオル︑

▼材料実費⁝千円

研究家・高橋満子さん

クル会員と手芸とリボンの

▼指導・：宇治公民館手芸サー

手作りの楽しさ︑おもしろ

7/30(昶 帽子型壁かけとブローチ

▼定員・：30人︵先着順︶

どもは小学校四年生以占

▼対象・：市内在住の親子孚

▼ところ⁝宇治公民館

親子で夏の夜空へ︑夢と口

親子天文教室

で︒

央公民館へ電話か直接来館

▼申し込み⁝７月２日から中

賀爪二三枝さん︒

▼指導・・・社会教育指導員・加

▼参加費・・・一人二百円

▼定員⁝30人︵先着順︶

伴で︒家族の参加も可︶

中央公民館

夏休みは公民館へ行こう
もうすぐ楽しい夏休み︒市内の各
公民館では︑小学生や中学生のみん
なが楽しめる︑いろいろな催しを用

▼とき・ところ・：左表のとお

ださい︒

意︒夏休みは公民館へ行こう︒
親子や友だち同士で︑映国
夕薬しんでみませんか︒
市内五つの公民館か巡回し
▼上映作品⁝竹取物語︵アニ
メ︶︑チョコレート戦争︵児

て︑映画会を開催します︒

竜劇映画︶︑舌闇︵アニメ︶

▼ところ・：中央公民館実習室

午前10時〜正午

入場は無料です︒当日︑ご

︵中央公民館︶

中時
学〜
生正
︵午
低学年は家族の同

▼対寧・・市内在住の小学生と

宇治公民館

り︒時間はいずれも午前10
ｙ日程・内容・・・左下表のとお

の作品を作ってみませんか︒
夏休みに︑親子丿于づくり

・

絵の具太筆１本︑筆記用具

治公民館へ電話または直接

▼申し込み・：７月２日から宇

木幡公民館へ直接︒

▼申し込み⁝参加費か添えて

在地

公民館の所

伊勢旧小学校教諭
布川 庸子さん

親子手芸教室
宇治公民館

しみましょう︒

・

▼とき⁝８月28日閃午後・
１時半ト５時

一

来館で︒

みんなで作ろう
−お楽しみ制作−

野公民館へ電話か直接来館

▼申し込み・：７月２日から広

▼調理実習費・：三百円

▼定員⁝40人︵先着順︶

生

▼対象・・・市内在住の小・中学

▼ところ⁝広野公民館

7/25m

４昨年の親子映画の一
つどい︵61・Ｓ・７こ

ずれも午前10時〜正午
▼ところ・：小倉公民館
▼対象・：小学校３年生ト中学

▼ところ｀：小倉公民館
▼内容・・・竹細工

剛さん

▼指導⁝野外活動協会・林正

▼対象・・・小学校３年生〜中学

広野公民館

元小学校教諭
松井 敏子さん

などで︑かっての巨椋池を

しのんでみませんか︒

10時〜正午

▽とさ・：７月19日倒︑午前

西村金次さん宅

▽ところ・：伊勢田町遊田︑

学生以下は保護者同伴で

▽対象・・・市内在住の人︒小

▽定員⁝50人

﹁蓮か観賞する会参加希

▽申し込み・：往復はがきに

誤と明記し︑住所・氏

名︵同伴の場合は全員︶︑

７月10日図までに小倉公

年齢︑電話番号か爵いて

夏の風物詩−蓮︵ハス︶

民館︵小倉町寺内91︶へ︒

︵小倉公民館︶

の花か観賞しながら︑スケ

ッチ︑写真撮影︑俳句作り

スピークサロン

▽定員・・・15人︵先着順︶

▽ところ・・・広野公民館

半〜３時半

時間はいずれも午後１時

〜新聞を読んで〜

毎日報道される新聞記事

欠九に︑自分たちの身近か

な問題を皆で話にぶ□ます︒

▽対象土般市民

必要に応じてテーマを設

け︑講座や講演会を開き︑

