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治市では︑茶園は次第に減少

してご覧いただいています

︵放映日は︑市政だよりでお

この﹁さわやか宇治﹂を

知らせします︶︒

はにあ︑市が製作した次の

広報ビデオを多くの市民の

皆さんにご覧いただぐため︑

市役所玄関ロビー︑西小倉・

木幡行政サービスコ ︲一才・︲︒

つ昭和62・63年度放映テレ

で随時放映しています︒

つ第43回国体宇治市記録映

ビ広報﹁さわやか宇治﹂

回﹁あしたに虹のかけ橋

つ市ＰＲビデオ﹁ライブシ

を﹂

ティー宇治﹂

づくりの技術は極めて高く︑

この伝統に培われた高級茶

り巻ぐ環境は︑極めて厳しぐ

激しぐなるなど︑宇治茶を取

が広がり︑他産地との競争も

涼飲料などへと飲み物の好み

います︵４月９一日︑府立茶業研究所で︶︒

れた茶づくり技術の向上に︑大きく貢献して

宇治新茶一号の手揉み製茶︒手揉み技術は優

ト宇治茶製法技術保存協会のみなさんによる︑

映︒催し︑市民生活︑文化︑ ご覧になりたい時は︑受付

テレビ︵ＵＨＦ︶で年四回放

わやか宇治﹂をＫＢＳ京都

宇治茶を支える

かりやすい十五分間番組に

なお︑ご希望のビデオを

︵広報課︶

にお申し出ください︒

ちょっと出掛けてみませんか

天ケ瀬森林公園へ

美しい花を楽しみ︑森林

び︑三十分︶○せせらぎの

←せせらぎの森︵千百五十

○憩いの広場←湖眺の丘

★新茶サービス、一煎パックのお土産付

課
報

みんなで育てよう
ふるさと宇治のお茶
してきてい未了︒残った茶園

しぶし︑都市化の著しい宇

お茶の町宇治市は今︑新茶の季節の真っ最中︒市

増えています︒

ゴミ捨てなどの心ない行為が

による環境問題︑犬のフンや

くなり︑農薬散布・施肥など

も︑住宅と隣接する所が多

内の茶園は茶摘み姿で活気にあふれ︑町は新茶の香
りに包まれています︒わたしたちのふるさとの伝統
産業であり︑暮らしに欠くことのできないお茶︒身
近ゆえについ見過ごしてしまいがちなふるさとのお
茶を︑もう一度見直しましょう︒

