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編集広報課
傘なご

テレホンサービス

もれなく投票しましょう

十二月四日は宇治市長選挙の投票日です︒この選
挙は︑今後四年間宇治市政を担当する市長を選ぶも
のであり︑私たち市民にとって一番かかわりの深い
選挙です︒候補者の政見や人柄をよく考え︑棄権す

昭和二土︵年に市制聚厠行
した宇治市は︑現在︑人口十七一
万人を超え京都府南部の中核
都市として産業︑経済︑教育︑
文化に着実な前進を続けてい
ます︒
こフした中で行われる今回
の市長選挙は︑第十一代目の

地方自治を発展させ︑住み

市長か選び︑今後四年間の宇
治市政を託す大切な選挙です︒

｀−︱−1

︵笠取第二小学校︶は午後五時
までです︒

投票用紙には︑選挙公報や

投票の注意点

投票所内に掲示してある候補

よいまちづくりを進めるため
には︑なによりも市民の皆さ

者名などか見て︑氏名だけを

選挙管理委員会では︑今

⁝総合福祉会館︑広野公民

前10時〜午後3時▼ところ

館︑木幡公民館▼相談内容

回の市長選挙にあたり︑投

票状況や開票速報などをテ

・：○差別を受けたり︑1亨

に申し出てください︒選挙人

れた場合は︑投票所の受付係

た投票所へ持って行くのを忘

かったり︑紛失されたり︑ま

相談は無料で︑秘密は固

権特設相談所を開設し康ｙ︒

週間行事の一環として︑人

委員協議会と市では︑この

は人権週間︒城南人権擁護

十二月四日から千日まで

まされている○国籍・人種

○騒音・悪臭・ばい煙に悩

老人などが虐待されている

されている○女性・子供・

められたり︑仲間はずれに

ている○児童・牛徒がいじ

ないことか循要されて困っ

がらせをされたり︑義務の

信用を侵された○人にいや

レホンサービスでお知らせ
ｋチ︒

テレホンサービスの内容

は次のとおりです︒

・市長選挙に関する情報＝

12月1日Ａ日

・昼逞報＝12月4日午前

9時15分〜

・開票速報＝12月4日午後

且島分〜

さい︒

名簿に登録されていて︑資格

なお︑投票整理券が届かな

のある人には再発行します︒

などの違いにより不当な扱

いを受けたら離婚・扶養・

相続など家庭のかのごとで

困っている○その外︑借地︑

借家︑交通災害︑︑雇用関係︑

なお︑左表の人権擁護委

金銭問題で困っている︒

員さんの自宅でも相談に応

じていまで︒直接ご連絡く

菟道丸山1の69

んの市政参加が大切です︒そ

五ヶ庄大林43の1 31−8532

前川桂子

の一歩は︑有権者として選挙

広野町寺山53の3 43−2689

藤原了孝

︵企画管理部総務課︶

宇治宇文字11の1221−4611

福島秀次

︵宇治市歴史資料館長︶

講師 辻ミチ子さん

ださい︒

谷口武洽

▼とき・：抑一月8日俐︑午

く守られ康罵

木幡平1117の63 32−6620

投票所

横島町北内53

柴田定治

正確に書いてください︒

熊木治夫

に投票していただぐことから︑

お送りしている投票整理券

の表面に記載してい諌叉投

票所と所在地か薗認してくだ
さい︒

伊勢田町毛語40 41−7260

始まります︒

膜票整理券
有権者の皆さんには︑既に
お送りしてい未了︒堤厨へ
は忘れずに持って行ってくだ

︵同和対策室︶

も早ぐ築良重しよ5︒

差別のない明るい社会を一日

きれいな選挙で明るいまちを

課題です︒

﹃あつき心を学舎に﹄

◆講演

木幡熊小路4の8 31−8，489

北川稔

同和問題の理解を深めるために

井戸田侃

■主催宇治市・宇治市教育委員会

﹃波きらめくとき﹄

◆映画

43−7723

21−3458

十二月四日の投票日には︑
必ず投票しましょう︒
︼㈹漸同回

投票時間
︒午前七時か白千後六時まで
です︒ただし︑第十七投票所
︵笠取小学校︶と第十八投票所

的人権を侵害することにつな

基本的人権を尊重し︑誰もが

