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もに三人︒

︿死傷者﹀ 死者︑負傷者と

掛けましょう︒

も︒細心の注意^.ｃv６.ｒｖ‑ａ

を扱シときには芦尤な場合で

ことから起こってい未了︒火

すが︑悲惨な火災はささいな

はついつい注意を怠紅がちで

急病・交通事故の出動件数過去最多に
火事︑急病︑交通事故などは自分とは無関係なものだと思いがち︒しかし︑このほど︑
宇治市消防本部がまとめた平成元年の火災・救急統計によると︑市内でも昨年一年間
で火災が三十九件︑救急出動は三千四百六十一件もありました︒これらは︑高齢化社
会を迎え︑今後一層の増加が予想されます︒消防本部では市民の大切な生命や財産を
守るため︑さらに迅速な対応に努めます︒皆さんもこの統計を参考にして︑もう一度︑
火災の予防や救急車の正しい利用などについて考えてみてください︒

死者のうち一人は︑独居中
の高齢者でした︒
︿損害額﹀ 六千九百七十万
九千円︵前年比三千八十八

二土ハ件︵前年比三件減︶で

︿火災の種別﹀ 建物火災が

を振り返ってみましょう︒

角度から︑昨年の火災の状況

言えます︒以下︑いくつかの

下回っており︑ほぼ横ばいと

過去五年間の平均五十二件を

件の増加となってい卓子か︑

は三十九件で︑前年に比べ六

平成元年一年間の出火件数

吸い殼の処置が不十分だった

給油の際の不注意︑たばこは

放置が原因︒石油ストーブは

すべて天ぷら鍋の掛け忘れや

した︒また︑ガスこんろは︑

は︑すべて放火によるもので

ち駐車中に起こったもの四件

昨年急増した車両火災のう

ています︒

によるものが各三件となっ

ストーブ・たばこ・火遊び

ガスこんろによるもの四件︑

火の元には十分ご注意匁

でした︒これからの寒い季節︑

みると︑二月が七件でト″プ

ことにしています︒

防火意識の高揚を図っていく

心に︑火災予防の知識の普及︑

安全について︑主婦な芦些中

ことから︑今後︑家庭の防火

うち過半数が住宅火災である

よひ拡大に至らなかったため︒

多く発生し︑初期消火などに

は︑建物火災が昼間に比較的

なお︑昨年の火災を月別に

急病による出動件数の増加｀

す︒

米朝

小米朝

﹁四季を通じた宇治の表

宇治市常治塔川２・豊⑩3

▼発表・・・３月５日側︵入賞

334︶へ︒当日消印有効

者全員に直接通知︶▼賞・・・

情﹂をテーマに︑今年も宇

治市観光写真コンクールを

光宣伝に使用することがあ

ん○選外作品であっても観

い○５募作品は返却しませ

はポジ︶を提出しで乙ださ

期日までに原版︵ネガまた

者に帰属Ｏ入賞者は定めた

心一▼その他⁝Ｏ版権は主催

・：宇治市︑的宇治市観光協

ターセ″トを進呈︶▼主催

全員に宇治のオリジナルレ

選ｉ点︑入選20点︵応募者

推薦２点︑特選ＩＲ︑準特

行います︒

あなたの出合った美しい

風景や文化財など︑表情豊

かな作品をお待ちしていま

す︒

▼一︷︒募資格・・・特になし▼

規格⁝カラープリント︒４

ツ切サイズ︵新しい写真で

単写真︑未発表のもの︶▼

申し込み・問い合わせ・：写

真の裏に︑作品名︑氏名︑住

所︑年齢︑性別︑撮影場所︑撮

影年月日を記載した応募票

をはり︑２月回忌までに

里吊観光センター︵〒

611

り未了︒

︵商工観光課︶

3/1︵土︶午後６時半開演

親子会

文化センター小ホール

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(棋島紫ヶ丘団11612筋)／黄
桑薬局(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)／宇治會店(宇
治橋通り商店街)／西小倉コミュニティセンター／富士
書房(近鉄久津川駅前)