各地の茶づくり技術盈讐杢

なっています︒

Ｏ清掃事業ＰＲビデオ﹁住

国茶品評会や関西茶品評会で︑

市では︑テレビ広報﹁さ

第一位や産地賞︵てん茶︶をた

また︑コーヒー・紅茶や清

びたび獲得していまず︒また︑

人たちのこうした工夫や努力
が隠されているのです︒

み良い町をゐざして﹂

ふつに日本を代表する高級茶

宇治市は︑全国からお茶が集

このよシな中で︑市内の茶

理解と協力を

市民ぐるみの

体育などの市政情報を︑わ

わたしたちの町︑宇治市の

た宇治の風土にはぐく次れ︑

の宇治茶は︑茶づくりに適し

まり︑全国へと売られていく

杯のお茶には︑茶業に携わる

代表的な産業であるお茶９宇

集散地としても︑その名を知

工夫と努力で

治茶は︑数あるお茶の中で︑

七百七十年以上の歴史と伝統

業関係者は︑宇治茶をさらに
発展させるため︑製茶や栽培
の技術衆同上させ︑より高級

お茶は︑わたしたちのふる

といっしょに︑天ヶ㈹森林

な茶づくりを目指してい康司

さと宇治市の素晴βしい伝統

眼下に︑緑の中をさわやか

公園で楽しい一日を過ごし

産業です︒

浴やバードゥオ″チンクし

天ケ瀬森林公園は︑天ケ

ハイキングー

咲き︑実がなる木が植えら

︿コースガイド﹀

歩道が設けられていまず︒

また︑より安全な農薬を使用

宇治が生み︑はぐぐんで来

へ︒

鳳凰湖︵天ケ瀬ダム湖︶を

現在︑市内の茶園面積は約

するな芦都市化への対策も進

た﹁宇治茶﹂︒ふるさと宇治市

阪湾まで一望することもで

ませんか︒お問い合わせは

めています︒商業面でも︑お

瀬ダム右岸に広がり︑面積

堂チ︒

この程完成した槙尾山展

九十二ベクタール︒その中で

いしい宇治茶を積極的に宣伝

は約九十ヘクタール︒この

農林茶業課︵萱⑩3141︶

はヽ茶園に皿いをかけて日陰

の顔︑宇治茶か寺り育ててい

中に︑四季それぞれに花が

もとより︑運がよけれ怯ハ

の中で伸びた新芽を摘む覆下

し︑消費を拡大しよフと努力

くためには︑茶業関係者の努

四呑に登れば︑宇治市内は

茶園が最も多くなっています︒

力だけではなぐ︑市民一人ひ

わたしたちが日ごろ何げな

とりの理解と協力もまた︑ぜ

ながら歩くには最適の季節

茶業センター内茶園

ん茶︵臼でひいて粉末にした

く見ている茶園の一つひとつ

れ︑身近に自然に触れるこ

ムバス停からダム上を右岸

憩いの広場へは︑天ケ瀬ダ

★天ケ瀬森林公園入口の

百い︑二十分︶

μ︑二十分︶○冒険の道︵四

四十分︶○落葉の道︵五百

の道←モミジの道︵千百μ︑

遣︵四百μ︑十分︶○眺望

μ︑二十分︶○ニシキギの

分︶Ｏヤマブキの道︵六百

憩いの広場︵三千貝九十

←アキニレの道←高雄山←

森←サクラの道←紅葉の道

ひ必要なのです︒

に︑そして毎日飲んでいるＩ

ド

！ｌ゛

雨天の場合は21日(日)に順延

のが抹茶︶﹂︑約二〇％が﹁玉
露﹂で占められています︒

です︒家族そろって︑友達

▲この程完成した棋尾山展望台

とができるぶっ︑縦横に遊

参加

t

茶摘みのつどい

市民

自由

していまず︒

厳しい環境

宇治茶を取り巻く

ら元ています︒

か痔っています︒

伝統がはぐくんだ昧
お茶は宇治市の顔

市役所玄関ロビー
行政サービスコーナーで

生産量では︑約六五％が﹁て

農林農業課S⑩3141
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市広報ビデオを放映中

お茶の代名詞と言われるほど︑

り、町に新茶の香りが漂います（4月22日、茶業センターの茶園で）。

全国に知ら元ています︒この

▲池本市長も加わって、宇治新茶１号の茶摘み。この日から市内でも茶摘みが始ま
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青少年問題の悩みなどお気軽に