おけば目然になぐなる問題で

かってい未了︒

りませんか︒七夕した考え方

府・市など地方息居で同和

︒同和問題は︑同和地区の人

わる課題﹂とし︑その解決を図

問題の解決に向けての取り組

幸せに牛活することのできる

もありません︒基本的人権に

みを進めてきた結果︑生活環

たちだけの関題でも︑放って

かかか︵私たち一人ひとりの

境の改善に一定の成果をゑぽ

が偏見や差別を助長し︑知ら

てきてい康司

ず知らすのラちに他人の基本

ちに対する差別など︑偏見や

これを受けて︑国をはじあ

差別によって基本的人権が侵

しかし︑教育や不安定な就

身近な暮らしの中で互いの

が国の憲法も﹁基本的人権の

ある﹂と規定してい未丁︒わ

労実態など︑多くの課題を残

るための答申を出しました︒

ることなく︑みんなそろって投票しましょう︒

卜12月4日の投票を呼び掛ける大懸垂幕︵市役所玄関横︶

差別のない明るい社会を

宇治市長選挙
12月10日は人権デー

十二月十日は﹁人権デー﹂で

と昨わけ︑同和地区の人た

害されている事例があり康司

してい圭ｙ︒

らの言い伝えや習慣を当然

相談

22−0153

21−4380

羽拍子町22

●とき12月6日（火）
午後1時半〜4時半

電話

投・開票速報

尊重﹂客屡鐘念の一つとし

ちに対する差別は︑同和地区

て掲げ︑私たち一人ひとりが

出身ということべに疵職や結婚
同和問題は

みんなの課題

だと思って︑何の考えもなぐ

12月8日（木）に人権

宇治善法11の5

束重子

●ところ文化センター小ホール

す︒
今年は︑世界人据言が国

人間として︑幸せに生きるた

で重大な社会問題です︒

く人間の尊厳にかかわる深刻

な長差別を受け呑場合が多

めの権利と目由とを零ド保
障しています︒
しぶし︑今日なお︑私たち
の去ぢには︑女性や心身に

対策審議会は﹁同和問題は︑

従っていこうとすることはあ

私たちの牛活の中で︑昔か

人間の自由一と平等に関する問

昭和四十年八月︑国の同和
鮮人をはじめとする外国人に

題であり︑基本的人権にかか

障害か痔つ人︑在日韓国・︲朝

対する差別︑封建時代の身分

あなたの人権

青山一雄

入場無料

際啓羅会で採択されて四十
周年にあたり水子︒差別のな
い︑平和で豊かな社会を築く
ためには︑宣言の狸蓄1た
ちの暮らしの中に生かしてい
かなければなりません︒
世界人権一1爾一条では︒
﹁すべての人間は︑生まれな

制度に驀つく同和地区の人た

927

がらにして自由であり︑かつ︑

人権週間記念講演会

住所

電話23‑9999
みんなで守りましよう

守られていよすか

人権擁護委員さん（敬称略）

テレホンサービス
一人ひとりの人権を

12月4日は投票日
尊厳と権利とについて平等で

人権週閻

氏名

宇治市長選挙
（12月4日〜10日）

・（1988年）＼

昭和6・3年

こご廿−3141

宇治市政ダイヤル慄な20
−0100

発行京都府宇治市
市政情報いつでも24時間

第829号

高医療費市長の指定受ける

国保安定化計画を実施

推進すると共に︑保健予防

〈老健以外分の入院〉（単位：％）

表Ⅳ市国保入院診療費の診療行為別割合

四倍にも増えていまず︒

このことから︑病床数の増

加が必然的に入院診療費の増

加につながり︑入院診療費の

が形作られたといえます︒

入院診療費の

診療行為別割合は

表Ⅳは︑国保入院診旅費に

︿本市入院分の特徴﹀

占める﹁注射﹂や﹁投薬﹂などの

増加が診療費全体を押し上げ

ていることが分かり康呪ま

〈老健分の入院〉

5．818．710．8 2．7 8．3 4．344．35，0100．0

その他 合ｌｔ

処置 手術 人 院 料

琵

0．1
全国平均
6．416．0 8．2 2．7 7．1 4．853．5 1．2100．0
（注ｌ）老健分は国保老健分十ｔ±保老健分（注2）宇治市分は本市入院分の8割ｉｓを占める