観光写真コンクール

忘れず投票しましよう

す

〈プレイガイド〉

第７回宇治市

2月18日︵日︶で

問い合わせ

万円減︶︒

依然トップ︒次いで車両火

ことから出火しています︒日

九・五件出動したことになり

が示すぶつに︑高齢化社会を

２月３日(土)から発売

損害額が大幅に減少したの

災の十一件︵前年比九件増︶︑

ごろ何げなくしていることに

まず︒また︑搬泌人員は三千

９兄︑救急需要は今後一層増

◆前売券2,500円 〈全席自由席〉
◆当日券2,800円

ささいなことが
火災の原因に

その他の火災の二件の順と

十四件︵前年比十件増︶︒出

−桃山間︵仮称・深草︶と桃

五百八人︵前年比二百五十二

作品を募集

朝

消防本部では︑建物火災の

なってい未了︒

︵疑いを含む︶の九代次に

︿出火原因﹀ ト″プが放火

動百四十八件のうち一件は

高齢者の急病出動
増加の傾向に
平成元年の救急出動件数は

ＪＲ奈良線︵京都︲木津

山１木幡間︵同・六地蔵︶に

不搬送だったことになりま

駅間︑約三十五＊︒)の輪送力

多くの人を救ラため︑救急車

加することが予想され未了︒

の適正な利用をお願いします︒

人増︶でした︒

百八十五件増︶︑次いで交

また︑消防本部でも救命率向

造るＩな３vAJなっており︑

通事故︑一般負傷の順︒急

上のため︑救急車到着までの

増強のための工事が︑一月

ご

病︑交通事故ともに過去最

応蔓雪の知識︑技術の普及

むだな出郵嘉冗じ一人でも

数が六本に倍増するほか︑

多の出動件数となりました︒

ｊｔ五百八十七件︵前年比
ＪＲ京都駅に島式ホームを

初めて快速の運行が可能に

︿不搬送﹀ 救急出動の要請

︿事故種別﹀ ト″プが急病

設け︑現在の一線から三線

なるなぺ宇治市民にとっ

完成後は︑現在︑朝夕のラ

に増やし︑発着能力を強化

ても交通の便が大４ぐ向上

平成三年三月に完成の予定︒

する▽束福寺︑誇木︑城陽

に努めていくことにしていま

この工事の主な内容は▽

の各駅に︑行き違いや折り

す︒

︵消防本部︶

がなかった不搬送は二百三

で出動した結果︑その必要
違い設備のある新駅欠稲荷

するものと期待されます︒

十七日から始まりました︒

亘二十八件増︶︒一日平均では︑

三千四百六十一件︵前年比二

救急

米

小米朝

火災
返しの設繋護ける▽行き

1077

：宇治市文化センター(a⑩2ill)

電話予約

火災・救急出動とも増加
ＪＲ奈良線輸送力アップへ

されるJR奈良線(写真はJR宇治駅)

裕

米

平成元年火災
平成元年火災・救急統計まとまる

来春完成を目指し工事始まる
▲京都一奈良間の大幅なスピードアップが期待

電話（0774）22‑3141

平成２年
(1990年)