新茶の季節真っ盛り

消費者が日々の暮らしの中

学習していく消費牛罵一講座︒

で求めていることを取的上げ︑

新しい時代に対応できる確か

魚に限る︶▼表彰・：中の島︵午
後３時︶▼問い合わせ・：観
光協会︵豊⑩3334︶へ︒

③身体障害者等と生計をＩ
にする人が所有する軽自
動車等で︑専ら身体障害

順︶▼受講料⁝無料▼申し込

１研修室▼定員⁝50人︵先着

館︵宇治琵琶45113︶３階第

小学校低学年▼内容・：読み聞

書館集会室▼対象・：幼児から

３時〜４時▼ところ・・・中央図

▼とき・：５丹19日出︑午後

を痔ち︑当日︑午前10時半ま

⁝運動用の服と室内用運動靴

▼参加料⁝二百円▼申し込み

介さん︵京都外国語大学講師︶

▼定員⁝20人▼講師・・・青山圭

害者のための減免制度があ

軽自動車税には︑身体障

有者にかかり毒了︒

も︑平成元年度分は元の所

以後に廃車や譲渡を行って

害者で18歳禾満の人また

の所有するもの︵身体障

②身体障害者︑精神薄弱者

のもの︒

者等の利用に供するため

障害の程度によっては対象

三十一日︶までです︒なお︑

申請期限は納期限︵五月

転免許証▼印鑑▼納付書

傷病者手帳︑療育手帳︶▼運

次の書類が必要です︒

み⁝自治振興課︵容⑩114
かせ︑ペープサート︑人形劇︑

詳しぐは︑市民税課︵豊⑩3

とならない場合があり季ｙ︒

ム・500人︵先着順︶▼申し込み

ヂイーサーピス

総合福祉会館で行われる

申し込み・問い合わせは社

ティーサービス事業です︒

会福祉協議全一︵豊⑩５６５

Ｏ︑ファックス⑩0857︶

へ︒

︿陶芸教室﹀

湯飲み︑つぽなど︑個性

豊かな作品をつくってみま

視の体験▼申し込み締め切

の紹介︑ボランテ″アの弱・

り日⁝５月15日側︒

▼とき・・・５月16日㈹から

︿読話教室﹀

火曜日︑全７回︑午前９時

１１一月19日叫までの毎月第３

45分〜正午▼対象・：難聴者

とその家族▼指導・：片山高

さん︵大山医院・きこえの

部屋室長︶︒▼参加費・：無料

▼と亨・毎週水曜日の午

しい知識を取り入れる▼申

短文の聞きとりのほか︑新

記具▼内容⁝言葉のロ形︑

▼定員・・・20人▼準呑叩・・筆

後１時１４時と第︱・第３

し込み締め切り日・：５月15

せんか︒

土曜日の午前９時半〜正午

手話教室

▼指導・・・老人陶芸サークル

▼とき⁝５月24日團から

７月１９一日困までの毎週水曜

日間︒

幸子さん︵京都文教短期大

後１時Ｉ４時ず指導⁝四方

▼とき⁝５月31日困︑午

︿料理教室︾

▼対象⁝全障害者︒

日間︑24日團︑時間はいずれ

▼とき・：５月17日困︑21

︽レンズ︵天眼鏡︶操作訓練︼

日︑全８回︒時間はいずれ

も午前10時〜正午▼ところ

・⁝総合福祉会館▼定員・：30

人︵先着順︶▼参加費・：無料

象・・・視覚障害者とボランテ

きん︑ふきん▼参加費・：四

〜正午▼ところ⁝大開小学校

家庭看護講習会

▼準備品・・・エプロン︑三角

家庭に病人が出た時のた

▼講師・・・源平久美子さん︵

人︵先着順︶▼受講料・：無料

・：５月17日困︒

めに︑正しい看護法を知っ

▼申し込み・・・高齢者福祉課

日本赤十字社京都府支部︶

︵高齢者福祉課︶

︵豊⑩3141︶へ︒

で病人や老人の世話をして

会に参加してみませんか︒

っている人︒家庭看護講習

いて看護に不安や問題を持

ておきたい人︑現在︑家庭

正しい看護を

学助教授︶▼対象・：難聴者

バンク▼協力⁝宇治市うっ

ィア▼指導⁝高橋一夫さん︑

百円▼申し込み締め切り日

も午後１時半〜３時半▼対

あ協会婦人部︑手話サーク

久保ますみさん︵ライトハ

▼主催・・・宇治ボランテ″ア

ル﹁太陽﹂▼問い合わせ・・・宇

ウス︶▼参加費⁝無料▼内

▼対象⁝小学校４年生以上▼

容⁝弱視者用のレンズなど

治ボランテ″アバンク︵豊

⑩5654︶へ︒

８時20分▼集合場所・：太陽が

定員⁝30人︵先着順︶▼参加費

時〜７時︑日曜日は午前10時

丘体育館前︵雨天の場合は市

●スリランカ民族衣裳絵画展

●公民館油絵サークル合同展