▽申し込み・・・広野公民館︵

で︒

︵広野公民館︶

５０︶へ電話か直接来館

広野町寺山17︑萱⑥７４

有意義で楽しいひとときを

過ごしましょう︒

翌年３月１日㈹の毎月第

▽とき・：７月７日㈹から︑

１・艮曜日︵全15回︶

▲見事に咲いた蓮の花

宇治公民館

で︒

(Si!
Si!予防課栄養士

小倉公民貴官

リズムに合わせて楽しく
−うたや楽器、リトミックなど一

8／3(li)
午後7昨り時

7/24肉

希望の公民館へ直接ご来場く

小倉公民館

小倉公民館の三つの人形劇

▼−心員・：20人︵先着順︶

生
小舟多ぢ人形劇団９﹁し

▼参加費・：材料費二百円

宇治郵便局職員

▼日程・内容⁝右下表のとお
り︒時間は午前10時〜正午
︵29日のみ︑午前９時半ト
午後零時半︶

親子天文教室の日程表

巨椋池の

夏の企画展

※本焼き(i>民館が行う）

だちとの交流を深めましょう︒

広野公民館
現代つ子クーフフ
広野公民館
．長い夏休みか有効に過ごす
ために︑遊びなどを通じて友

スポーツ振興審議会委貝

夜空の観望会とプラ
筆記輿
ネタリウムを使った
懐中電灯
8／7(泗 人休のはなし。
午郎卜9時

7 /29(羽 おやつづくり
(調理と試食)

圭子さん

今西

7/21火 元気にのびのびと
一体操やゲームなど−

※素焼き(公民館が行う）

・木幡公民館

8 ／1 (I‑)
午後1時‑4時

師

講

容

内

こども陶芸教室の日程表

唖）

子どもの特集

親子映画のつどい

中央公民館
持ち物
容
内
き
と

本焼き釜出し 前かけ1人1枚
鑑賞 閉講式 木播他公民
館
8／5
('M

前かけ1人1枚
素焼き釜出し
ゅう薬かけ
7/30
困

).!の'I呪カードの カッターナイフ
色エンビツ(3色)
裂作
はさみ、のり
(観望会の時に杖い 筆記輿､T枚どうし
ます｡)

とき

7/23
(刈

形仕上げ
7/25
出

ぞうきん1人1枚
前かけ1人1枚
開講式｀
形づくり

持ち物
容
内
き

と

蓮を観賞する会

宇治の小学校
100年の歩み
★7月1日(水)〜8月30日(日)
歴史資料館

▼講師・：日本郵趣協会会員と

生
▼定員・：30人︵先着順︶

竹細工風一輪差しと
アレンジ花一輪
作品の仕上げと鑑賞

夏まつり
人形劇

親子映画のつどい日程表
らゆき姫﹂

童︑学生︒

話で︒

▼参加費⁝百円
▼準備品⁝小刀︵刃の太いも

7/28(火

広野公民館

回亘亙璽］

▼申し込み⁝小倉公民館へ電

なお︑世界の切手プレゼン
ふくＧＵ制作のひとときか薬
トがあります︒

の︑出来れば肥後守︶と空
き缶のふた

竹細工風一輪差しと
アレンジ花一輪

午前1O時〜11時45分 中央公民館

竹でカニを作ります︒夢が

親子手芸教室の日程表

宇治公民館
午後２時〜3時45分

7/23困

ところ
子ども工作教窒

▼申し込み⁝小倉公民館へ電
話または直接来館で︒

^/2^剥

▼対象⁝市内在住の幼児︑児

子ども切手教室
子ごもたちに︑切手収集の
あり方や郵便の歴史か學ぶ切
手教室蔵宇治郵便局と共催
で行います︒

24日圖の三日間︑時間はい

▼とき・：７月21日脚︑22日困︒

容
内
とき

ll時45分 木幡公民館
午前10時

小倉公民館
午後2時〜3時45分
7 /22(水)