宇治市政ダイヤル
９t

奪回ご

２ ／１
市政情報いつでも24時間

支払い報告書套ぼ公的年

者で︑勤務先な点笞給与

②給与所得者鳶たは年金所得

住民税の申告
申告の必要な人
①平成二年一月一日現在で宇

の人︶︒ただし︑給与また

扶養親族がある場合は︑も

③扶養配偶者や︑そのほかの

戸矛添付してぐださい︒

証明書︑医療費の領収書な

は年金以外の所得がある場

②生命保険料の課税所得控除

ま忌破屋のあ今人︒

合や︑年末調整分以外の控

金等支払い報告書が提出さ

なお︑今年度から株式等に

れている人︵年末調整済み

係る譲渡所得など︵キャピタ
除を客旨場合な戸ほ︑申

治市内に住所豊早本人︒

ルーゲイン︶も課税対象とな
告が必要です︒

所得税の申告

少ないなど酒非課税の対象に

要経費が分かる書類︑源泉

①平成元年中の収入金額や必

の書き方をmぐださい︒申

詳しぐは︑申告書と里暑

算して申告し︒納税する申告

一年間の所得とその税額舎訂

所得税は︑納税者が自分で

円を超える・給与を二ヵ所

以外の所得の貪計二十万

超える・給与所得か退職金

与の年収が一千五百万円を

②サラリーマンの場合は・給

なぞハでも︑垠茎雪などの

以‑４wvａt５Ｖ３つているＩな

堂

ないのに期限までに申告をし
なかったり︑間違った里笛
した雅ずると︑後で不足の税
金を納めるだけでなぐ︑加算
税や延滞税も納めなければな
らないことになりまず︒
なお︑確定申告による所得

