１ 蒲
／昌
︒潔
７日

！ＬＬに

んに︑敬老の日を楽しぐ過

されて来たお年寄りの皆さ

市では︑長年社会に貢献

時間︵午前・午後︶につい

通知します︒また︑希望

は︑抽選の上その結果を

申し込みが多数の場合

せし示ｙ︒

号の市政だよりでお知ら

刻については九月十一日

のバス停と同じです︒時

一部か殴き京阪宇治交通

建設募金のお願い
﹃平和の像﹄

していただけるよ５ 敬老会

きょうから﹁青少年を非行からまもる全国強調月間﹂
が始まります︒青少年を健全に育成することは︑全市

ても︑ご希聊とおりにな

一東宇治方面⁝中住宅←

事業を行います︒

らないことがあります︒

←南木幡←病院前←黄奘

御蔵山←西住宅←幼稚園

前←御園←町並←御蔵山

慾蓋は︑今年も九月十

参道←木幡←木幡山手町

つています︒
市民の皆さんの自発的︑

参加申し込みは︑きよフか

←平野町︵重永医院前︶←

浪曲︑落語を予定︒出演

内６ヵ所で啓発ビラ配布︒
○小・中学生からの運動標語
発表︒

よりでお知らせします︶︒

▼記念品・：参加者に会場で

お渡しします︒

▼応募資格⁝市内在住で︑

大正７年９月16日以前に

讐鳶貼満70歳以上の人︒

定員は約２千５百人︒

倒〜８月１日㈲︵当日消

▼申し込み方法・・・はがきで︑

福祉事務所福祉課へ︒左

印有効︶︒

▼送迎・：昨年と同じように

の書式に従ってぐださい︒

記入が不十分な場合や電

専用バスを運行します︒

停留所は次のとおりで︑

話での申し込みは受け付

け出来ません︒

宇治市宇治琵琶33
宇治市福祉事務所

︵福祉課︶

などでお知らせしホｙ︒

ついては︑後日市政だより

浙蛋す︒地域ごとの日程に

めて受け取りに来ていただ

地域ごとに日時と場所を決

場でお渡しずるのではなぐ︑

敬老哲理︑敬老会の会

各地域ごとに

敬老祝金の支給

取小︶︒

ロ︶一笠取方面・：笠取︵笠

乍商店前︶←白川︵茶研入

志津川方面＝志津川︵竹

宇治郵便局←ユニチカ一

近鉄小倉←小倉←蔭山←

京阪バス︶←小倉住宅←

←緑ケ原←国道伊勢田︵

ニチカ一名木方面・：名木

≒蔭山←宇治郵便局←ユ

倉住宅←近鉄小倉←小倉

←伊勢田←北山住宅←小

面方面・：浮面←名木北口

治郵便局←ユニチカ一浮

バス︶←小倉Ｌ︲・蔭山←宇

軒家方面・：三軒家︵京阪

詰︵県通り︶←県神社一＝一

横島←中研前←宇治橋西

治交通︶←横島小学校←

・＝目川←大河原︵京阪宇

庁舎←市役所●目川方面

路︶←ＪＲ宇治駅︲・総合

治←宇治橋西詰︵都計道

方面・：宇治車庫←京阪宇

明←城南荘←西町一宇治

ＪＲ新田←城南高校︱神

鉄大久保←国道大久保←

日産車体←緑ケ原ロー・近

圭二室戸一大久保方面・＝

菟道高校←隼上り←森本

多数ご参加ください︒
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賢

夏休みは公民館へ行こう

子供陶芸教室

7/21團

人形劇団＝﹁半日村﹂︑人形

▼ところ⁝小倉公民館

篇

12

▼申し込み・：７月２日出から

▲昨年の子ども陶芸教室(62年７月25日)

