人間は一人ひとり︑かけがえのない生命

の尊さを持っています︒お互いに人間とし

て人格を尊重され︑幸せに生きていくため

に︒さまざまな権利が基本的人権として保

しかし︑私たちのまわりには︑基本的人権

障されています︒

が侵害されている事例が多く見られます︒

とりわけ︑同和地区の人たちに対する偏見

や差別による人権侵害は︑今なお深刻で重

昭和六十三年十二月十一日朝︑市内の私

大な社会問題です︒

鉄駅のプラットホームの駅名表示板に﹁差

別落書き﹂が発見されました︒これは︑人

間の尊厳上許すことのできない同和地区の

このような落書きは︑結婚や交際などに

人たちに対する重大な人権侵害事象です︒

際し起こっている部落差別と同じく︑私た

ちの社会に根強く残っている不合理な差別

意識があらわれたものであり︑同和地区の

Ｚ

･¶

I

●I

＿

Jd

うと共に︑いろんな体験をし

同和問題を一人ひとりのものに

課

発行

京都府宇治市

テレホンサービス

編集

広

報

第6回 消費生活展を開催

今回の消費牛居展では︑食

ていただきます︒お誘い合わ

而ニー−￢

午前10時〜午後４時
２月４日︵土︶・５日︵日︶

宇治市産業会館で

第六回宇治市消費生活展は︑二月四日出・五日剛の二日間︑午前十昨から午後四時まで︑

宇治市産業会館で開催︒今回のテーマは﹁あすの暮らしはわたしの手でＩ見直そう暮らし

を／・﹂︒大切な生命を守り︑安心できる暮らしを築くため︑便利さの中で大切なものを見失

牛活と健康のかかわり︑環境︑

せのうえご来場ください︒

入場無料
︲

人たちの心を深く傷つけ︑差別をあおるも

同和地区は︑江戸時代の身分制度がつく

のです︒

りだしたものとされています︒このように

封建時代の支配者によって確立された身分

制度に由来する差別によって︒いまだに同

和地区の人たちの人権が侵されていること

﹁人権を大切にする﹂を基本に︑同和問題

は︑許されないことです︒

を自らの課題として︑その解決に私たち一

.ご

１
／
２

経済︑住居など日々考えさせ

体験コーナー

▼消費生活モニターの試買調

売トラブルの相談

やサービスの苦情・訪問販

▼消費牛活相談員による商品

▼暮らしに役立つ情報を提供

コーナー

生活情報

▼おいしい宇治茶

午後二時︶

▼おもちつき︵午前十一時と

↓112:

お問い合わせは商工観光課
︵萱⑩3141︶へ︒

▼起震車体験
を
………=にとj=
=ｿﾞ

られている問題について︑調

▼ヵ ・︲テンが買い物袋に

＊即売コーナー

▼和服のリフォームなど

だ
卜

査結果の発表や問題提起を行

催しのご案内

＊環境・経済︒
住居コーナー
▼水の問題について︵人形劇︶
▼原発は・：

十時から︵数に限収あり︶

▼新鮮野菜︑花の即売⁝午前

▼捨てる前に考えぶコが⁚

コーナー

＊リサイクル

▼税金問題
▼廃油から石けん作り
▼子供の消費牛活アンケート
▼身近な薬草︑輸入食品−そ
れでもあなたは食べ未了か︑

▼
。

で
∧t^

れ
ﾚ'/JJ＊

査の結果発表

m

:f;

＊実演コーナー
▼牛乳でつくる甘酒

ノコV,v☆き

j

食事診断︵塩分査定と助言︶
電子レンジ料理の試食など

コーナー

S･4'｀･丿'･¶･
yﾉ
ﾕヽで

︵同和対策室︶

人ひとりが取り組むことが大切です︒

]ぐ･11,こ:1 j
. .