確定申告をすると

所得税がかえる場合

確定里写ずる義務のない

人でも︑次のぷｚ追合は源

泉徴収された所得税が肩付さ

れることがありまで﹈︒

偶者控除槙がそｎぞｎ一十

①基礎控除額・扶養控除額・配

とおりです︒

りました︒

控除が営７沢ることにな

を遡える寄附をした場合に

京都府共同慢認に十万円

⑤寄附金控除制度が新設吝れ︑

一万円︶以下に改められまし
た︒

や配偶者控除︑扶養控除な

の所得２昇額が基礎控除

た提屁どで︑平成元年中

る場合︑土地や建物を売っ

①事業収入や不動産収入があ

け付けていますので︑手続き

申告は︑二月土八日前でも受

なお︑肩付を翼けるための

職していないなど︒

①マイキ・Ｉムをローンなどで

万円︵男竹は二十八万円︶に

そのほか︑扶養親族のうち

どの所得控除の合計額か超

額が一千万円︵男付は八百

ど︒

納税制度を採用していまず︒

会

会

税の納期限は︑申ｔ局限と同

引良王げら元ました︒

土ハ歳から二十二歳︵特定扶
また︑左表のとおり市内

公

公

確定申告が必要な場合

はお早めに︒ ︵宇治税務署︶

④昨年の中途で退職し︑再就

③災害︑盗難に遭った︒

療費冷支払っべ

②詞気︑けがなμ酒多額の医

買った︒

除額・勤労学生控除額がそ

養親族︶に係る割り増し控除

里幼間中は︑市役所市

蔵

椋

じ三月十五日です︒

れぞれ二土八万円︵男竹は

える場合︒

②障害者控除額・寡婦︵夫︶控

二十四万円︶に引零ヱげら

が新設鳶竺十五万円︵男行

各所で出張受け付けをしま

五万円︵貫汪二十九万円︶に

民税課窓口で︑平日は午後

引声王げら元るなぺ各種控

書から消費税の里暑を作成

参人扶養親族の控除額が三十
六十万円︶に︑その他の者

するための﹁課税取引金額計

は一般扶養親族と同じ︶に︑

は四十七万円︵現行は四十

除額が引良正げ身ハるととも
課税個人事業者の平成元年

配偶者は八十万円︵男行は

地

旦

消費税の申告
五万円︶に引キ王げβれま

分消費税の確定申告は︑既に
課へお問い合わせください︒

受け付けてい季こ四月二日

算表﹂や﹁課税売上高計算表﹂

︵宇治税務署︶

け早ぐ済ませてぐださい︒

され車ｙ︒里ほ︑できるだ

る期間は︑窓口の混雑が予想

なお︑所得税の申告と重な

あり卓子︒

などの用紙は︑宇治税務署に

三十万円︵男行は十四万円︶

まで︶︒

︵市民税課︶

青色里誤算書や収支内訳

市税の納付は便利な口座振替で

適用対象本人の合計所得金

に引政王げら元るとともに︒

④配偶者特別控除の限度額が

に︑控除適用要件が改正され

③事業専従者控除の限度額が

六

3／2吻

確定里笛しなければなら

告書な戸ほ︑市民税課へ請求

主催…宇治税務署

徴醤ぺ収入証明書な戸を

正しい申告と納税を

〜4時半

福祉関係や国民健康保険の関

ける握ほ︑必ず配偶者の

また︑配偶者特別控除か受

れなぐ記入しでこださい︒

り︑申告が必要となりました
のでご注意ぐださい︒

午後3時半

午後1時半
‑3時20分

れました︒

適用鳶笞主な改正点は次の

平成二年度分の住民税から

今年度から適用される
住民税の主な改正点

所得額か記入しでｙｙださい︒

消費税

所得税

してぐださい︒

申告する時の注意点

費税

持参しでぐださい︒

また︑所得がなかったひ︑

確定申告
説明会

ています︒詳しぐは︑市民税

すので︑お近ぐの会場をご

太陽神戸銀行宇治支店
紫ヶ丘.
公民分館

3／l困

ご利用ください

期年利五・〇％︑十年を超

年︒利率は︑十年までの短

返済期間は三年から二十

二百五十万円までです︒

勤労者住宅融資

市では︑市内在住のサラ

働金庫と協力して︑住宅資

リーマンのために︑京都労

金か低利で融資していまず︒

える長期年利五・一丑禦孝︒

政係︵内線２９１︶へお問い

詳しぐは︑商工観光課労

融資額は︑新築・購入が

中古の住宅やマンションの

三十万円から五百万円ま刄

合わせください︒

︵商工観光課︶

購入にも融資し示ｙ︒増改

築・修繕は︑三十万円から

する業者は︑二月一日から

二十日までに︑所定の申請

書に関係書類忿原えて︑学

校給食会事務局︵学校教育

課内︶へ申し込んでぐださ

登録が１厄のは︑次の

い︒

①市内または京阪神地域

項目に該︷デる業者です︒

内に営業所があること②相

当な資本で経営洽れ︑相当

額の販売実績があること③

常時営業か続けていること

④引き続いて二年以上営業

していること⑤指定の期Ｅ

時刻︑場所に物資か納入で

万五千二百食分の給食忿作

づく事項盈四だしているこ

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

きること︵五校以占︒

るために︑必要な物資夕登

︵学校教育課︶

とが必要です︒

工事︑測量︑鉛１ コンサル

171︶へお問い合わせく

用度管理係︵ａ０７５剛5

詳しぐは︑同組合総務課

二十八日まで行い水子︒

タント業務︑物品の購入な

︵城南衛生管理鰻ｅ

ださい︒

受け付けを︑二月一日から

札参加資格審査申請書﹂の

どについての﹁指名競争入

平成二年度に発注する建設

城南衛生管理組合では︑

﹁指名願い﹂の受け付け

城南衛生管理組合

平成二年度の登録盈迢

方法で購入していまず︒

録業者制による品目別入札

年間百八土︿日︑一日約一

宇治市学校給食会では︑

納入業者の登録申請

所得税・消

した︒

利用ください︒︵市民税課︶

※時間はいずれも午前10時〜正午と午後i時
(ただし、太陽神戸銀行は午後3時まで)

五時まで︑土曜日は正午ま

2/28團

館
会
民
集
公
倉
野
小

学校給食物資

②宇治市内に事務所︑事業所

4時

係︑所得証明書などの基礎資
料となりまあで︑必ず里に
をしてぐださい︒里易必要
な人が申告をしていないと︑
後日これらの証明書が発行で
孝ません︒ご注意ぐださい︒
申告の必要がない人
①所得税の確定里呈誤税務
署に提出に左人︒

２月20日から市内各所で

出張受け付け

住民税の申告

税は健全な市民社会のルールです。申告期間は、２月15日(金)

で営け付けを行います︒

東宇治消防分署
西大久保集会所

お問い合わせください︒

広
西

2 /27幻

堂
2/23吻

民

申告のことならお気軽に
所

木

公

︵電話444141︶

申告は、４月２日(月)までで既に受け付けています。
2/22團

幡

問い
合わせ
︵内線２５４〜２５６︶

館
2/21f*)