や鈴︑ペン立てなどを作つて

元気な君たちの参加佐ニ

みませんか︒

ています︒
ｙ日程・内容⁝下表のとおり︒
ただし︑第一講は弁当が必
要︒
▼ところ・：中央公民館

年生〜中学生

▼対象・：市内在住の小学校４

はるかなゑｆ宙に思いを馳

座と月︑土星︑二重星﹂です︒

形劇夏まつりを行います︒夏

宇治公民館

公

▼持ち物・：エプロン︑筆記具︑

せつつ︑夏のひとときをお過
ごしください︒

木幡公民館
小倉公民館
広野公民館
本焼き釜出し
8／8(J!）
午前9時半 正午
鑑賞、閉講式
午後２時

日

' りごか力の

映の

問い合わ
３

第二回

▼参加費⁝百五十円

年生１中学生で︑３日間参

▼対象⁝市内在住の小学校２

加できる人

倉公民館職員

▼講師・：宇治郵便局職員と小

話か直接来館で︒

▼申し込み・：小倉公民館へ電

枚方市牧H公民館館長
渡辺 義彦さん

た動いのをてる私
贈核t^
'4^Rg fz.m

討議一これからのサークル活動をどう考える一
t.見交換)

7/1801) (サークル活動の理想像をめぎし.

▼日程・内容・：下表のとおり
▼ところ・・・中央公民館
▼対乖：市内在住の小学校４
年生〜中学生とその親︒
ｙ持ち物⁝はさみ︑色政んぴ
つ︵赤︑だいだい︑黄︑青︶︑筆
記具︑懐中電灯
▼参加費・・・無料

上賢三さん

7/25(11)

館（

万円
をそと地にに
‑El
CDを響蔚にﾆ;動

地域に根ざした公民館活
動をめざして

7/14昶

▼講師・：明星天文館館長・江

▼定員・：親子80組︵先着順︶

中央公民館へ電話か直接来

▼申し込み・：７月２日出から

社会教育をめぐる今日的

同志社大学文学部教授
国生 寿さん

7/12i'M背景と公民館
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｡中央公民館
8 ／11)1）
午前９時半 正午