傾向かあり康ｙ︒

入院料の割合が小さいという

字ｙ︑それに反比例する形で

と﹁検査﹂の占める割合が大

比べて宇治市入院分は﹁注射﹂

これによると︑全国平均と

ます︒

診療行為別の割合を示してい

0．1 5、714．8Ｓ．53 ． 0

5．9 6．254．7 1 ． 1 100．0

全国平均

合計

その他

処置 手術 人 院 料

928

場から︑皆さんが受けた医療

に要した費用をお知らせする

取り組み﹂であることを基本

康の保持・増進を図るための

め︑﹁必要な医療を保障し︑健

村﹂の指定解除を実現するた

適正化を図り︑﹁高医療費市町

と特徴か痔つ市国保医療費の

本市では︑このよ之債向

くり体験手記﹂か募集します

事業の一つとして﹁健康づく

め︑ヘルスパイオニアタウン

験を広く市民のものにするた

また︑皆さんの健康づく弦体

健辰つくりを手助けし毒ｙ︒

を作成・配布して︒皆さんの

し︑健辰つくりパンフレ″ト

医療費通知の発行回数夕珊や

に︑さまざまな取り組みを強

︵3面に募集要領︶︒

人間ド″ク受診世帯を中心

圀在宅ケアの推進

として︑健夙つくりアドバイ

指導か計画しています︒

スのため︑保健婦による訪問

細書︵レセプト︶ の縦覧点検

社会教育・公民館活動の場で︑

業の一環として︑市民体育・

ヘルスパイオニアタウン事

㈲関連施策の推進

健康は自らが守るという立

②市民・加入者との連携強化

審査機能の強化を求め未了︒

体制を強化し︑国保婆昌の

医療機関からの診療報酬明

剛レセプト内容点検の充実

りです︒

その主なものは︑次のとお

めていくことにしています︒

タウン事業も活用

ヘルスパイオニア

大切な﹁健康づくり﹂

国保運営安定化への取り組み

し手︒

んのご理解とご協力をお願い

運営出来るぷつ︑重ねて皆さ

国保制度が︑ 円滑に安定して

皆さんの健康鴛又夭切な

まず︒

を解決していくことにしてい

定化に向けて︑一つ一つ課題

と密接に連携し︑国保運営安

保運営協議会など関係諸機関

この外︑市議会をはにあ国

し毒ｙ︒

で以上に収納率の向上に努力

療費を確保するため︑これま

われます︒適正かつ必要な医

険料と︑国からの補助金で賄

医療費は皆さんが納める保

剛保険料収納本の向上

と協力か求め未司

の健康を守る立場から︑理解

医療費適正化のため︑市民

㈲医療機関との話し合い

の充実を目指にます︒

体力づくり・健康づくひ行事

ｓ・Ｉｓ●ｓｅｌ11・ｅｌ・︱一・ｅｅ●11●ｅｌ・︱︱●ｅｅＩｅ・●Ｉｓ●Ｉｓ・ｓｅ●11●ｓｓ●Ｉｓ・ｓ11ａｓ●︱︱●Ｉｓ●︱一●ｓｓＩｌｌ・ＩＩ・11・Ｉ

91191ｅｓＩｓゆ・ｓＩ・ｌｅｌｅｅ●ゆ11︲Ｉ・ｌｅ●ｅｅｅｌｌ●ｓＩ●ｌｅ・ｅｌ●︱︱●ｌｅ・11●︱ゆＩｓＩ＠一︱・ｉｌ●ｅゆＩｓｅｌｌｓ●ｅｌ・ＩＩ・︱●一●●ＩＩ●︱●ｅｅ・●一●●︱●●4●●ｅ・●一●・ｅ●●一ｅ●ｅｅ●・一●ｅ●●一●・一●●ｅ一一一●ｌｅ・●一●Ｉｅ・●ｅ●・ｅ