中で︑保健予防課・高齢者

の﹁保健予防のお知らせ﹂の

五月一日号の

ＩＩＬド趾い

訂正

福祉課の電話番号が③局3

141番となっていました

が︑⑩局3141番に訂正

し︑おわびします︒

※時間はいずれも午後1時半‑4時

986

らせ
お知

者等の通学・通院・生業

し普通自動車について税の

▼減免申請書︵市民税課

のために運転するもの︒

トレーニング教室
軽自動車税は︑四月一日

減免を受ける場合は除く︶︒

所定︶▼身体障害者壬帳︵戦

身体障害者は
減免申請を

おたのしみ会
▼とき・：毎月第２・第ｔ土
現在の軽自動車等の所有者

①その構造が専ら身体障害

︵商工観光課︶

子ども読書週間︵五月一日
曜日の午前９時半Ａ１１時半▼
に課税され康司四月二日

な目を養ラため︑ぜひご参加

▼日程・内容・：左表のとお
から干四日︶を記念したおた
ところ⁝城南勤労者福祉会館

減免申請の手続きには︑

り︑時間はいずれも午前10時
のしみ会です︒

1︶へ電話か来庁で︒

は精神薄弱者と生計をＩ

全国戦没者追悼式

にする人が所有するもの

︵中央図書館︶

２時と５時の２回▼ところ・：

▼対象⁝乳幼児か亘局校生

⁝５月17日困までに市民体育

第８回宇治川魚つり大会
で行われる全国戦没者追悼式

黄柴体育館▼対象⁝15歳以上

︵ただし既に府の他の奨学金

８月14日㈹︑15日南に東京
▼とき⁝５月21日間︑雨天
の参列者を︑若干名募集しま

の人▼定員・：40人︵先着順︶▼

添いが必要︶▼定員：60チー

決行▼ところ・・・宇治川一帯▼
す︒詳Ｌｙｙは５月20日出まで

課へ▼問い合わす：市民体育

参加受け付け⁝事前＝観光セ

か受けている人は除く︶▼支

課︵容⑩3141︶か山本理

受講料⁝千円︵要顔写真︶▼申

給額︵年額︶⁝乳幼児＝八千五

恵子さん︵ａ⑩1489︶へ︒

に福祉年金課︵容⑩3141︶

し込み⁝５月１ １日間︑午前９

百円︑小学生上万六千円︑

市民歩こう会

︵市民体育課︶

時から︑直接黄緊体育館︵容

ンター︵毎日︑午前９時〜午後
︵福祉年金課︶

トレーニング機器

︱四万七千円▼申請・：申請用
紙を福祉年金課か母子福祉推

４月１日現在でほ子家庭の人

民総体総合開会式のみ参加︶

▼とき⁝５月21日間︑午前
京都府では︑元年度の﹁母

は︑５月末までに申請穴ま

▼コース⁝太陽が丘←紅葉谷

進員に請求し︑福祉年金課へ︒

子家庭奨学金﹂の申請を受け

た︑４月２日以降に母子家庭

催：市太極拳協会︒︵秘書課︶

三さん︵Ｓ⑩0198︶へ▼主

月三千円▼申し込み＝・神谷昭

西中医学院気功師︶▼会費・：

講師・：王水昌さん︵咸陽市陵

▼ところ・：宇治公民館ほか▼

30日嵐で全７回︑午前と夜間

▼とき・：５月１１一日閑１６月

気功特別講習会

・：無料▼申し込み・・・電話で市

になった人︑６月１日以降に

⁝昼食︑雨具︑水筒なぺ交

なお︑洗浄剤に﹁まぜる

通費は各自負担▼申し込み⁝

民体育課︵Ｓ⑩3141︶へ︒

なお︑申請は毎年度必要で

当日︑直接会場へ▼問い合わ

←天ケ瀬森林公園←大吉山←

す︒昨年度受けていた人も︑

申請した人は︑申請月の翌月

のラベルは塩素系は黄色︑

新たに申請してぐださい︒詳

な危険﹂のラベルが左図の

今年度申請を

母子家庭奨学金の

中学生＝三万一千円︑高校生

へ︒

もと特設テント内と京阪宇治
駅前︵共に午前５時〜８時︶▼

黄璧体育館のトレーニング

実技講習会
・：中の島朝霧橋たもと特設テ

機器を︑楽しく安全に利用す

参加費・：無料▼魚の持ち込み

ント内︵午後１時〜１時︶▼魚

るための実技講習会です︒

性浴室用洗剤

▼とき⁝５月27日出︑午後

種⁝ハエ︑フナ︑マジカなど▼
審査基準⁝１尾の長寸順︵活

塩素ガスはこんな

酸性は赤の文字で書かれて

︵市民体育課︶

掃除をこまめにして汚れ

います︒また︑それ以外に

事故防止のために

をこび句つかせ︒なければ︑

せ・・・木村長次さん︵豊⑩36

塔の島解散の約ＨＪ▼準四Ｅ

塩素ガスは︑塩素系と酸

強力な洗浄剤を使わずにす

にでは福祉年金課︵容⑩31

から支給︒