＊手づくり作品

▼米袋がバ″グに変身

木

わないよう︑自分自身の暮らしを見直してみませんか︒入場は無料です︒

思いがする︒池本市長の補
佐役として︑前期に増して
全力を傾注したい﹂とあい

石井助役の主な経歴 大

さつしました︒

衛生部公害対策室長︑東京

Ｈ

場
i在図

産業会1

１

石井助役を
三たび選任

正十四年十月生書れ︑昭和

事務所長︑府議企﹈事務局長

二十年海軍兵学校卒︑二十

助役に選任する議案が同意

議決後︑石井助役は議場

などを歴任︑五土八年一月

二年京都府勤務︑南府税事

で﹁宇治新時代に向けて積

から宇治市助役︒南陵町一

されました︒石井助役の就

極的に施策夕展開していか

丁目一番地二二二に在住︒

務所長︑総務部税務課長︑

なければならない今︑責任

任は三期目︑任期は四年問

一月十七日に開かれた市

の重大さに身の引き締まる

Ｉ

至小倉

幡
I

≫

七
戸

です︒

議会十二月定例会で︑石井

949

常夫助役︵六三︶を引き続き

４

=ぷI

ら

Ｉ

1じ
｜

為「
i

あすの暮らしはわたしの手
で
見直そう暮らしを
12月議会

己二言淵

平成元年
(1989年)