消費税(個人事業者）は4月2（月)まで

所得税・消費税・・・宇治税務署

豊かなまちづくりのための貴重な財源であり、正しい申告と納
住民税申告の出張受け付け日程

住民税･・所得税は2月16日（金）から3月15日（木)まで
住民税・・・市役所市民税課

から３月15日(木)までです。申告期限間近になると、窓口が大
変混雑します。申告は早めに済ませましょう。なお、消費税の
伏見信用金庫六地蔵支店
開 公 民 分 館
小 倉 公 民 館
伊勢田公民分館

2/20火

場
会
日
月

1990年（平成２年）２月１日発行（2）

市政だより
宇
第871号

住民税・所得税・消費税の申告

今年も住民税と所得税の申告時期が近付きました。税金は、

1078

課︵内線３Ｒ５︶へ電話で︒
︵息撮興課︑農林茶業課︒
広野公民館︶
市立保育所臨時職員
登録者の募集
市では︑市立保育所の臨時
職員︵アルバイト︶登録者m
集してい未了︒職種は︑保母

ム︑オムニマックスふ実周
映画︶▼対象・・・市内在住の小

印し︑活発な友好交流か遥

年四月に友好都市盟約を調

バンコク市▼定員・：約15

国ヌワラエリヤ市︑タイ国

日脚▼訪問先・・・スリランカ

︵秘書課︶

0688︶へ︒︵商工観光課︶

公開市民講座

▼日程・・・①２月14日困︑日
本ＢＥ研究所所長・行徳哲男
さん②４月11日困︑通産省工
業技術院国際研究協力課長・
八幡和郎さん③９月12日團︑
立正大学経済学部部長・福岡

京大学助教授・舛添要一さん︒

克也さん④10月10日伽︑元東

午後７時〜９時半︵②Ｉ④は
予定︶▼ところ・・・宇治市産業
心一館▼対象⁝宇治市・久御山
町・宇治田原町在住の18歳以
上の人▼定員・・・50人︵先着順︶
▼聴講料・：五千円▼申１ 込み
・・・２月５日側までに︑官製ハ
ガキに住所・氏名・年齢・職業・
性別・電話番号夕記入し︑宇治
青年会議所事務局︵〒胆石