小
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公民館活動講座の日程・内容表

素焼き釜出し
ゅう薬かけ
２

7/21村
午後7時 9時

午前9時半〜

7/19圃
午後7時‑9時

星の早見カードの製作
夜空の観望と天体のはなし

１

２

き

開講式、オリエンテーション
形づくり（筆立て、花びん、,鈴など）
※お弁当が必要
１

と

子ども陶芸教室の日程表
親子天文教室の日程表

容
内
時
日
回
容
内
時
日
回

中央公民館

この夏､陶芸に挑戦

人間ドック受検者募集
楽珍▼主催・問い合わヤ：宇
治橋通り商店街振興但只豊

女性問題フォーフム

⑩2285︶ ︵商工観光課︶

▼とき・・・７月23日山︑午後

︵交通労政課︶

福祉会館︵豊の0780︶へ︒

おはなし会

▼とき・：７月13日出︑午後
３時から▼ところＪ：大久保青

につくるあした１男女共同参

者福祉会館▼テーマ・：﹁とも

わせ：大久保青少年センター

⁝当日︑直接会場へ▼問い合

︑居▼参加費・：無料▼申し込み

し︑絵本の読み聞かせ︑紙芝

少年センター▼内容⁝おはな

加の21世紀社︿早めざして﹂

︵豊㈲7447︶へ︒

１時からｙところ・：城南勤労

▼定口・・巾人▼参加費・：無料

33
市教
︶育へ
キ▼
ャン
問プい
指合
導者
わ菱せ
成⁝府青少
年婦人課婦人対策係︵Ｓ０７

治保健所▼対象・：難病患者と

１時半〜３時半▼ところ・・・宇

▼とき・・・７月１９一日㈹︑午後

交流会

難病患者・家族の

へｍ話で︒ ︵宇治保健所︶

宇治保健所︵き四2191︶

しと指導・相談▼申し込み・：

栄養士︑歯科衛牛

▼内容・：保健婦︑歯科医師︑

未満児の保護者と妊婦︑50人

治保健所▼対象・定員⁝１歳

Ｉ時半〜３時半▼ところ・：宇

▼とき・：７月21日出︑午後

歯の教室

︵大久堡︲少年センター︶

▼申し込み⁝７月16日出まで
に︑はがきに①氏名②年齢③

職
業導⑥
司更団
をい記
して︑
る指
者所
証の
新体
か将
ま入
ず︒

郵▼
便対番
象号
・・
・・住
6所
0年
④度電
ま話
でに
番
野号
外⑤

今月は固定資産税第二期分
企画管理部総務課︵宇治琵琶

５剛8111︶か振興局民生

講習会の受講者に発行してい

また︑固定資産税第一期分︑

１▼時
Ｉろ４
▼野と
ろ▼・
とこ
・時
：広
中こ
学校
対：
象 城南勤

・▼
：市
在・
住・
勤７
・在
の4
高 日㈲︑午後
と内き
・在・
月学2

校生以上の女性▼定員⁝30人

料理教室

︵先着順︶▼参加費・・・無料▼申

︵企画管理部総務課︶

し込み・・・電話で市民体育課へ︒

課︵容⑩2102︶へ︒

外活動

野指導者証の更新

市府民税竺期分の納期限は

日闘までに納付してください︒

の納期です︒納期限の八月一

納期

固定資産税の

お知らせ

ください︒ ︵保険年金課︶

⑩3141︶へお問い合わせ

７月11日から受け付け
年３月31日６ま﹃
∵自己負担額・：男性＝一万一

宇治市国民健康保険では︑
成人病の予防と早期発見のた
千四百円︑女性上万二千

▽申し込み・：国民健康保険証

めに﹁半日人間ド″ク受検料

と印鑑を持って︑保険年金

三百円︒

自己負担額は︑受倹料の三割

課へ︑直接ご来庁ぐださい︒

補助事業﹂を行っています︒

です︒残りは国民健康保険で

免除申請

国民年金保険料

︵保険年金課︶

︵容⑩3141︶へ︒

▽問い合わせ⁝保険年金課

電話では受け付けません︒

補助します︒
これまでに受検した人の七
〇％以上に︑何らかの異常が
発見されています︒成人病の
予防には早期発見・早期治療
が必要です︒この憶に︑あ
なたの健康度をぜひチエ″ク
してぐださい︒