宇治市政ダイヤル
,、20−0100
慄t

傘乱屋昌

rli政愉報いつでも24時問

第835号
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住民税・所得税の申告

正しく、お早めに

２月16日から受け付け
今年も住民税と所得税の申告時期になりました︒税

健民税の申告
出張受け付けの
ご利用を

すので︑お近ぐの会場をご

各所で出張受け付けをしま

また︑左表のとおり市内

民税課窓口で平日は午後五

利用ください︒︵市民税課︶

里硝間中は︑市役所市

時まで︑土曜日は正午まで

告

一年間の所得と税額夕梁一しぐ

円箆四える人Ｏ給与を二力

以外の所得の合計が二十万

える人Ｏ給与所得や退職金

与の年収が千五百万円か超

②サラリーマンの場合はＯ給

除の合計額夕越える場合︒

所得税の申
正しい申告と納税を

計算して申告し納税する︑申

所以上からもらっている人︒

所得税は︑納税者が自分で

確定申告をしなければなら

確定申告をずる必要がない

得税が還付される場合

確定申告をすると所

ｔ蝸税制度夕採用していまで

ないのに期限までに申告をし
なかったり︑間違った申告を

人でも︑次のよシな場合は源

したりすると︑後で不足の税
金夕納めるだけでなぐ︑加算

里ほ︑二月土八日以前でも

﹄

土曜日はできません
公金の支払い

金融機関では︑今月から

宇治市学校給食合一では︑

給食に必要な物資︵年間百

八土︿日︑一日約一万五千

四百食分︶を︑登録業者制

による品目別入札法で購入

登録を希四手る業者は︑

しています︒

二月一日から二十日までの

間に︑市教育委員会の学校

給食会事務局まで︑所定の

申請書に関係書類を添付し

なお︑登録出来るのは次

て申し込んでぐださい︒

の項目に該当する業者です︒

に営業所があること︒

①市内または京阪神地域内

札参加資格審査申請書﹂の

どについての﹁指名競争入

タント業務︑物品の購入な

工事︑測量︑設計コンサル

平成元年度に発注する建設

城南衛生管理鰻弓は︑

支払いは行いませんので︑

︵会計課︶

あしからすご了承ください︒

︵学校教育課︶

を︒ ︵城南衛生管理組合︶

171︶までお問い合わせ

用度管理係︵ａ０７５剛5

詳Ｌとは︑同組合総務課

二十八日まで行い未了︒

受け付けを︑︒二月一日から

﹃指名願い﹄の受け付け

と︒

づく事項を満たしているこ

者登録に関する要綱﹂に基

会﹁学校給食用物資納入業

その他︒宇治市学校給食

︵五校以占︒

に物資政

⑤指定の期日︑時刻︑場所

していること︒

④引声続いて二年以上営業

と︒

③常時営業夕続けているこ

こと︒

相当額の販売実績がある

②相当な資本で経営され︑

り・り・り．り ︲９・を Ｑ・り・り・ら り・昏・Ｑ・ら・Ｑ．り・り・Ｑ・り Ｑ

一 市役所でも︑土曜日の公金

になりました︒このため︑

無旱虚日は休業すること
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城南衛生管理組合

２月１日〜20日

翼け付けを行いまず︒

課税されることになりまし
た︒
▽特別控除後の譲渡益四千

税や延滞税も納めなけれぱな

で取得した場合②病気︑けが

①マイホームをローンなど

れることがあり毒ｙ︒

泉徴収された所得税が還付さ
なお︑確定申告による所得

らないことになり未了︒

税の納期限は︑申告期限と同
じ三月十五日です︒