琵琶45I13︑豊⑩3172︶へ

青年会議所︒

︵秘書課︶

当日消印有効▼主催・・面宇治

伊勢田町遊田
石丸加奈子ちゃん
Ｈ元・１・21①

婦人学級

食牛活の冷恚︷蛋な問題

を学習し︑日ごろの牛活に

生かしましょう︒

▼日程・内容⁝右表のと

おり▼ところ・・・小倉公民館

▼対象・・・市内在住の女性▼

定員・・・25人︵先着順︶▼受講

料・：無料▼保育・：２歳以上

の幼児10人︒おやつ代二百

五十円必要︒学級申し込み

時に併せて▼申し込み・：小

示倉公民館︶

倉公民館へ電話か来館で︒

女性の勉強室

〜車いすで生活する〜

﹁障害はあっても︑みんな

と一緒に働脈たい﹂﹁人間

らしい生きがいのある牛活

がしたい﹂１そんな障害者

の願い令兄なで考兄なが

ら︑社会の問題に目を向け︑

社４Ｒ参加客呈しまず︒

▼日程・内容・・・右下表の

とおり▼ところ・・・中央公民

館▼対零・・市内在住の女性

▼定員・：30人︵先着順︶▼受

講料・・・無料▼保育・・・︱歳以

上就学前の幼児20人︒おや

つ代二百円必要︒教室申し

込み時に併せて▼申し込み

・：２月２日宙から︑中央公

民館へ電話か来館で︒

吊央公民館︶

公民館土曜講座

私たちの身近なことがら

について学び柔ｙ︒二月の

▼とき・テーマ・・・①２月

日程は次のとおりです︒

３日出・﹁税制︲各国の税制

と日本の税制の特徴・問題

点﹂②２月17日出・﹁技術革

新Ｉ産業界とくらしの中の

ガイドヘルパー
江崎 美子さん

友好親善訪問団員を募集
ヌワラエリヤへの

35人︵先着順︶▼参加費︵入場

人▼費用⁝約三十万円▼申

ラワーショーに台石せ︑友
好親善訪問団を派遣し康ｙ

ＯＡ講座

城南地域職業訓練センター
では︑次のＯＡ講座を開催︒
申Ｌ込みは︑同センター︵き⑩

ｏ基礎・厚生年金︑船員保険
・：２月１日支払い︵郵便局現
金払いは２月13E︶＝新年金
額３ヵ月分︵1111月分︶十差
額７ヵ月分︵昨年４‑２ｎｉ？Ｒ︶
ｏ国民年金︵旧法︶・・・２月15
日支払いＩ新年金額２ヵ月分
︵12・１月分︶十差額８ヵ月分
︵昨年４−11月忿

か来庁で︒

めてい未丁︒今回︑市と市

▼とき・・・４月９日間〜17

し込み⁝２月20E㈹までに

ので︑ぜひご参加ください︒

国際親善協会では︑同国の

ヤ市と本市は︑昭和六十一

お正月と同市で行ｐれるフ

秘書課︵内線２０８︶へ電話

スリランカ国ヌワラエリ

学校４年生ト高校生▼定員・：

料︶・・・六百四十円︵高校生は九
百六十円︶▼申し込み：大久
保青少年センター︵豊＠74
47︶へ電話か来館で︒
︵大久保青少年センター︶

市民歩こう会

▼とき・・・２月11日面︑午前
８時半京応落駅前簒・吊
の場合は２月18日面︶▼コー
ス⁝京阪宇治駅←黄栗駅←水
晶谷←上醍醐←三宝院解散の
約13･"ii▼準備品・：昼食︑水筒︑
雨具など︒交通費は各自負担
▼問い合わせ・・・木村長次Ｊ︷ん
︵登03633︶へ▼主催⁝宇

フォークダンス

治市歩こラ会︒︵市民体育課︶

初心者講習会

▼とき・：２月４日間︑午前

10時〜正午▼ところ・・太陽が
丘・多目的ジム▼内容・・・基本

▼持ち物・：体育館靴かゴム底

ステップなど▼参加費・・・千円

の靴▼申し込み⁝当日︑直接
会場へ▼問監Ｂｔ⁝岡村光
芳さん︵登⑩4343︶へ▼主

︵市民体育館︶

催・・・宇治フォークダンス同好

子さん︑村田良子さん▼持ち

会︒

−

物・・・エプロン︑三角政ん︒
︿ボーリング教室﹀
▼とき・：２月25旦皿︑午後
CM時〜４時▼ところ・・・松園ボ
ール︵西友宇治店向かい側︶
▼対象・：肢体障害者・車いす
利用者▼内容・：２ゲーム▼参
加費・・・四百円︵靴券含む︶︒

和子さん

技術革新は今／﹂︒いずれも

師

講

容

きれいな選挙を推進しましょう

公職選挙法が改正
になりました︵発表参照︶︒
市民の皆吸んも︑これを契

や︑選挙人が候補者等に寄付
の勧誘や要求M＾ることは︑

公職選挙法の一部が︑二月
一日から改正鳶笛した︒こ
︵有資格者か保育に意欲のあ

登録者の中から必要に応じて

る人︶︑用務︑調理のいずれか︒

三ない運動こま旦層進め
選考し雇用し柔す︒登録m
望する人は︑市販の履歴書に
必要事項︵保母資格のある人
は必ずその旨も︶か記入し︑

︵保育課︶

写真をほって保育課へ申１ 込
んＰvださい︒
ふれあいセンター
おはなし会
▼とき・ところ↑・・２月６日
脚＝伊勢田︑２月７日困上ｍ
道︑２月14日伽＝平盛︑２月
21日陶︱横島︒時間はいずれ
も午後３時半トギ時▼内容⁝
紙芝居︑お話︑読み聞かせ︒
︵ふれあいセンタ ︲︶
社会見学会