広野公民館
午後２時 3時45分
7/21(刈

き
と
日
月

夏休み

茂った雑草地は病害虫の温床

３時ｒ８時▼ところ⁝宇治橋

無料▼申し込み・：当日︑直接
会場へ▼問い＜[１Ｃ＼‑中央図
書館サークル﹁絵本のき代
表・後藤礼ヱ大元︵豊⑩89
91︶へ︒ ︵中央図書館︶

児童書の展示

中央図書館児童書の展示コ
ーナーでは︑﹁さあ／いまこそ

までは︑食忠母注意報の発

七月一日から九月三十日

期間分の老齢基礎年金額は三

野公民館︵いずれも午後１時

倒︱小倉公民館︑24日廊＝広

︵社会福祉協議会︶

日囲まで︒

家族▼申し込み期限・・・７月13

祉会館▼対象・・・難壁夕その

Ｌ時ｒ３時▼ところ・・・総合福

曜日︵全７回︶︒いずれも午後

ビ︑新聞などで報導右外︑

学校給食施設へも府から注

▼とき・：７月15日團〜10月

21日困までの毎月第１・３水

意を呼び掛ける︒

︿食品取り扱い上の注意﹀

︿手話教室﹀

吊調理した食品は︑早く

⁝７月４日奥ま刄

あなたは﹁近ぐに駐車場

原因になります︒

妨げて︑災害全全７する

車など緊急自動車の通行を

故の原因となったり︑消防

となります︒更に︑交通事

地域の人々の生活上の障害

置は︑迷
交通
の駐
妨げ
と追
なり
︑市民運動
惑
車
放

車の迷惑駐車や︑オート

しない

７月１日〜31日

なμＥ︑軽い気持で道路に

ジに入れるのが面倒だから

がないから﹄とか︑﹁ガレー

しない させない迷惑駐車

バイや自転車の道路上の放

一斉に展開され卓子︒

今日から１ヵ月間︑﹁池恐

駐車追放市民運動﹂が︑市内

⁝肢体障害者▼申し込み期限

食べゑ澪蔵Ⅲは過信しな

な板︑包丁︑↑里兄など聚よ

させない迷惑駐車

い︒庫内舎潟にし︑市内

▼指導⁝小川貞子さん▼対象

温度を10度以下に保つ○ま

正午▼ところ・・・総合福祉会館

９日面︑いずれも午前10時〜

ぐ洗い︑Ｅ光消毒などを行

▼とき・・・７月12日㈲︑８月

ゑ累ズミやゴキブ芯嶽

︿ちぎり絵教室﹀

は出来るがけ調理しない⑥

除すゑ半指に傷のある人

るから﹂と︑バイクや自転

らい﹂とか﹁みんな置いてい

車か症車したり︑﹁私一人く

または5654︶へ︒

用便後や調理前には手聚よ

申し込み・問ｋＢせは社

会福祉協議会︵豊⑩5650

車夕放置していませんか︒

乗用車やトラ!＼クの迷惑

ぐ洗う︒ ︵保健予防課︶

ティーサービス

自転車の放置をなくし︑道

駐車︑そしてオートバイや

在宅障害者

4︶へ︒︵社会福祉協議会︶

路は広く正しぐ使いましょ

︵総合福祉会館内・豊⑩565

う︒

ん︒既に︑この資金の貸に符

作ずる人⑧前記の同居の親

以上の晨地を業務として耕

ずれかに該当する人＠⁝畔

︵交通労政課︶

外国人登録があり︑収入が生

けを営げている世帯は︒貸付

族または配偶者で︑耕作日

脚＝講義とゲーム︑レクリエ

から４時まで︒８月31日は午

総合福祉会館︒共に午後１時

月21日は中央公民館︑25Eは

夕選択︶031日囲＝書昌︵７

数二十七人で構成︒七月十

業共済鰻ぶら一人の︑総

推薦の学識経験者五人︑農

鰻握事から一人︑市議会

の委員二十人︑市農業協同

い大︒

②欠格事項に該当していな