などで多額の医療費を支払っ

場合④昨年の中途で退職し︑

た場合③災害︑盗難にあった

再就職していない場合なぺ

確定申告が必要な場合

産収入がある場合︑土地や

①事業収入がある場合︑不動

受け付けてい未了︒手続きは

なお︑還付を膏けるための
昭和六十三年中の所得の合

お早めに︒

建物金匹った場合などで︑

計額が基礎控除や配偶者控

︵宇治税務署︶
除︑扶養控除などの所得控

納入業者の登録申請

金は︑豊かなまちづくりのための貴重な財源であり︑正

熟蚕痔参してぐださい︒

証明書︑医療費の領収書な

②生命保険料の課税所得控除

熟夢添付してください︒
③扶養配偶者やその他の扶養
親族がある場合は︑漏れな
く記入してぐださい︒また︑
配偶者特別控除を営ける場

申告書なμほ︑市役所市民税

合は︑必ず配偶者の所得額
も記入してください︒

︵市民税課︶

課︵ａ⑩3141︶までご請求
ください︒

詳に︸ぐは︑申告書及び申告
書の書き万をご覧ぐださい︒

めに土地などを譲渡した場
合の長期譲渡所得の税率が︑
一律四％に引き下げられま
した︒︵現行▽特別控除後の
譲渡益四千万円以下の部分
⁝四％▽同じぐ四％を超え
る部分・：五％︶

適用を受ける人で︑一部計

⑦その他︑みなし法人課税の

算方法が奪幻る場合があり
まず︒
なお︑昭和六十三年十二月
の地方税法改正に伴い︑今後
必要な市税条例の改正を予定
してい季ｙ︒詳に︸ぐは︑市民

は午後３時まで）。

税課︶
問い合わせ︵市民納
税課電話223141

学校給食物資

しい申告と納税は健全な市民社会のルールです︒申告

支払い報告書または公的年

部分⁝三・四％

▽同じぐ四千万円を超える

％

万円以下の部分・：二・七

後1〜4時（ただし、太陽神戸銀行
税課にお問い合わせください︒

中央公民館

めに済ませましょう︒申告期間は︑二月十六日から三

金等支払い報告書が提出さ

ぶＩＪﾇ.一一kz‑・入。4.7T4ｱ.‑1ﾀﾌﾞｰ

⑥優良住宅地の造既なとのだ

公
公

期限間近になると︑窓口が大変混雑します︒申告は早

月十五日です︒

②給与所得者または年金所得

署に提出する人︒

①所得税の確定申告書を税務

申告の必要がない人

住民税の申告
申告の必要な人

で宇治市内に住所を有した

①昭和六十四年一月一日現在

人︒

または家屋のあ今人︒

れている人︵年末調整済み

者で︑勤務先な農民羅与

なお︑所得がなかったり︑

の人︶︒ただし︑給与または

②宇治市内に事務所︑事業所

少ないな とで非課税の対象に

年金以外の所得がある場合

今年度から適用される
住民税の改正点
などの合計額が給与所得控

申告時の注意点

れました︒

二十四万円︶に引章よげら

控除額が四十八万円︵ｍ符

④六十五歳以上の人の老年者

除が創設されました︒

ことになり︑公的年金等控

行給与所得︶に区分される

③公的年金収入が雑所得︵現

した︒

五万円︶に引啓ふＺ元ま

︵定額基準︶が十万円︵穫打

②医療費控除の足切り限度額

除額を超える場合︑その超

なる人でも︑児童手当や福祉

紫ヶ丘公民分館
六地蔵 公会堂

平成元年度分の住民税から

関係︑国民健康保険関係︑所

太陽神戸銀行宇治支店

3／l相

適用される主な改正点は次の

や︑年末調整分以外の控除

2 /28(火
過額も控除出来ることにな

得証明書などの基礎資料とな

束宇治消防分署
西大久保集会所

りました︒

を受ける場合などは︑申告

民
会

2 /27()1)