た︑病床数が二千七百床か超

5．419．312．13．9 5．3 7．444．9 1．6100．0

0．1

市民との連携を更に強化
や福祉対策にも積極的に取り

れる一日当たり費用額は︑

︿入院診療費の特徴﹀

向日市

診察 投藁 注射 検査 昆

で以上に医療費適正化対策を

高医療費の現状分析とその適

組み︑﹁高医療費市町村﹂の指

指定される根拠となった市国

平均牽否7上回り︑特に

入院・入院外分ともに全国

八幡市

宇治市

役︶﹂を九月十二日に設置し︑

正化措置等か盛り込んだ﹁安

保医療費の現状と特徴は︑ど

表ｎで国保診療費○内訳を

城陽市

診察 投薬 住射 検在

本市は今年度︑厚生省から﹁高医療費市町村﹂
の指定を受け︑国保医療費の適正化を中心とする

定解除を目指すことになりま
した︒

定化計画﹂を作成し︑実施す

これにより本市は︑これま

ることになったものです︒

えた昭和五

のぷつになっているのでしよ

近隣市と比較すると︑入院分

京都市

0．1

﹁国保事業運営安定化計画﹂を作成し︑実施する

十八年度か

﹁高医療費﹂の現状全国平均を上回る

と国保診療費の推移を表した

も全国平均か王回り︑全体

ら︑入院分

本市の場合︑地域差指数

老人入院分か高い︒

の割合が五割か超えているの

では︑芦岑して入院分の割

は本市だけです︒

合が大命Ｉなったのでしょう

表ＩＩ国保診療費に占める入院割合の近隣5市との比較
−62年度一決算見込み（老健十老健外）一十

割か超えるという現在の傾向

ものです︒これを見ると︑

は︑一・一八八倍と高く︑こ

シか︒

④一人当たり診療費はいずれ

Ｏ次に︑表Ｉ㈲からＩ

（注2）診療ｔ＝入院費用頷十

か全体の五

最近十年間で病床数は約二倍

は︑国が定めた医療費の地域

のままでは国保制度の安定運

かり求1

Ｇ表Ｉ固から︑次のことが分

101．3
110．494．5
113．3
96．0
136．694．598．6
114．796．0
104．4
122．5

増え︑国保全体の診療費は約

的には入院分か高い︒とり

差指数により決定されるもの

営に支障を參たすおそれがあ

（Ｂ）

三倍︑うち入院分に限れば約

わけ老人分において︑入院・

このぷっに︑一人当たり診

で︑災害などによる特別事情

るため︑医療費を適正な状態

103．8
112．893．1
96．2
Ｕ2．2
128．594．8
100．7
112．395．8
105．7
118．7

計

1．55這〈病床数〉
長岡京市

ことになりました︒これは︑今年六月︑国民健康
保険法が改正されたことによる取り組みです︒今

一人当たり診療費
いて︑すべて全国平均以下

療費が全国平均か王回る理由

となっている︒

入院外分とも突出した傾向

②一件当たり日数は︑入院外

と1でば︑一日当た口費用額

①受診率は︑老人入院分か豚

分は全国平均牽上回るが︑

が高いことが考えられ毒了︒

低い受診率と

入院分では全国平均以下︒

高い一日当たり費用額

全般的な傾向﹀

③医療サービスの単価といわ

として指定を受けたのは︑宇

分の医療費か殴いた市町村国

︿市国保医療費の︒

本市が﹁高医療費市町村﹂に

治市參含めて全国で百四土ハ

保給付費︵医療費から目己負

確保する必要があります︒

にすると共に︑保険料収入を

全庁的な取り組み

﹁推進本部﹂を設け

てい毒了︒

の作成と実施が義務付けられ

該当市町村は﹁安定化計画﹂

該当します︒そして︑これら

万一七倍を超えた市町村が

回は︑この安定化計画の内容をお知らせし︑皆さ
んのご理解とご協力をお願いするものです︒

の外に京都市が指定を受けて

求められる
医療費適正化対策
高医療費
とま市町村 ︒ い圭ｙ︒