数が年間60日以上の人︒

合員または社員で︑耕作日

耕即葛農業生産法人の組

7以上の農地夕業務として

数が年間60ぼ以上の人心10

額の半額以ヱを返済していな

し込み・問い合わせ・・・地区担

て︑７月１日團から25ｒａｇま

申込書に住咎ｙの謄本を添凡
内︵夏期︑年末合計︶▼貸付条

でに襲福祉協議会︵容⑩5

の体験実習を行い未了︒

初歩的な講義と︑福祉施設で

ボランティア活動に関する

ポラ″ティアースクール

青少年

650︶へ︒︵社会福祉協議自

件・・・無利子︒無担保︒返済は
４ヵ月据え置きの20回月賦▼
対象・・・７月１日現在︑市内に

軟式テニス教室
▼とき・・・７月辺品Ｔ８月
２日間までの土・日曜日︒いず

ーション025B出＝体験学習

選挙が︑七月十二日間に行

▼日程・内容・・・○７月21日

象・：市内在住・在勤・在学の高

・：黄柴公園テニスコート▼対

と施設実習のオリエンテーシ

れも午後ｔ時ｒ７時▼ところ

校生以上▼定員・・・40人︵先着

われます︒

順︶▼参加費⁝無料▼申し込

煎⁝一時から正午まで磐是柾

二日の投票は︑選挙選出の

農業委員会は︑選幇選出

▼とき・・・７月５日面︑午前

会館︒７月26日から一月30日

委員二十人忿蜃？るもの

み・・・電話で市民体育課へ︒

10時〜正午▼ところ・：菟道第
二小学校▼内容・：健夙つぐり

までは市内各福祉施設で︶▼

です︒

高齢者

体操︑レクリエーショングー

対象・：中学生以上▼申し込み

スポーツ教室

ム▼対象・：高齢者▼参加費・：

20歳以上の市民で︒次のい

回選挙権・被選挙権・・・①

・問逗Ｂせ⁝７月15日困ま
み・：当日︑直接会場へ︒

でに宇治ボランティアバンク

無料▼準備品・・・ト靴▼申し込

＝体験学習︵都合の良い日

ョン026日面〜８月30日面

宇治市農業委員心一委員の

ければ︑貸夕Ｒ笛せん▼申

活保護世帯は対象になりませ

夏期ボーナスのない世帯︒生

活保護基準のＩ・五倍以内︑

６ヵ月以上の住民登録または

板を掲げる②ラジオ︒テレ

中毒注意報発令中﹂堂猫

①市役所と保健所に﹁食

の方法でお知らせし示ｙ︒

場合︑市民の皆さんには次

です︒注意報が発令された

毒夕未然に防ぐことが目的

衛生管理を呼びかけ︑食中

注意報の発令は︑食品の

間継続します︒

日に府が発令し︑四十八時

の発生しやすい気象条件の

ふ崩間︒注意報は︑食中毒

⁝男性一万一千四百円︑女性

食中毒にご注意

一万二千三百円▼申し込み・
問い令りせ・・・印鑑と保険証を
持って保険年金課保険係︵豊
⑩3141︶へ︒電話営げ付け

︵保険年金課︶

可︵後日︑来庁の上手続きが必
要︶︒
国民年金
免除申請は７月中に
所得がない時や︑一定の基

アドベンチャー〜冒険の
本〜﹂をテーマに︑冒険にち

準に該当し保険料納付が困難

分の一にな皇子︒なお︑年金

から４時︶︒ ︵保険年金課︶
や︑障害基礎年金・遺族基礎

暮らしの資金

受給のための必要期間の計算

保険料が免除鳶苫と︑その

手続きは︑毎年必要です︒

険料が免除されます︒

は除ぐ︶は︑申し出によぴ保

と認められる人︵任意加入者

なんだ本の展示を行い乖ｙ︒
絵本︑読み物など︑たくさん
の本客気ズました︒期間は