とおりです︒

りますので︑必ず申告してく

分
会所 館

野
椋

①給与所得者の特定支出額の

が必要です︒

公
民
小介集

広
旦

①昭和六十三年中の収入金額

ださい︒申告の必要な人が申
告をしていないと︑後日これ

開
西

2 /23村

市税の納付は便利な口座振替で

主催…宇治税務署]

伏旧言用金庫六地蔵支店
伊勢田公民分館

2 /22水
用資産を譲渡した場合には︑

(文化センター内)

2 /21火

民
民
公
公

⑤所有期間十年を超える居住

午後1時半〜４時

館
堂

木
小

一定の居住用資産に係る買

2月9日(木)

住民税申告の出張受け付け日程表
い替えの特例の適用を受け

確定申告説明会

※時間はいずれも午前io時〜正午と午
ｎ↓ｎｎ，・

館
館

2 /2(X月)

幡
倉

場
会
日
月

るもの嚢ぼき︑次の税率で

所得税

らの証明書が発行出来ません
のでご注意ぐださい︒

ｒア゛″

控除が創設され︑一定の要

大きく生かされています。

や必要経費が分かる書類︑

(昨年８月に完成した黄築公園体育館)

：

ゝ

件か昌たす通勤費︑研修費

lﾐｰ‑.･‑‑･･‑･‑‑‑･

源泉徴収票︑収入証明書な

税金は暮らしの周辺整備やまちづくりに

950

宇治公民館では︑﹁二十世
紀衆心豊かな情操性のある明

マに︑古典文学講座を開講し

日を生きぬくために﹂をテー

清少納言︑井原西鶴︑松尾

ます︒

▼定員・・・親子25組︵先着順︶▼
おやつ代・・・二百円▼申し込み

へ麗話で︒ ︵中央公民館︶

・・・２月２日吻から中央公民館

天体写真展の
作品を募集中

き︑親子で星と語らってみま

か直接来館で︒︵中央公民館︶

みそづくり
講習会
無添加・ 低塩分のみそをこ
うじづくりから学び毒す︒み

らせ

お知
育成学級の
アルバイト募集
教育委員会では︑育成学級
のアルバイト指導員を募集︒

価格状況

▼応募資格・：昭和24年４月
２日以降に出生の女子︒市内
在住で高校卒業程度の学力を

意のある人▼採用⁝応募者を

有し︑健康で児童の育成に熱

登録者名簿︵有効期限平成２
年３月31日︶に登録し︑欠員

社会見学会

友達と一緒にエレクトロニ

クスの世界で遊びませんか︒

▼とき・：２月12日間︑午前

９時〜午後４時半▼ところ⁝

パナソニ″クスクエアと大阪

城▼対象・：市内在住の小・中・

高生︵小３以下は保護者同伴︶

▼定員・：25人︵先谷順︶▼参加

費・：小・中学生は百五十円︑高

校生・大人は六百円▼準備品

⁝弁当︑水筒など▼申し込み・

問い合わせ・：大久保青少年セ

か直接来館で︒

ンタよ容・㈲7447︶へ電話

１１︶へ︒ ︵歴史資料館︶

戦傷病者乗車券

引換証の交付

平成元年度分の戦傷病者乗

車券引換証の交鑓栞夕受け

付けまず︒戦傷病者の認定を

受けている人で︑交付をご希

体障害者手帳をお持ちの人は

望の人は︑戦傷病者手帳︵身

その手帳も併せて︶と印鑑を

持って︑福祉事務所社会課へ

社会保険相談

お越？ださい︒︵社会課︶

お気軽にお越Ｌりください︒

人▼受講料・・・一万二千円︒

午後６時半〜９時▼定員・：20

▼と亭・・２月17日出〜３月

31日倒の火・金曜日︵全12回︶︑

︿パソコン上級講座﹀

▼受講料二万四千円︒

前９時半〜正午▼定員・：20人

▼とき⁝２月26日間〜５月

28日間の日・曜日︵全14回︶︑午

︿パソコン初級講座﹀

▼受講料土︵千円︒

前９時半〜正午▼定員・・・10人

２日面の日曜日︵全６回︶︑午

▼とき⁝２月26日面〜４月

︿ワープロ中級講座﹀

▼受講料上︵千円︒

後１時〜３時半▼定員⁝20人

洗.IT代

ワ･(^ャツ
自の几そで

芭蕉の周辺を探り︑それぞれ

せんか︒参加をお待ちしてい

吸つくりを通して家庭の食生

▼内容・とき⁝︿こラじづ

活を考えてみましょう︒

くり﹀＝２月15日困︑午後１
時半〜４時︒︿み弐つくりて
２月17日出︑午前10時Ｉ正午︒
準備として︑２月14日午後・
穏星に前・16日午前か午後の
いずれか１回︑作業の分担が
あります▼ところ⁝木幡公民
館▼講師・：牛活改善グループ・

▼とき・：２月10日㈹︑午後

今月はＩヵ所だけです︒

１時〜４時▼ところ⁝木幡公

民館▼内容⁝年金や健康保険

定期演奏会

の仕組みなど︒︵保険年金課︶

1斤
(許通ilu
又ライスしf:もの)

中央公民館では︑三月二十
四日出から四月九日㈲までの
呑休み期間中︑﹁天体写真展﹂
を開催︒そこで展示する写真
を︑広く市民の皆さんから募
集してい未了︒

▼応募締め切り⁝３月15日

まず︒

着順︶▼持ち物・：筆記具︑懐

︵大久保青少年センター︶

第10回歴史サロン

今回の歴史サロンは︑二子

塚古墳の発掘調査の概要と南

山城におけるその位置付けに

で問題提起・・・﹁今︑私がたおれ

152 ▲ . 1 ． 2 ▲5.{￨ 170 135
147 2.11 4..'!
2I≫ 110

ft '‑ン

の作品から︑その時代に生き
た人びとの様子・考え方に迫
っていき毒了︒そして︑現代
社会において︑情操性のある

親と子の
あそびの教室
ハレーすい星︑日食︑火星
の大接近な芦近年の天体ショ

團▼５募方法・・・住所︑氏名︑

・▼とき・：２月18日出︑午後

中電灯︵小型︶︑あれば双眼鏡

が生にた時︑必要に応じて選
考か行い︑雇用し禾す▼申し

村田叔子さん▼対象・・・市内在
住で準備にも参加出来る人▼

込み⁝市販の履歴書に必要事
項を記入し︑写真をはって︑
２月８日困までに社会教育課
︵豊⑩3141︶へ︒

▼とき⁝２月11日向︑午後

６時半開演▼ところ・：文化セ

ンター小ホール▼入場料・：無

ァミリー︒ ︵社会教育課︶

料▼主催⁝京祁コンサートフ

女性の老後︵明日︶を

語 る 集 い

▼とき⁝２月16日俐︑午後

１時15分〜４時半▼ところ

Ｍサイズノヽック人
卵lO個
150 ▲19.H ３．４198 120
日清サうダ油
ポリ容ii;10圀K
477 1.7 1．7558 2W
しよう油キ・コー‑マン浪川
ポリ竹む人1 I
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・：文化心一館小ホール▼内容・・・

鴫

たら﹂０ 講演・・・﹁女性の辺年″
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とは﹂ａフリーライター・沖藤