市町村︵七月三十且Ｗけ︶で

担分か際いた額︶が︑全国の

入院外

入院診療費

す︒内容は︑北海道を中心に

国保加入者の年齢構成を加味

増え続ける

大阪や福岡な老の医療費が高

この﹁高医療費市町村﹂と

，．2．400床‥2．720床・・2．774床ト

い道府県に指定団体が多いの

114．31 13．498．8
138．087．396．7
入院 90．59 8．6
126．198．8
9 9．3
127．9

区分

2．000
表ｍは︑本市における病床数

宇治市

そこで庁内に﹁国保事業運営
安定化推進本部︵本部長＝助

応
）

宇治市

少子∧
3．0002．720床2，761床3．164床

して割り出した基準給付費の

ご利用ください
電子血圧計
市では︑健康で讐殆い

入院外費用額十歯科費用額

入院 102．0
154．51 06．5
125．4

のあるまちづくりを目的と
したヘルスパイオニアタウ
ン事業の一環として︑市役一

（注3）受診率＝件数÷加入者数

入院外112．4
134．31 07．4
120．1

所玄関ロビーと木幡・小倉
の行政サービスコーナーに︑
皆さんが自由に利用出来る

全体
退職者

区分 若人 老人

電子血圧計を設置していま
す︒取り扱いはたいへん簡
単です︒日ごろの健康管理
や健康づくりの参考として︑一

（注ｌ）1人当たり診療費＝受診率×
1件当たり日数×1日当たり費用額

1人当たり診療費

＼

全体
退職者

1件当ｔｏ日数

受診率
ＩＢ当1：1
ｌ件当たり 1日ｓた
費 用 頷 受診率 日 数
費用額
ｌ件当たり
日数
ｌ日当たｉ｝

若人
区分受診率 1件当ｕり日数

受診率
費用額

老人

＼

区分

表Ⅲ市内病床数と市国保入院診療費の推移

が特徴で︑京都府内では本市

今年度に﹁高医療費市町村﹂

107．2
146．21 07．0
122．9
計

大いに利用してください︒一
︻写真は︑市役所玄関ロビ
ーで一

表Ｉ市国保医療費の全国平均との対比−61年度決算一全国平均＝100（Ａ）

保育所の入所申請
入所希望の場合﹀

前川桂子さん▼対象・：市民▼

前に電話か来館で︒おやつ代
五十円か必要︒︵広野公民館︶

妻︒

の資きの貸し付けを行い

にお困りの世帯に﹁くらし

業や病気︑事故などで生活

社会福祉協議会では︑失

冬の貸し付け

くらしの資金

︵小倉公民館︶

4687︶へ電話か来館で︒

申し込み⁝小倉公民館︵豊⑩

供＝小学校4年生上︸学生▼

象：大人⊥ｍ内在住の人︑子

百五十円︑子供百五十円▼対

人︵先着順︶▼材料費：大人二

小倉喜老会々員▼定員⁝各40

て︑し︸のなわづくり▼指導・・・

倉公民館▼内容・：ワラをなっ

〜3時半の2回▼ところ⁝小

9時半〜ｎ時半と午後Ｌ時半

▼とき・：12月26日側︑午前

親子しめなわづくｔ︷教室

三室戸保育園・あさひ保育園
宇治保育所

査員が調査票を回収に伺いま

す︒ご協力をお願いしまず︒

パソコン中級講座

定員・・・20人▼申し込み・：12月

ター▼受講料玉万四千円▼

ころ・：城南地域職業訓練セン

く︶︑午後6時半〜9時▼と

金曜日の14回︵年末年始は除

｀
年2月14日㈹までの毎週火・

▼とき⁝12月20日叫から64

︵住宅課︶

︵保険年金課︶

年金←宇治市役所

○国民年金の老齢・通算老齢

所

合←京都南社会保険事務

口最終が国民年金か共済組

剛最終が厚生年金←②と同

④各制度の加入が混在

属共済組合

③共済組合だけ加入←最終所

務所

年金の種類でちがう年金請求の窓口

年金請求の窓口は︑受ける
年金の種類で異なり毒ｙ︒市
内に在住し次の年金を受ける
人は︑太字の窓口で請求を︒
○老齢基礎年金
①国民年金だけ加入︵厚生年
金や共済組合に加入したこ
とがない︶←宇治市役所