七月一日困から八月三十日囲
まででず︒ ︵中央図書館︶

半日人間ドック
受診者の募集

▼検診日⁝９月１日叫〜63
年１月31日閑︵日・祝日を除ぐ

年金の受給に際しては︑免除
夏期貸し付け

や病気︑事故なぶ示吝にお

期間は納めた場合と同じ取り

困りの世帯に︑牛活資金の貸

第一赤十字病院▼内容⁝成人

十年以内なら︑逆上って保険

社会福祉協議会では︑失業

料を納めることが出来る﹁追

し付けか好い未了︒舜口付け

吻の月・水・金曜日︒いずれも

▼貸付金額・：年間10万円以

納制厚もありま１肝しぐは︑

︵保険年金課︶

弁当︑水筒︑雨具︑交通費は

午前９時〜正午▼ところ・：黄

▼とき・：７月20旦聞〜31日

テニス教室

婦人硬式

話で市民体育課へ︒

参加費・：無料Ｖ申し込み・・・電

以ぶ▼呪具・・・30人︵先着順︶▼

▼とき・ところ・・・７月10日

社会保険相談

ださい︒

3141︶へお問い命幻せぐ

は７月１日團からです︒

扱いとなりまず︒魯期間が

日か選択︶▼検診会場⁝京都

夏です！

保険年金課国民年金係︵容⑩

病を中心とした総合的な健康
診断▼対象・・・次の項目すべて
に該当する人①検診時点で︑
本市の国保に継続して１年以

検診日に入院康之は妊娠して

▼自己負担額︵検診料の三割︶

１時半にＪＲ西日本宇
治駅前更只璽大の場
合は７月19mmに順延︶
▼コース・・・ＪＲ西日本
望蔚←木幡駅←日野
薬師ト上醍醐←三宝院

各自負担▼問い４tｌ８Ｖ‑木村

柴公園テニスコート▼対象⁝

︵解散︶の約12＊ｎ▼準備品・：

長次さん︵豊⑩3633︶へ

市内在住・在勤・在学の20歳

生年月日︑電話番号m記し︑

み・：往復はがきに住所︑氏名︑

40人▼参加費・・・無料▼申し込

以上の女性︵初心者︶▼定員・：

▼主催・・・宇治市歩こラ﹃
小学生
ソフトボール教室
▼とき・・・７月11日出〜８月

〒Ⅲ宇治琵琶45・宇治市教育

チ︒

投票日は7月

進んで草刈りを

通り一帯▼アトラクション・・・

︵商工観光課︶

▼とき・・・７月５日㈲︑午後

コンサートです︒

宇治堕易連盟設立記念の

フェスティバル

ミュージック

285︶︒

通り商店街振興鰻こき02

▼主催・問い合わせ⁝宇治橋

今いくよ・くるよ︑トミーズ

付き四十円で草刈りか代行し

雑草でお困りの場合は︑環境

ます︒また︑近ぐの掌各地の

らせ
保全課までご連絡ください︒
︵環境保全課︶

お知
ゆかた姿コンテスト
▼とき・・・７月５日㈲︑午浚

▼対象・・・市内在住・在動・在学
の弓娑の子︵小学生︶▼定員
ふ窟︵先着順︶▼参加費・・無

８日出宝・日曜貝‑tＡ!‑：≫ｏ

委員会市民体育課﹁硬式テニ

受行い

有効︒５募多数の場合は抽選

ス係﹂へ︒７月８日團の消印

月２日は除ぐ︶︒土曜日は午後
３時Ｆ５時︑日曜日は午前ｍ一
時〜正午▼ところ・：菟逗第二
小学校ｙ対乖・・小学校４年生

農業委員会委員選挙

雑草が茂って近所

者に対して︑その適正な維持

から苦情が出た京き地の所有

管理の指導之行っています︒
これは︑﹁草刈り条例﹂に基
づくものです︒今年も所有者
に対して︑空き地の適正な管
理をお願いする﹁事前通知書﹂
をお届けしていますので︑自
主的な草刈りをお願いします︒