▼とき⁝２月26日間〜４月

２日㈲の日曜日︵全６回︶︑午

︿ワープロ初級講座﹀
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し込みは︑いずれも２月10日

吻までに同センター︵豊㈲0

インスタント
コーヒー

明日かどのぷつに過ごしてい
くかなどについて︑一緒に学

親と子が共に活動するって
芦んな事？親子で遊びながら︑

ですが︑夜空舎兄上げるとオ

ーや二月二十日夜の皆既月食︑
星座︑星夜など︑今まで撮っ

考え︑学んでみませんか︒
▼日程・内容・：右下表のと

リオンやすばる︑木星など寒

電話番号︑タイトル︑大きさ︑

１時〜８時▼ところ・：中央公

中央公民館では︑﹁冬の星

※時間はいずれも午前i時〜正午っ
定員・・・15人︵先着順︶▼持参品
⁝筆記用具︑エプロン▼材料
費：八百円▼申し込み⁝木幡

ついて︑スライドな芦矛混じ

ぇながらお話ししホフ︒

また︑﹁どｙして建物の跡

が分かるの﹂︑﹁ど夕して年代

も分かるの﹂といった疑問に

も分かりやすく説明し禾ｙ︒

お気軽にご参加ください︒

Ｊ考古学って何？乞い.ｒv＜も

▼＼m⁝２月23日俐︑午後

▼テーマ・：﹁二子塚古墳と南

２時〜▼ところ⁝中央公民館

山城の古墳﹂▼講師・：市教育

委員会文化財調査員・猿向敏

一さん▼入場・・・無料▼問い合
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︵社会教育課︶
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習しませんか︒
▼日程・内容・・・左下表のと
おり︵全３回︶▼ところ・：宇治
公民館▼対乖：市内在住の人

衰怠れる程の美しい星が輝

点数を明記の上︑中央公民館

ネタリウムによる天体のはな

へ郵送か直接持参ください︒

ヂ︒お

し︒皆既月食とやさしい星座
写真の撮り方▼対象⁝市内在
住の小学校４年生〜中学生と

座と月︑木星︑火星と星団︑

▼講師・・・明星天文館々長・江

その親▼定員・・・親子50組︵先

星雲︑二重星﹂をテーマに親

上賢三さん▼申し込み・：２月

︵市民体育課︶

２月10日倒締

子天文教室を開きホｙ︒

め切り︒

８７２︶へ︒

２日俐か吊央公民館へ電話

１１⁚・高齢者森林浴の会事務
局・今西圭子さん︵豊⑩０

し︑〒Ⅲ広野町一里山21の

名︑年齢'Ｐ.話番号忿明記

︿Ｂせ・・・はがきに住所︑氏

を含む︶▼申し込み・問い

険︑旅費︑宿泊費︑食料費

加費二万七千円︵傷害保

▼定員・：50人︵先着順︶▼参

対象・・・55歳以上の健康な人

中で健康と仲閲つくり﹂▼

レ付き︶ｙテー了・﹁自然の

泊はバンガロー︑暖房トイ

滋賀県朽木村朝日の森︵宿

日㈲︵Ｌ泊２日︶▼ところ⁝

▼とき・：４月22日出123

二月は一年中で一希寒い時

冬の親子天文教室

︵中央公民館︶

気軽にご連絡欠

い合わせも驀に付け

民館▼内容⁝天体観望とプラ

〜生活の中にレクリエーションを〜 松村登美子さん

なお︑天体写真に関する問

いてい未了︒冬の夜のひごと

たもの︑これか振害もの︑

ツプなど▼参加費：八百円
▼持参品・：体育館シューズ
かゴム底のシューズ▼申し
込み・：当日︑直接会場へ▼
問いふおせ・：岡村赤方さん
︵豊⑩4343︶へ▼主催・：
宇治フォークダンス同好会︒
︵市民体育課︶
高齢者森林浴
森や林の中で山菜か摘み
野点︵のぢし︶や山菜料理を
楽しみながら︑世代か超え
て人と自然のふれ合いを深
めてみませんか︒健康増進

ん︒奮ってご応募ぐださい︒

自分の作品であれば構いませ

親と子のあそびの教室の日程表

おり︵全４回︶▼ところ・・・中央
公民館▼対象⁝市内在住の２

▼定員・・ヽ40人︵先着順︶▼申し
込み・・・宇治公民館へ電話か直

宇,f;ふ9史≪ll総長

歳から就学前の幼児とその親

古典文学講座の日程と内容表

接来館で︒ ︵宇治公民館︶

お知らせ

▼とき・：２月５日㈲︑午

初心者講習会

フォークダンス

︵市民体育課︶

へ▼主催・・・宇治市歩こう会︒

村長次さん︵豊＠3633︶

各自負担▼問い合わせ・・・木

市民体育の
市民歩こう会
▼とき・：２月1CVJ日㈲︑午
前８時半に京阪宇治駅前渠
合︒雨天の場合は２月19日
㈲▼コース・・・京阪宇治駅←
八幡駅←石清水八幡宮←一
休寺←近鉄田辺駅前で解散