剛厚生年金加入中でない←

②厚生年金だけ加入

京都南社会保険事務所
ぼ厚生年金加入中←事業所
所在地管轄の社会保険事

社会保険相談所

▼とき・ところ・：12月9日
面＝木幡公民館︑23日面＝宇
治公民館︑いずれも午後1時
〜4時︒︵保険年金課︶
住宅需要実態調査
回収にご協力を

｀建設省では︑十二月一日現
在で﹁住宅需要実態調査﹂を
行ってぃまず︒本市でも︑約
七亘戸に対して調査票をお配

15日までに同センター︵曹一面

0780︶へ︒︵交通労政課︶

額以上を返済していること

ている世帯は︑貸付額の半

ロン︑三角きん︑ふきん︑

予防課職員▼持ち物⁝エプ

康管理の話▼講師：雨保健

りしてぃ車か︑近日中に調

︽料理教室︾

▼とき⁝12月9日廊︑午

煎⁝⁝時〜午後2時▼ところ

・：総合福祉会館▼対象⁝難

聴者▼内容・：鶏肉のロース

が必要です︶▼申し込み・：

米一合▼参加費⁝材料費五

蒸しと子芋の煮物ほか︒健

地区担当の民生委員に相談

百円▼申し込み締め切り・：

総合福祉会館▽対象・：うつ

後Ｌ時半〜4時▽ところ・：

▽とき⁝12月10日出︑午

12月5日囲︒

の上︑12月17日出までに申
込書に住首蜃本を添えて︑
社命罪協議会へ︒
在宅障害者

申し込みは︑いずれも社

⁝材料費三百円▽申し込み

ゑこん作りから︶▽参加費

▽内容⁝なべやさ7どん︵

ティーサービス

会福祉協議会︵容⑩565

締め切り⁝12月6日叫︒

あ者▽指導⁝江崎美子さん

返済は4ヵ月部喬きの20

7︶へ︒

Ｏ︒ファックスＳ⑩085

付け条件・：無利子・無担保︒

以内︵夏・冬合計︶▼貸し

▼貸付金額・：年間10万円

○受付時間は、いずれも午前10時〜午後4時です
回月賦▼対象・南和63年12

募集 募集 募集 募集

▼資格・・・市内に在住︑在

︽応募要領︾

⁝400字詰原稿用紙3枚以上

・勤︑在学の人▼作品の規定

10枚以内の未発表の作品▼
応募⁝別紙に住所︑氏名︑

年齢︑性別︑電話番号︑勤

務先または学校名か書いて

同封してください▼締め切

り⁝昭和64年1月31日︵当

日消印有効︶▼送付先⁝〒

611宇治市宇治琵琶33︑宇治
市役所保険年金課﹁健辰つ

ヘルスパイオニアタウンづ

健康で讐荼いのあ石街・

円旅行クーポン券▼選考発

行クーポン券︑3等上一万

Ｉポン券︑2等三一万円旅

賞品・：←了五万円旅行ク

く肛体験手記﹂募集係へ▼

くりをめざしている市では︒

なお︑応募作品は返却し

ません︒著作権は本市に帰

表・：市政だより紙上で︒

属し未了︒︵保険年金課︶

﹁健辰つくり﹂に努める皆

募集し未了︒多数のご応募

ンな芦矛使用︶▼資格・：市

色鉛筆・クレパスークレヨ

化な熟矛夭切に守り︑生か

名︑年齢︑性別を記載した

▼応募⁝いずれも住所︑氏

応募票を同封してください

内に在住︑在勤︑在学の人

の創造﹂をテーマに︑宇治

▼締め切り・：昭和64年1月

しながら︑いつまでも住み

市地域型優良住宅︵ＨＯＰ

611宇治市宇治琵琶33︑宇治
市役所住宅課へ▼入選発表

31日︵必着︶▼送付先・・・〒

まちづくり政策か罹進して

入賞者に直接連絡し濠ｙ︒

だよりで発表すると丑ハに︑

・：64年3月21日発行の市政

各部門共︑入賞︱点︑佳作

に使用し栄す︒

︵住宅課︶

属し︑市の主催する催し物

ません︒著作権は本市に帰

なお︑応募誓四返却し

記念品などを贈呈︒

数点とし︑それぞれ賞状と

して︑次の要領で作文と絵