都合により自分で処理出来
ない場合は︒市が一平方μに
Ｌ時半ト４時▼ところ⁝文化
センター大ホール▼内容・：合
唱と器楽演奏▼ゲスト⁝京都
大学ハイフート合唱団▼入場
料・・・三百円▼入場券・・・文化セ

︵社会教育課︶

ンター事務局︵豊⑩2111︶
へ︒

おはなし会

大人三百円︑中学生以下百円

Ｔ時間︶▼専用使用の申し込

上加入②40歳以上65歳未満③

いない④61年１月〜四亨月

▼とき・・・７月８日叫午後
３時︱ＣＯ時半▼ところ・・・小倉

の間に︑この制度夕莉用して

プールは︑黄聚公園︵五ヶ庄三

︵コインロッカーー回百円︶▼

出の８日間︵12日面は除ぐ︶︒

み・：使用予定日の５日前まで

料▼申し込み・・・電話で市民体
育課へ︒

市民歩こう会

▼とき・・・７月１９一日㈲︑午前

いないｙ定員・・・200人︵先着順︶

公民館保育室▼内容・・・読み語

番割︶と西宇治公園︵小倉町

専用使用期間・・・７月６日側〜

午前10時〜午後５時・13m囲

公園内・豊⑩1905︶へ︒

いずれも午後５時半Ｌ７時半

蓮池︶のニカ所︒両プール共︑
五十肩プールと幼児用プール
が併設征れてい未了︒

118日出＝午後Ｌ時〜５時・

両プール共︑駐車場はあり

のみ︶▼専用使用料・・・五千円

19日面‑Ｆ？ｎｉ=午前10時〜
午後５時・８月１日由〜30日

ません︒車での来場はご遠瓶

▼開場日時⁝７月12日㈲＝

面︱午前10時〜午後４時・31

ください︒

に︑黄聚公園管理事務所︵菖木

光化学スモ″グ発生時や︑雨

さい︒︵選挙管理委員会︶

1︶までお問い＜Ｉ１Ｑ＾ぐだ

挙管理委員会︵豊⑩314

投票出悉手﹈︒詳しぐは︑選

簿に登録されている人は︑

届かない時でも︑選挙人名

し柔ｙ︒なお︑投票整理券が

票整理券は︑郵送でお届け

尾地区は午後５時まで︒投

笠取地区︑炭山・二尾・池ノ

午前了時〜午後１時︒東・西

■投票日・：７月(Ｎ日面︑

です︒

候補の届出は７月５日だけ

■告示・＝７月５日面︒立

｀笛来ません︒

ても選挙権のない人は︑投

いない人や︑登録されてい

31日に確定した選挙入名簿
を使用︒名簿に登録されて

■選挙人名簿⁝本年１月

121日

り︑冶岳ｙ対象・・・幼児︑小学
校低学年︑保護者▼参加費・：

電話22‑3141
▼とき・：７月10日面〜18日

母と子の水泳教室

体育課

▼ところ・・・西宇治公園プール

ることもありまず▼入場料・：

で水温低下の場合には休場す

市民

伊勢田町中山
森永 浩太ちゃん
ｓ61・６・10①
広報課へご連絡ください。

７月12日︵日︶から

・この欄に掲載するお子さん（61
年７月生まれ）を募集しています。

10日ｉ'ｓ3日側〜18日出︵い
ずれも午前10時〜正午︑団体

ールがオープンします︒市民

七月十二日面から︑市民プ

市民プールオープン

こうたくんは、ご飯が大好きな

空き地の雑草
日卯︱午前10時〜午後３時︒
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元気な子｡一人でお食事出来ます。
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・人権・消費生活・桁神薄弱者相談