前10時〜正午▼ところ・・・宇

にも役立ちます︒

951

受講生を募集

の約11ｔ▼準咎Ｔ昼食︑

治公民館▼内容・・・基本ステ
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年2月生まれ)を募集しています。
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三種混合予防接種

二月三日から三月にかけて
った児童は︑保護者同伴でお

なお︑学校で接種できなか

２月３日から10会場で

市内十会場で︑三種混合予防
越しぐださい︒また︑百日せ

未満の幼児で︑まだ接種して

きにかかったり︑４歳〜６歳

接種︵百日せき・ジフテリア・

白程・会場など詳しぐは︑
いない人には二種混合︵ジフ

遊 田

南陵町

北小倉

御蔵山

六地蔵

木 幡

岡 屋

福 角

羽戸山

東南山

広岡谷

地 区

交通事故の法律問題、示談のしかた,

子どもの健やかな成長と虫
歯予防のために︑歯の教室を

▼とき・・・２月16日㈹︑午後

開きます︒ぜひご参加罵

治保健所▼対乖・・１歳未満児

１時半〜３時半▼ところ・：宇

の保護者︑妊婦▼定員・・50人
▼内容大器ちゃんの生活と
歯についてＯ虫歯予防につい
て○赤ちゃんの食事︵おやつ

駐車場所

︵宇治保健所︶

で︒

191︶へ電話

保健所︵ａ⑤2

い合わせ・・・宇治

▼申し込み・問

定︵希望者だけ︶

の身長・体重測

育児相談︑乳児

相談︑離乳相談︑

の試食︶Ｏ歯の磨き方Ｏ歯科
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2月の燃えないゴミ・し尿収

破傷風︶を行います︒

昭和六十三年度版﹁市民カレ
テリア・破傷風︶を行い未了︒
各会場共︑車での来場はご

2月27日(月曜休館)、28日(月末休館)と併せて3日間休館です
︻日廓

南小倉

明星町
り日米

開

北槙島

平 盛

西大久保

大久保

蔭 山

槙 島

に日南

︲日吻

Ｊ日出

に日南
９口串

広 野
伊勢田

お・靭い

し尿収集の届け出を

２月16日

宇治市中央図書館︵豊⑩１５１１︶

集日程表

歯の教室
Ｊ日出

し尿（城南衛生管理組合電話075−631−5171）

燃えないゴミ（清掃事務所電話22−3141）

ンダーと手びき﹂をご覧くだ

や､行政一人権･消費生活･精神薄弱者相談：
飼えなくなった犬･猫の引き取り

｜
で。

さい︒

献血

遠慮ください︒︵保健予防課︶

9時〜16時）。

▼対象⁝２歳〜４歳の幼児

月分)

宇治地方振興局・a訟2049,

▼実施方法・・・○第１期＝２歳

談はn〜金曜日の10時〜16時に総合福祉：
会館3隋の家庭児童相談童{S言8698）
・京都府交通事故相談(1日、15日、京都府

〜４歳未満の間に︑３〜８週

相談あんない

間間隔で３回接種Ｏ第２期ｌ

13時〜15時半）。

ネ
工観光課で、教育相談は教育委貝会で、
日曜日を除く毎日受け付け。家庭児童相：
●青少年相談（22日、市民会館13時‑16時）。

第１期終了後︵３回目から︶︑

9時〜10時半）。

１１１年６ヵ月の間にＩ回接

の日程は、63年度版「市民カレンダーと｜
手びき」に掲叔。ご利用ください。
：
このほか、市政相談と一般生活相談は
市役所市民相談室で、消費苦情Ⅲ談は商：
●毎週月曜日（宇治保健所=

種Ｏ第３期＝小学校６年生で

社会福祉協議会の法律（定貝lOA)・年１
金･結婚･登記･心配ごとなどの相談日程
正午.

保健・衛生・相談・移動図書館(2

3月1日(水）臨時休館します
中央図書館は

１回接種︒

●10日（陸上自衛隊関西地区補給処、10時〜
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