人は早急に納付をお願いト缶

既に終わっています︒未納の

す︒市税の納付には便利な口

所俘がない時や︑国民年金
Ｍ険料か納めるのが困難と認

座振替をご利川ください︒

▽対象⁝受検時に次の項目す
べてに該当する人︒

る人︵任恵加入者は除く︶は︑
︵納税課︶

められる一定の基準に該当す

続して１年以上加入

ゆかた姿

①︷ｆ治市国民健康保険に継

れ水子︒

申し出により保険料が免除さ

②40歳以上65歳未満
③妊娠や入院をしていない

料費⁝千二百円▼講師⁝料理

５日吻までの毎週火・金曜日︑︒

労
者福祉会館▼対象・：勤労者
いずれも午後７時半〜９時半

研究家・星野美智子さん▼申

と地域住民▼定員⁝24人▼材
▼とき⁝７月３日㈲︒正午

コンテスト
は︑毎年必要です︒昨年度免

〜午吸６時半▼ところ：字治

申し出による免除の手続き

の制度か苅用していない
除された人も︑引き続いて納

④62年９月163年３月にこ

付が困難であれば︑改めで手

▼とき・・・７月12日㈹〜８月

マ定員⁝200人︵先附順︶︒

し込み⁝材料費か添えＩＬ︑７

その家族▼内容・：療養生活で

ソフトボール教室

橋通りｎ循街▼アトラクショ

月15日師までに︑城南勤労者
泳協会︒

女子

ン・・・梶哲也︑朝倉夕美子︑桂

六地蔵柿ノ木町
西村
葵ちゃん
S62・６・７①

︿ビジネス中級講座﹀

人▼受講料玉万円

午後６時半〜９時▼定員・：20

︒▼とき・：７月18日呵Ｉ８月

25日出の月・木曜日︑10回︒

︿中級講座﹀

上万四千円

にお困りの世帯に︑牛居資

業や病気︑事故などで生活

社会福祉協議会では︑失

りている世帯は︑貸付額

ん︶㈲既にこの資金か借

護世帯は対象になりませ

ナスのない世帯︵生活保

・！倍以内で︑夏期ボー

くらしの資金
夏の貸し付け

金を貸し付け康司受け付

の半額以上を返済してい

ること︒

けは七月一日から︒

内︵夏期・年奏昇︶︒

▽貸付金額・：年間10万円以

祉協議会︵豊⑩5650︶

で︒地ぼ担当の民生委員

▽対象・：７月１日現在︑市

へ︒ ︵社会福祉協議会︶

▽申し込み⁝７月23日出ま

同作業所︵木幡南端７−２︑

内に６ヵ月以上の住民登

▽貸付条件・：無利子・無担

Ｓ⑩5088︶▼テーマ・：精

録か外国人登録があり︑

ている人で野外活動指導者と

現在市内に在住・在学・在勤し

の場合は７月17日㈲︶▼コー

宇治駅午前８時半集合︵雨天

会復帰か支える会
︵保健予防課︶
パソコン講座
城南地域職業訓練センター
欠罵に︑次の講座を開催し
まず︒申し込みは︑７月15日
宙までに同センター︵容㈲0
688︶へ︒
︿初級講座﹀
▼とき・：Ｏ水・土曜日コー
ス= ｈ‑月16日出１９月10日出