●青少年相談(21日、市民会館13時〜16時)。

社会福祉協議会の法律（定員io人）・年

半)。

金・結婚・心配ごとなどの相談日程や

｡

相談あんない

,

青少年の非行に関する悩みなど、お気軽に

手びき」に掲載。ご利用ください。
ｉ
このほか、市政相談と一般生活相談は：
ご相談ください。

時半)。

：日曜日を除く毎日受け付け。家庭児童相
ｌ談は月〜金曜日の10時〜16時に総合福祉
司法書士が相談に応じます。費用は無料。

気軽にお越しください。

：会館3 階の家庭児童相談室(S⑩8698)

●毎週月曜日(宇治保健所一午前９時〜io時
飼えなくなった犬･猫の引き取り￨

746

快適な牛弱環境をつくるため

所へ届け出てください。
(城南衛生管理組合)

大掃除は︑屋内でも日ごろ

どで、し尿収集届出に異動が
あったときは市役所清掃事務

行き届かない個所を掃除して

バイク︑コンクリート片︑

木幡公民館前

汚水処理場横
北小倉小学校
南部小学校

南陵第２児童公園

岡屋小学校

家族や同居人に増減があっ
たり転出転居、浄化槽設置な

除の日﹂と定めました︒

日、15日、京都府

VWfMめてぐださい︒

土砂類︑ＰＣＢ除去の﹁検査
済謳の無いテレビークー
ラー・電子レンジなどは︑収
集出来ません︒自転車につ
いては︑必ずゴミと分かる

飲食店や事業所な温石

ぶつに明示してぐださい︒

出る営業上のゴミ︑建設廃
材な戸ほ収集出釆ません︒

して出京ｙ町内必一などで取

▼新聞やダンボール⁝ゴミと

りまとめて︑市が実施して
いる古紙回収事業などに︑
ご協力をお願いします︒

と燃えないゴミに必ず分別

▼ゴミの出し方・・・燃えるゴミ

万福寺駐車場

畿四き商店東Ｍｍ

明星保育園上ル
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し尿収集の届け出を

市では︑ことし匂Ｌ月５日︑
５・12・19日に
７月

日
１日伽

﹄日俐

Ｊ日廊

１日脚

︸日南

ヾ日附

ｙ日吻

﹁日脚

ヽ日伽
ヽ日南

⁚日吻

ぃ日脚

北横島小学校

15⁚00ー16
大晶
久保小学校
14⁚00ー115⁚30

広 野
北棋島

宇治市中央図書館︵豊⑩１５１１︶

7月の燃えないゴミ・し尿収集日

12日︑19日の日曜日を﹁大掃

●京都府交通事故相談(1

し尿（城南衛生管理組合）電話075−631−5171）
燃えないゴミ（市役所清掃事務所電話22−3141）

夏の大掃除
市役所市民相談室で、消費苦情相談は商
工観光課で、教育相談は教育委貝会で。
●登記相談(14日、総合福祉会館13時半〜15

62年度版「市民カレンダーと
の日程は

●清潔な生活環境を

13時〜15時半)

移動図書館

宇治地方振興局S@2049.

ヽ霞晰琴１ 願銀Ｊ

Ｊ日倒

に日南

9時〜16時く土

険の利用のしかたなど、お気軽にご相談く
ださい。相談は無料、秘密は厳守。
●27日(〈株〉関西西友宇治店＝10時〜正午と

：行政

：

柴膨大１ 菊米樅誹︷Ｉ作︒穆齢１

曜日は午前９時〜11時〉)。

交通事故の法律問S3,示談のしかた、賠依
額の算定、訴訟や調定のしかた、自賠責保
保健・衛生・相談・移動図書館（7月分）