⁝四つ切り画用紙︵水彩・

稿用紙5枚以内▼絵画の部

だな▼作文の部⁝400字詰原

みたいな︑こんな家が素敵

▼テーマ・：こんな家に住

︵募集要領︶

募ぐださい︒

画を募集します︒多数ご応

これらを推進する一環と

いくことにしています︒

に根差した総合的な住宅・

の発意と創意による︑地域

Ｅ住宅︶制度を順定︒地域

たい︑住み続けられるまち

市では﹁自然・歴史・文

作文・絵画を募集

ＨＯＰＥ住宅
﹁いえ﹂をテーマに

をお待ちしてい車ｙ︒

さんの︑貴重な体験手記を

私の健康づくり
体験手記を募集

．︿引き続き

︱−−−−−−

込み・：19一月1日㈹︑午前9時
から直接黄壁体育館内︑轍市

︵黄聚体育館︶

公園公社︵豊⑩4001︶へ︒︒

記念日と生活講座

▼とき・：12月5日㈲︑午前
10時〜正午▼ところ⁝広野公
民館▼テー了人権デー︵12

参加・・・当日直接会場へ︒保育

いずみ保育園いずみ保育園・横島保育所・
月1日現在︑市内に6ヵ月

￢ヘルスパイオニアタウンー

昭和六十四年度も引き続い
て入所をご希望の人は︑入所
申請書と保育出来ない旨の証
明書などを十二月五日囲から

保育所︵園︶へ提出してぐださ

十日出までに︑現在入所中の

後五時まで︑保育課で受け付
い︒

人は︑十二月二十七日㈹の午

12月6日から受け付け
たは︑福祉事務所保育課でお
けます︒

へ申し込みを︒︵保育課︶

お知らせ
トレーニング機器

黄葉体育館にあるトレーニ

月10日︶にちなんでＩ暮らし

実技講習会

ング機器を︑正しぐ安全に使

3時と午後6時の2回▼とこ

あり書了︒ご希望の人は広野

って▼講師：人権擁護委員・

の中での身近な差別にかかわ

る・：黄槃体育館▼対象⁝15歳

公民館︵ａ⑩7450︶へ事

▼とき・：12月10日出︑午後

②坊の講習会を行い圭ｙ︒

着順︶▼受講料⁝千円▼申し

以上の人▼定員⁝各30人︵先

ひいらぎ保育園・広野保育所
小倉双葉園保育所
128困

申込用紙は各保育所︵園︶ま

渡しし毒司申請には︑母親

荷駅←稲荷山←将軍塚←円山

に参加費を添えて﹁〒611宇治
市五ケ庄三番割︑剛宇治市体
育協会・第6回宇治川マラソ

・：64年士月14日出︵当日消印

ン大会事務局﹂へ▼締め切り
センター前▼種目⁝右表▼参

905︶へ︒

マラソン大会事務局︵容⑩1

有効︶▼問い合わせ・・・宇治川

高校生千五百円︑中学生八百

人▼参加費土般二千五百円︑

127團

所申請を次の要領で受け付け
ます︒
︱︱︱−︱︱︱

の在職証明書など保育出来な

公園←高台寺解散の約11 Ａ▼

申し込み受け付け

産休明け・昼間里親保育も

に出生届け出がされた乳児に

昭和六十四年二月二日まで

なお︑やむを得ない事情で
ついても︑保育の申し込みが

行います︒

右下表の日程で集中受付を

︿入所受付日と場所﹀

めに用意してください︒

い旨の証明書が必要です︒早

︿申し込みが出来る人﹀
昭態♀四年四月一日現在
で︑生後六ヵ月以上六歳未満
の乳幼児で︑母親が家庭や外
で仕事をしていたり︑病気な
どで保育が出来ない場合に限
ります︒
指定日に申し込みが出来ない
出来季ｙ︒産休明け保育を実
施している保育所︵園︶は︑北
木幡・善法・宇治・横島・北
小倉・小倉双葉園・大久保保
青所ど︑なかよし・明星・あ
さひ・くりくま保育園の十一
ヵ所︵園︶です︒
また︑個人の家庭で保育す
る昼間里親制度の利用者も募
集し示ｙ︒
これらの制度の利用を希望
する人は︑十二月六日㈹から