時半〜９時○日曜日コース⁚Ｕ

の水・土曜日︑14回︒午後６

７月17日㈲〜10月23日間の毎
日曜日︑14回︒午前９時半〜
正午▼定員・：各20人▼受講料

市では︑近隣か登古情のあ

の所有者は︑自主的な草刈り

に委託できますのでご連絡く

ださい︒

近ぐの岑百地の雑草でお困

今日から宇治市勤労者住

宅融資の金利倣十年まで

の短期貸付は年利五・〇％︑

十年を超える長期貸付は五

設俗本を添凡て社会福

融資額は新築・購入が三

十万円〜五百万円まで︑増

改築・修繕は三十万円一二

・中古マンションの購入に

百五十万円まで︒中古住宅

︿融資対象者﹀

も融資し示ｙ︒

後も市内に居住する人

①市に住民登録があり︑今

勤めている給与所得者

②現在の勤務先で一年以上

③前年収入が七百五十万円

︿融資条件﹀

以下の人

長期年利五・三％

▽利率：短期年利五・〇％

︵融資額で異なる︶

▽償還期間・：三年〜二十年

賦・半年賦併用m

▽償還方法・：月賦償還︑月

用基金協会の利用可︵保

▽機関保証・・・京都労働者信

証料は融資額で異なる︶

ある人で︑原則として勤

▽連帯保証人・：保証能力の

・三％に引き下げます︒

この制度は︑市内在住の

せください︒ 交通労政課︶

⑩3141︶へお問い合わ

詳Ｌｙぐは交通労政課︵豊

円以上の融資に設定︒

▽抵当権の設定・：百六十万

保証人は不要︒

関保証か莉用する人は︑

個人一人以上が必要︒機

務先︵事業所・団体︶と

勤労者の住生活の向上を図

融資するものです︒

りの人も︑環境保全課︵容⑩
るため︑京都労働金庫と協
子宮がん検診詳しくは︑５月21日号の市政だよりで
力して︑住宅資金か低利で
3141︶へご連絡鴛

直接︑︵
医環
療境
機保
関全
へ課︶

基本健康診査

に相談の上︑申込書に住

の不安や悩みか出に各い︑共

神障害の回復徐正にある人た

収入が生活保護基準の１

保︒返済は４ヵ月据え置

に励ま見りつ▼申し込み・：７

ちを地域で支える▼シンポジ

指導０外▼対牢：小学２年生

ス・：ＪＲ宇治駅←山崎駅←天

自負担▼主催・：宇治市歩こう

った空き地の所有者に﹃草刈

空き地の雑草
進んで草刈りを
会▼問い合わせ・：木村長次さ

り条倒に凰ついて︑適正な

今年も所有者に﹃事前通知書﹄

維持管理か指導しています︒

ん︵Ｓ③3633︶へ︒

スポーツ広場

市民

か逞り︑空き地の適正な管理
をおｍいしています︒
10時〜正午▼ところ・・・三室戸
小学校▼内容・：体育館＝卓球︑

をお願いしざ予︒やむを得ず

▼と幸・・７月10日間︑午前

直接ふ罵へ▼問い合わせ・・・岡

インディアカ︑バドミントン

一平方むにつき四十円で︑市

自分で処理できない人は︑

草が伸び盛りの今︑空き地

村吉方さん︵ａ⑩4343︶へ

ウンドゴルフ︑ゲートボール︒

︵上靴が必要︶︑運動場＝グラ

きの20回月賦︒

月い⁚い日側までに︑宇治保健所

スト⁝民生児童委員・奥西隆

︵宇治保健所︶

以上▼定輿・：400人︵先谷順︶

法・：活動報告書︵市民体育課

して熱意のある人▼手続き方

王山←柳谷観音←長岡天神解

初心者講習会

三さん外▼主催・：障害者の社

︵Ｓ⑩2191︶へ電話で︒

社会保険相談

▼とき・ところ⁝７月８日
白＝小倉公民館︑７月22日出
︱広野公民館︑時間はいずれ
も午後１時〜４時▼内容・：年

︵保険年金課︶

金や健康保険の仕組みなどに
ついて

シンポジウム

▼とき・・・７月２日出︑午後
２時〜４時▼ところ⁝洛南共

▼参加費⁝六千五百円︵プー

にあります︶と現在お持ちの

市民歩こう会

ル入園料︑バ″ク代含む︶指

指導者証かｙ月14日出までに

活動指導者証の交付か曼け︑

定バ″ク冷痔っている人は六

散︵約13已▼準轡？・昼食︑

詳しぐは︑保険年金課︵Ｓ

続５をしてください︒

Ｔ申し込み期悶・・・７月11日㈲
１８月31日限まで︒
▽受検期間・・・９月１日田〜64

905︶へ▼主催・・重治市水

千円▼申し込み・問い合わせ

市民体育課へ︒

事務局︵五ヶ庄三番割酋⑩1

・：参加費と印鑑か痔って上林

泳巡盟公認・宇治市水泳協会

７日間︑毎日午前10時〜正午

書店︵孚治橋通り１丁目き言

▼とき・・・７月10日間︑ＪＲ

▼ところ⁝黄聚公園プール▼

3777︶か宇治市体育努ｙ

▼とき⁝７月10日収︑午前
10時〜正午▼ところ⁝宇治公
民館▼内容⁝基本ステップな
ど▼参加費⁝七百円▼持参品
・・・体育館シューズかゴム底の

この欄に掲載するお子さん（62
年７月生まれ）を募集しています。
広報課へご連絡ください。

同好会︒

シューズ▼申し込み：当日︑

雨具︑水筒など︒交通費は各

内容・：初心者指導と泳げる子

フォークダンス

への泳法指導▼指導・：日本水

3141
市民体育課電話22
市民体育のお知らせ

母と子の
水泳教室

▼とき・・・７月15日吻〜23日
出の８日間︵17日間は除く︶︒
いずれも午後６時〜８時▼と
ころ⁝西宇治公園プ・︲︲・ル▼対
象：市内在住・在勤・在学の
にとその子︵小学生︶▼定口
⁝30組︵先衿順︶▼参加費⁝
無料▼申し込み・・・電話で市民
体育課へ︒

水泳学園

あおいちゃんは、陽気で笑顔の
とてもかわいい女の子です。

▼主催⁝宇治フォークダンス

金利を引き下げ

国保

り

▼とき・：７月25日向〜８月
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●
●
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丿

交通事故の法律問題、示談のしかた、賠償

：
：で。

9時〜16時）。

●●

ｌ会館3階の家庭児童相談室（き(28698）ミ

談は月〜金曜日の10時〜16時に総合福祉

宇治地方振興局a@2049,

●●

１日曜日を除く毎日受け付け。家庭児童相

●京都府交通事故相談（6日｡20日、京都府

●●

市役所市民相談室で、消費苦情相談は商ｉ

相談あんない

●●

時〜正午,

●●

エ観光課で、教育相談は教育委員会で、ｌ

●青少年相談（20日、市民会館13時〜16時）。

７月３日・10日・17日に

日團

一日㈹

一日圖

日困

日伽

日肉

日吻

日南

日叫

日倒

日俐

日閑

日出

日

地 区
六地蔵
御蔵山
広岡谷

額の算定、訴訟や調定のしかた。自賠責保

：の日程は,
63年度版「市民カレンダーと
：りUIヱ･･、りuＴ仄鳳
１１４ＶＪｒ／／ Ｑ‑
：
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ｌ

