女

89.397

人

長年の功労をたたえ

熟練技の13人を表彰
十一月二十三日は勤労感謝の日︒市では︑長年にわたって一つの仕事に取り
組み︑卓越した技能で他の技術者の模範となる十三人の皆さんを︑第十八回宇

１願

午後6時半開演(開場6時)

誠

桜井

直田

産業会館で

経験年数四十七年

｀ べ⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 刄〜・ｙ

聖戸

寺川修二︵六二︶＝宇治壱番︑

11月23日︵祝︶

蔵山︑経験年数四十年

ｌｊ・

・｀

６

︵建築技術職︶・

林

バリトン

プレイガイド

一

新

治市技能功労者に決定しました︒昭和四十七年の初回以来︑各団体などの推薦

︽陶工職︾

大西益三︵六一︶＝折居台四

︵製茶職︶

中島利男︵六〇︶

彰か受けられました︒

テノール

宇乱巾民第九合I't'l団

吹

で︑これまでに三百九十六人が選ばれています︒いずれも地道な努力と探究心
︿和裁職︶
谷マサヱ︵六五︶＝広野町丸

としてこの道一筋に歩んで来

新谷源太郎︵六五︶＝西笠取

丁目︑経験年数三十四年

られました︒また︑長年宇治

辻出川東︑経験年数五十年

山︑経験年数三十三年

っておられます︒

公衆衛生協会理事としても尽

場では︑調理職の関誠ヌん

いっても鯖寿司︵さばずし︶︒

伊

合

唱

光子

瀬野

ソプラノ

雄

一

田

森池日佐子

管弦楽

山

揮

指

で技能を磨いて来られた人たちです︒今回︑調理・和裁・製茶など十職種から
選ばれた十三人の皆さんは︑二十三日に産業会館で表彰されます︒

ら続く﹁魚関﹂の三代目︒先代

関さんは︑明治三十年代か

の米三郎さんから巌しい指導

地道な努力と探究心で技能を
磨いて来られた人たちです︒

を受けながら修業し︑調理師

の団体な点劣推薦された候
補者の中から︑選考委員会で

今も︑第一線謡扁されると

宇治市技能功労者の表彰制
度は︑長年一つの仕事に就い

ともに︑後継者の指導に当た

で十八回目になります︒この

表彰式は︑十一月二十三日

力され︑先月二十日には食品

昭和四十七年を初回に今年

審議して決定します︒

能者の社会的・経済的地位や
間表彰を受けら元だ大は︑い

の勤労感謝の日︑午前十時か

功労をたとえるとともに︑技
技術水準の向上を図ることを
ずれも吸れた技術岳えて采

衛生功労者として厚生大臣表

一人を含な十三人の皆さんで

露していただぐことになって

に︑鯛︵たい︶の晋心り聚瑕

︿電気工事職︾

経験年数三十一年

目的にしています︒

ールで行われます︒当日︑会

ら︑宇治市産業会館多目的ホ

す︒年齢では六十歳か短嵩

今回表彰されるのは︑女性

られた三百九十六人です︒

対象となるのは︑▽市内に

の事業所に引き続き五年以上

六十九歳まで︑経験年数も平

吉見一夫︵六〇︶＝木幡桧尾︑

︿製茶職︶
辻四郎︵六三︶︱小倉町久保︑

﹁自分の目で確かめるため︑

経験年数四十四年

︵土木技術職︶

合ll,",指導

後援：京都府

主催：宇治市第九コンサート実行委員会／宇治市・宇治市教青委ii会／(財)宇治市文化センター

引き続き五年以上在住▽市内

従事▽経験年数三十年以上▽

関さんの自慢料理は︑何と

満六十歳以上などの条件夕満

均三十九年余りと︑いずれも

います︒

たす大です︒市内の商工業者

中央卸売市場へ買い出しに行

︿配管職﹀

木村仙之助︵六〇︶︱横島町

経験年数三十八年

毎朝四時半に起きて︑京都の

っています﹂﹁鯖そのものを十

ものを﹂と関︷ん︒今回の受

分吟味し︑御飯の味も独特な

賞に対して︑﹁大変名誉なこ

も努力していきたい﹂と語っ

照喜名邦彦︵六四︶︱宇治琵

アルト

※乳幼児は入場できません(保育室あり)