者など▼定員・：40人︵先着順︶

12．6
肉

Ｈ 一般ぐ高校生以上）女子

六十四年二月二日南の午後五

▼講師⁝卸日本体育協会公認

準備品⁝昼食︑雨具︑水筒な

大久保保育所・同胞保育園
くりくま保育園

一般（高校生以上）女子

時までに︑福祉事務所保育課

体力テスト指導員︑梅垣誠さ

ど︒交通費は各自負担▼問い

くりくま保育園

Ｊ

−

ん▼参加料・：千七百五十円︵

合わせ・未村長次さん︵豊⑤

人︵先着順︶▼参加料・・・五百

民館▼対象・定員・：親子で60

3時〜6時▼ところ・：中央公

▼とき・・・19一月18日面︑午後

親子で楽しい一日を︒

親子クリスマス会

3633︶へ︒

テキスト代七百五十円︑認定
料千円︿ただし認定保留者に
は認定料を返却﹀︶▼申し込み
・：所定の用紙で12月10日出ま

︵〒611宇治琵琶45︶へ︒

でに市教育委員会市民体育課

市民歩こう会

▼とき・：12月Ｈ日間︑午前

伊勢田保育園・西小介保育所
北小倉保育所・南浦保育園

一般（高校生以上）男子

︿申込用紙と必要書類﹀

体力テスト判定員
養成講習会

日本体育協会公認の体力テ

北 木 幡 保 育 所 一 木 幡 保 育 所 ・ 明 星 保育園

円▼申し込み・・・所定の申込書

10ｋｍの部

三室戸保育園

お知らせ

のぼり保育園 の ぽ り 保 育 園 ・ な か よ し 保 育 園

Ｇ 一般（高校生以上）男子
加資格・・・中学生以上で健康な

8時半〜9時︑太陽が丘公園

雨天決行︶▼受け付け・：午前

▼とき・・・64年2月26日間︵

ラソン大合の参加者か募集

−−111111111

皇子︒

参加者を募集

・

円︵ケーキークラフト代︶︑当

Ｂ 中学生女子
日徴収▼受け付け⁝電話で市

Ａ 中学生男子

8時半︑京阪宇治駅前隻二

宇治川マラソン大会の種目表

小倉双葉園保育所

社協の

対象保育所（園〉
受付場所

壮年（35歳以上）女子

この欄に掲載するお子さん（62

保育所入所申請の集中受付日程表

壮年（ｗ歳以上）男子

Ｆ

年12・月生まれ）を募集していますら
広報課へご連絡ください。

月日

Ｅ

さおりちゃんは動物が大好き。

西小倉保育所

Ｉ

20ｋｎｉの部

種目
距離 記号

やさしい女の子に育ってね。

雨天の場合は12月18日㈲︶▼

1

スト判定員を養成する講座で

1

す︒

1

民体育課︵容⑩3141︶へ︒・

1

コース・：京阪宇治駅←伏見稲

1

第6回宇治川マラソン大会

1

昭和六十四年二月二土︿日一に開かれる﹁笙ハ回宇治川マ

1

せ

▼とき・・・1211：＾1日旧︑午前
9時半1午後ｔ時▼ところ・・・
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市役所市民相談室で、消費苦情相談は商
工観光課で、教育相談は教育委員会で、
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●青少年相談（9・日、市民会館13時〜16時）。●京都府交通事故相談（7日、21日、京都府宇治地方振興局ａ＠2049、9時〜16時）。交通事故の法律問題、示談のしかた、賠償
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