市では︑今年の﹁大掃除の日﹂を
七月三日︑十日︑十七Ｅの日曜日と
定めました︒大掃除は︑快適な牛活

この三日間の中で︑各家庭の都

環境を作るために行い未了︒

▼ゴミの出し方・：燃えるゴミは︑

合の良い日に行ってください︒

大掃除を実施した週の定期収集日
に決められた所へ︒燃えないゴミ
は次回の定期収集日に▼取り扱い
方←ハ掃除で出たゴミは︑出来る
だけ小さぐまとめてぐださい︒バ
イク︑コンクリート片︒土砂類︑
ＰＣＢ除去の﹁検査証﹂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︒自転車は︑
必ずゴミと分かるぷつに︒営業上
のゴミや建設廃材などは収集出来
ません▼新聞・ダンボール・：古紙

六・地蔵公会堂前

駐車場所

︵清掃事務所・豊⑩3141︶

回収に出し再資源化欠

駐車時間
３・
・３
０ＳＩ
４・
・０
０
１
４・
・２
０〜１
６・
・０
０
１

Ｏ・
・Ｏ
Ｏ〜１
Ｉ・
・０
０
１

４
︱・
・０
３〜５
１・
・Ｏ
４

岡屋小学校

南部小学校

羽戸山集会所横

うめかき商店
束へ00メ −トル

明星保育園上ル

羽戸山

13⁚30〜14⁚20

13ー30〜14⁚10

福 角

３・
・３
０〜︱
４・
・２
０
１

緑ヶ原蔭田緑地

平盛小学校

西大久保小学校

旦椋公会堂前

西小首中学校北門

南陵第２児童公園

北小倉小学校

汚水処理場横

志津川バス駐車場

万福寺駐車場

木幡公民館前

４・
・４
０〜１
５・
・３
０
１
３・
・３
０〜１
５・
・３
０
１
Ｏ・
・Ｏ
Ｏーー
Ｉ・
・０
０
１
３
︱・
・０
３〜４
１・
・０
０
４・
・２
０〜１
５・
・２
０
１
３・０ ５・０
１・３〜１・３

４・
・０
０１１
５・
・３
０
１

．０
１・
・０
Ｏ〜１
１・
・０
０

西大久保

３・
・３
０〜１
５・
・３
０
１

４
１・０
４ー６
ー・
・０
０

Ｏ・Ｏ Ｉ・０
︱・Ｏ〜１・０

緑ヶ原

大久保小学校

開公民分館前

伊勢田神社

ユニチカ社宅前

南落合12の通り
八木ガレージ

1000〜Ｈ祐 南小倉小学校

５・
・Ｏ
０〜１
６・
・０
Ｏ
１

３・
・３
０〜１
４・
・２
０
１

13⁚30〜15⁚30

５・
・Ｏ
０〜１
６・
・０
０
１

３
︱・
・０
３〜４
１・
・０
３

蔭 山

広 野

開

伊勢田

横 島

南小倉

平 盛

大久保

遊 田

南陵町

北小倉

明星町

志津川

黄 巣

木 幡

岡 屋

東南山

御蔵山小学校

そよかぜ号巡回日程

移動図書館

夏の大掃除
日座
北横島
４・
・０
０．〜
５１
・・
０３
北横島小学校
１
宇治市中央図書館︵電話20１５１１︶

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）

排
： 社会福祉協議会の法律（定員io人）・年
：金･結婚･登記･心配ごとなどの相談日程
ｉや､行政･人権･消費生活･精神薄弱者相談
13時〜15時半、紫ヶ丘町内会主
飼えなくなった犬･猫の引き取り
催)■
●毎週月曜日（宇治保健所= 9時〜10時半）。

●●

相談は無料、秘密は厳守。
10時〜正午、

●●
●●

険の利用のしかたなど、お気軽にご相談く
献血

13時〜15時半)、28日(槙島郵便局前=
10

保健・衛生・相談・移動図書館︵7月分︶

●●

ださい。
●21日(〈株〉関西西友宇治店=
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7月の燃えないゴミ・し尿収集日程表

お願い
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