と︒受賞に恥じないぷ２ ﹁後

ておられました︒

二十四︑経験年数三十二年

琶︑経験年数四十年

受賞の皆さん

︵敬称略・順不同︶

︿配管職︶

中谷次郎︵六〇︶＝広野町西

︵自転車組立職︶

京祁市交響楽団

■:t橋通り商店ili)／西小倉コミュニティセンター／富士
書房(近鉄久津川駅前)

●問い合わせは文化センター(S⑩2川)へ

文化センター大ホール

ところ

12月９日(土)

き

と

文化センター開館5周年記念
第2回 宇治市 第9コンサート

て︑吸れた技能を有する人の

と関さん
▲｢お客さんに満足していただけるものを｣

市文化センター／市観光協会(観光案内所〉／松下時計店
(伊勢田センター前)／フィーリングショップあらき(近鉄
大久保駅東)／小山瑞泉堂(西宇治高校正門西)／うさぎ
堂(近鉄小倉駅前)／あたり屋(横島紫ケ丘団地12筋)／黄
槃薬局(宇治小学校西)／ジンノ書店(京阪木幡駅西)／手
芸とカメラのマツモト(御蔵山商店街中央)／宇治書店(宇

1,500円

小･中学生

゜当日は各300円増゜

3,500円

大人

前売券(全自由席)

︵調理職︶
関誠一 ︵六四︶︱五ヶ庄芝ノ

木下光雄︵六三︶＝小倉町寺

裏︑経験年数四十年

東︑経験年数三十七年

︿左官職︶

内︑経験年数四十七年

佐々木智雄︵六九︶＝木幡御

︵調理職︶

1051

人

技能功労者が決まる
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課
報
広
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まれ︑幼稚園教諭の免許を現
に有するか平成２年３月31日
までに取得見込みの女子Ｏ採