性のものの取り合わせで発

も注意事項が書かれていま

ふつにはられています︒こ

生するので︑次のような洗

みます︒使用する場合は次

▼とき・：５月27日出から６

小学生バレーボール教室
京都の文化や伝統産業を映

ろ⁝中央公民館展示集詣

１時半と３時半の２回▼とこ

上映作品⁝数寄屋・車大工︒

︵中央公民館︶
ウォークラリー大会

日︑全６回︒土曜日は午後５

月１１一日間までの毎週土・日曜
▼とき・：５月20日山︑午後

画で紹介します︒入場無料︒

公民館映画劇場

33︶へ︒ 吊民体育課︶

４ 剤の使い方は危険です︒

取り合わせで発生

⑩4001︶へ︒︵公園公社︶

５時︶︑当日＝中の島朝霧橋た

付けています︒

141︶へ︒吊民税課︶

り未了︒減免は︑次のいず

塩素ガスの危険性

︵自治振興課︶

41︶へ︒ ︵福祉年金課︶

す︒表示は十分読んでから︑

▼洗浄剤︑漂白剤︑カビ
取り剤は︑混ぜた旦緒に

使用してください︒

のことを守りましょう︒

塩素ガスは毒性が高いが ｍ・塩素系トイレ用洗浄剤十

トイレ消臭剤は酸性︒

トイレ消臭剤

家庭用洗剤に
ご注意を
スですが︑空気よりｍいの

も含む︶︒

れかに該当する場合︑一台

余暇を生かして楽しい
6/21邨らし
(村

に限り受けらひぷす︵ただ

でに会場へ︒ ︵商工観光課︶

ください︒

〜正午▼会場・・・宇治市産業会

車税

大型紙芝居など︒

なお︑当日は保育︵二歳以
上︶を用意します︒申し出て
ください︒ ︵自治振興課︶

コーナー
消費者
皆さんは日常的に︑台所
や浴室︑トイレなどの掃除
に数種類の洗浄剤︵カビ取
り剤・排水パイプ用洗浄剤
・洗濯用漂白剤・トイレ用
洗浄剤など︶を︑使用され
ていることと思います︒し
かし︑これらの洗浄剤の中
には︑使い方によっては非

５

で低いところにたまり︑床

ビ取り剤は一種類で

使ったりしない▼カ
室用洗剤

②塩素系漂白剤十弱酸性浴

5 /23(幻

6/12
川 ‐消費税の中身を探る−

などの掃除中に吸い込みや

も︑大量に使わない
▼とき⁝５月21日間︑小倉

家庭看護講習会の日程表

４

すくなります︒狭く密閉さ

浴室用洗剤には︑せっけ

▼掃除をする時はよ

小学校集合︑午前10時スター

5 '3(X心

内
容
家庭に病人が出たら
体の動かし万･、排泄の世話
6; 2 泗
体のふきゐ･
6/13㈹病んの食事と藁
6/i収卜
T･一当てについて
6 /2(心
＆ガとぼ'fi
6 '27次1
Hi'と反省
9 /121勾 老f‑nの理解I
B人の体)

11 日

大阪大学非常勁
講師
城り正博さん

れた場所︑トイレ︑風呂場

んかす脆洛とすために弱酸

く侠気し︑あとで手

険

6/7 正しい靴の選vnと健m
俐

の掃除中に塩素ガスを吸い︑

性のものがあります︒

ト▼参加・：自由︵児童だけの
場合は高校生以上の人の付き

10/17(り

常に危険なものもあり︑取
り扱いには十分な注意が必

特に塩素系洗浄剤と酸性

要です︒

タイプの洗浄剤は︑一緒に
使用すると塩素ガスが発生
し︒これを吸フと死亡する

か瓶う︒

定ンニ倉場お下・
員タテコ･
り表内▼
ｉ ｌ イミ西▼の容日
20▼セユ小会とＥ程

３

社会福祉協議会
のお知らせ

危

京都キャンプ協
会理事
↑i内正照さん

(杜)日本栄養士会
理*
小森瑛r･さん
主婦が死亡した例か報告さ

③塩素系カビ取り剤十弱酸

1(1/131*)

麗たき')
名人石･,匂l）
宇治itiの寝たき')
芒人施策
麗たきり包人乱.心）

10/3 (･≪

IKに松こりや す い 病 気 と そ の 乱 曼

9 /2≪幻

老乍剋の理 解 ( 老 人 の こ こ ろ ）

9 /]≪肉

る

片閻'*/. % さん

5/29健康づくりのアラカルト
闘
れています︒

展覧会のお知ら

暮らしに生かそう確かな目
ことちあります︒

な

せ

ぜ

税理士

２

新しいスタイルの税金

消費生活講座を開講
消費生活講座の日程表

刑自動

ま
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