︿第一次試験﹀▼とき・：12月

主 催ぺ⁝宇治市民絵画展実行委員会
第17回市民絵画展

︵3日は午後5時まで︶

ところ⁝中央公民館

午前10時〜午後5時

像や神社・仏間の保存修理や

か王映にぶ于︒十一月は︑仏

で受けりれなかった児童・生

３歳以上の幼児︑小・中学校

佩育所・幼碓田に通っている

ので︑希望ずる人は23日㈲ま

し
▼対象︵捌手心人だけ〜

グーと手び澄をご・覧ぐださ

とき⁝11月29日︵水︶〜12月3日︵日︶

をより知っていただぐため︑
﹁映像でみる京都の文化と伝

祇園祭を今日に伝える町衆の

徒︒Ｉ〜４週の問隔で２回接

統産業﹂と題して︑記録映画

活躍なｙを紹介し柔了︒入場

交流し共に励ましあいホチ︒

語り合い︑専門医師奎父えて︑

︵広報課︶

律問題▼主催⁝龍谷大学法律

茶の作法教室

相談部︒

▼とき・・・12月４日側・７日

出・Ｈ日間︑午前10時〜正午

▼ところ・・・城南勤労者福祉会

館︑１１日は市営茶室﹁対鳳庵﹂

▼定員⁝30人▼講師⁝伊藤宗

恂さん▼受講料・・・千五百円▼

申し込み・：同会館︵容前07

中高齢者向

80︶へ︒ ︵商工観光課︶

ワープロ教室

▼とき・・・１９一月４日囲から12

206

８．２5り７

最低
価格
1曲嗜皿況 u鳥
り･涛比 価格

15

47

▲16.0

‑I.S

用予定人数⁚太子名︒

17日間︑午前８時40分〜▼と

記入し︒最近６ヵ月以内に撮

⁝市販のり歴害に必要事項を

ころ・：宇治中学校▼申し込み

人ひとり異なります︒自分の

影の写頁かほって︑申込書に

これらのほとんどが︑再

月21日俐までの毎週月・水・

木曜の８回︑午前９時半〜

２､９

１１ロ五百円︵Ｌ世帯２

＝よ五百円︑火災共済

▼共済会費⁝交湧火害共済

１日〜２年﹈Ｈ月30日︒

▼共済期間⁝平成元年１９一月

ぜひご加入ください︒

⁝﹂のために︑

見劣時の安心

け中です︒﹁ま

ただいま受け付

加入申し込みは︑

火災共済の予約

交通災害共済・

平成元年度の

︵交通対策課︶

をお忘れなく︒

なりますので︑加入手続き

三十日で共済期間が満了と

人についても︑元年十一月

月三十日まで︶にご加入の

︵共済期間は平成元年十一

なお︑昭和六十三年度分

︵内線２７８︶へ︒

▼問い合わせ・：交通対策課

所交通対策課の窓口で︒

関︵郵便局は除く︶か市役

▼申し込み：市内各金融機

口まで︶︒

〜41444〜

済
交通災害共済と火災共
まさかの時の安心⁝

ワイシ‑Vツ
白の托そで

件は︑年齢や職歴によって一

年金はどフなるのか︑自分自

約九士︵百トンの燃えない

資源化できるものです︒

午後３時半▼ところ⁝城南地

域職業訓練センター▼定員⁝

20人▼受講料・：九千円▼申し

込み⁝同センター︵豊⑩06

88︶へ︒ ︵商工観光課︶

保小学校体育館▼内容⁝健康

体操︑レクリエーショングー

ム▼持ち物：上靴▼参加持・・・

吊民体育課︶

洗if代

▲５．９
371 2T4
168 ▲ １ ． ８ 8.4 185 143 .
163 1.2 9.4 200 140

普通品1 If
(スライスしたもの)

市では︑社会保険事務所と
共催で︑左衣の日程で︑年金

身で確かめておきましょう︒

おはなし会

▼とき・：Ｈ月９９

難病患者と家族交流会

︵高齢者福祉課︶

の4630︶へ申し込みを︒

でに︑保健医療センター︵容

護老同伴でご来場ください︒

当日は必ず体温か計り︑保

種▼持ち物⁝印鑑︒

２時〜▼ところ・：中央公民館

▼とき⁝Ｈ月25日出︑午後

は無料︒お気軽にご鑑賞竃

や︶▼内察：おはなし︑読み

問い合わせは保健予防課︵内
線３１２︶へ︒︵保健予防課︶
難病思者とその家族が︑療

糖尿病への理解を深めるた

養生活における不安や悩みを

めの集いです︒患者や家族の

糖尿病の集い

インフルエンザ予防接種が

▼とき・：12月４日囲︑午後

人の参加をお待ちしてぃ求了︒

１時半Ａ時半▼ところ・・・宇

宇多野病院・を之下俊彦さん

治保健所▼医師・：国立療養所
10時〜午後４時▼ところ・：産
業会館▼内容・・合講演﹁糖尿

▼申し込み⁝12月１日出まで

▼とき・・・⁚Ｈ月25日出︑午前

十一月二十七日㈲から始まり

インフルエンザ予防接種

︵中央公民館︶

財か寺る人たち︒

展示集会室▼上映作品・：文化

︵中央図書館︶

⑩1511︶へ︒

問い合わす・・中央図書館︵豊

どもだけ︶▼参加芦：無料▼

から小学校低学年︵入場は子

聞か哉紙芝居▼対象⁝幼児

図書館集会室︵おはなしのへ

３時半〜４時▼ところ⁝中央

日困︑午後

︵教育委員会総務課︶

呼・11月28日脚まで︒

会総務課にあり康す▼受付期

郵送不可︒・申込書は教育委員

相談所を開設します︒年金に

ト自分の年金を正しく把握

らせ
︵７月27日の年金相談所で︶

お知
幼稚園教諭採用試験
公民館映画劇場

ます︒日程や会場など︑詳し

病はどこて怖いか﹂工只都

に宇治保健所︵豊⑩2191︶

くは平成元年度﹁市民カレン

府立医科大学講師・中埜幸治

へ電話で︒ ︵保健予防課︶

京都が誇る文化や伝統産業

をしています︒ゴミの減量

さん・口栄養士の話こ患者の体

ゴミが排出されてい毒司
その中には︑左図のぶっに

▼とき⁝１９一月９日出︑午前

サランラップ
3(k･×20m

無料▼申し込み・：当日︑直接

会場へ︒

Uii5小麦粉フラワー 194
Uk Ii専力粉）
インスタント
コーヒー ネスカフェェクセラ
872
瓶入1501!

11.4307 lRti
2.2▲6.1 286 173
1.6▲1.5 225 160
２．７ ２．７925 ≪u

小麦扮

336 ▲4.5

そタヶヤミ■/lkE

み

ついて分からないことや疑問

障害者や母子家庭

になったときの年

金も受けられなく

なる場合がありま

すのでご注意ぐだ

さい︒
なお︑所得がな
いなどの諸事情に
より︑保険料を納
めることが困難な
人には︑納付が免
除される場合があ
り求了のでご相談
こ受験資格⁝昭和40年４月

化と限りある資源の再利用

験談つ検尿・食品展示・栄養

２日〜45年４月１日までに生

とい１ 八きなメリ″トをも

︵福祉年金課︶

ください︒

つリサイクル事業に対する︑

相談・健康相談▼参加費・：無

ます︒

現を︑明星町・平尾・城

市民の皆さんのご理解とご

料▼申し込み・：当日︑直接会

現在︑宇治市では︑年間

南荘・小根尾・南御蔵山の

協力をお順いします︒

無料法律相談
約四一・五パーセント︵約

各自治会などのご協力を得

10時〜午後ｔ時▼ところ⁝産
萎屈▼相談内容・：近隣・金

場へ▼主催⁝宇治久世医師会︒
て︑リサイクル事業の試行

銭貸借・相続なＩ函らゆる法

リサイクル事業にご協力

四千トン︶の京き缶・空き

当日︑糖尿病食の昼食︵実

市民体育のお知らせ

込み⁝市民体育課︵内線４７

費四百円︶を用意しています
トリサイクルで限りある
資源の有効利用とゴミ
の減量を︵６月21日︑
小根尾町内会で︶

福山紘三さん︵ａ⑩１８０ ６

９︶へ電話で▼問い合わｔ)..‑
▼ときλ⁚一月26日囲︑午前

野外活動歿ｙ▼協力・：高齢者

青空手作り教室

10時〜午後２時︵昼食付き︶
▼ところ・・・炭山キャンプセン

森林浴の会．

10時〜正午▼ところ⁝西大久

▼とき・：Ｈ月26日面︑午前

中高年スポーツ教室

＝夜間だけ︶へ▼主催・：宇治

ター︵現地集合︶▼内容・：手
作りキャンドル▼対象・：小学
生以上の親子▼定員：50人▼
費用・：人五百円︵食費・材
料費︶▼持ち物・：食器▼申し

lo個
鶏
卵Ｍサイズバック人
食用油 日清サラダ油
ポリ容器1000 c
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に思っていることなど︑お気

保険料の徴収も行います︒保
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年金は︑老後の生活に欠く
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お買物のめやす
消費者物価20（11月
分）
この公表価格は、11
月初めに実施した消費生活モ
ニター店頭価格調査に基づくものです｡(t'i
海紬鋤函硝i月丿萄万 治振興課)

いただける自治会な

で冗をあける

ロにかありましたら︑
清掃事務所︵内線３
１８︶へご連絡くだ
さい︒説明に伺いま
す︒ ︵清掃事務所︶

お願い・
爆発・火災
事故防止のた
め︑携帯ボン
ぺやスプレー缶類は︑中のガスを完全
に抜き︑くぎか缶切りで穴をあけてか
ら︑燃えないゴミに出してください︒

クギ､缶切リなど

年金相談所日程表

目
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ことのできない大切なもので

西

瓶・ガラス類が含次れてい

この部分がリサイクルできます

□

すが︑年金か曼けるための条

11 3叫和

ゴミには41.5％の有価物が

食"ン

▲事故はいつあなたに襲いかかるか分かりません

プ
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限りある資源の有効利用を
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場
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リサイクル事業にご協力ください
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