８時半集合〜午後ｔ時︵専用

▼とき・・・２月11日㈲︑午前

︿田料
教
﹀持ち物・・・エプ
晴理
一郎
ポ室
ん▼

学館︵展示室︑プーフネタリウ

バス︶▼ところ←ハ阪市立科

デイ・サービス

申し込みは︑いずれも二月

用出
具▼
申で
し込
・惹
：自
振議
興 心一
八記日
ま
にみ襲
祉冶協

︵ロ
豊ン⑩
︑5
三角
6
政5
ん︑
0ふ︶
孝へ
へ筆
︒

き
２学月
2・日
京▼
都と
調理
師⁝
専門
校2
教授
山閑︑午後

講料・・・無料▼講師・・大和学園

人▼定員⁝20人︵先着順︶▼受

野公民館▼対象・・・市内在住の

10時〜午後Ｌ時▼ところ・・・ぶ

▼とき・：２月14日團︑午前

していただぐ講貿聊ず︒

事と米︵ごはん︶の良さか見直

栄養のバランスがとれた食

食生活講座

お知らせ

ください︒︵選挙管理委員会︶

からない選挙の推進にご協力

ていただき︑きれいな︑金のか

い・求めない﹂の︒明るい選挙

機に﹁贈兌防・営け取≪ａｔ≪

手帳︵身体障害者え努痔っ
てり？ハは︑その手帳も併せ
て︶と回聚痔って︑福祉年金
課社会係︵内線１２５︶へお越
しぐださい︒ ︵福祉年金課︶
内部障害者への
旅客運賃割引
内部障害者に対する旅客鉄

︵福祉年金謬

3/15 生活環境と食生活を
考える
困

午雰底７３時半▼ところ

公民館映画劇場

京都の文化や伝統産業を

▼とき⁝２月10日出︑午

映画で紹介１ ぷチ︒

後１時から▼ところ・・・中央

公民館▼入場料・：無料▼上

映作品・・・﹁京都の文化胆︑

︵中央公民館︶

﹁よみがえる文化旅︒

日本画教室

あなたも日本固奮望星

を学ぶことで︑描く楽しさ︑

せんか︒日本回特有の技法

▼日程・内容・・・左表のと

喜びを味わってぐださい︒

おり▼ところ・・・中央公民館

▼対象・・・市内在住の人▼定

員⁝20人︵先着順︶▼持ち物

はあっせんしまｙ︶︑白い皿

・：筆旦ふ︵中・小＝ない人に

り︶︑筆洗い︑エブロン︑タオ

３枚︵大局︒ ︑中輿︑ ︑小８

ル▼材料費・：千八百円︵顔

料・パネル・紙代︶▼講師

し込み・・・２月２日脚から中

・：日展・権貴玉さん▼申

︵中央公民館︶

央公民館へ電話か来館で︒

※時間はいずれも午前10時‑正午

※時間はいずれも午前10時〜正午

送迎の必要な人は相談に応

社会保険相談所

襲撹険相談専門員が相談

▼とき・ところ・：２月９日

に町兄子︒

色(II)

完成. 鑑賞

※時間はいずれも午前lO時〜正午
女性の勉強室の日程と内容

料▼講師・・・京都新聞計論説

彩

3/14
閑

５

・・・中央公民館▼受講料・・・無

3／7
團

同和問題を考える 同和対策室長
善法保育所長

︵中央公民館︶

３

４

３／８
困

委員・久津間保治さん︒

色(I）

道㈱の鉄道・航路と国内航空

じ柔ｙ︒ ︵社会福祉協議会︶

年金の差額支払い
基礎・国民・厚生年金など︷

吻︱木幡公民館︑２月23mi
＝菟道ふれあいセンター︒い

︵福祉年金課︶

ずれも午後Ｌ時半〜４時︒

彩

宇 治 市 杜 会 福 祉協護会
４ ３／８
ボランティア活動とは a 崎 六 士 さん
困
〜宇治の実践から〜

2/21
團

実

４

高橋

者

２

内

体験

日本画とは、下絵づくり

障害をもっているって 京都障害児福祉協会
村上 高久さん
どんなこと

2/15
閑

１

〜障害児をもった親と
障害をもoた立場から〜

３ 3／1
困

2/14
俐

３／１
困

高橋和子さん
小倉公民館登録サ
ークルわかめの会

年2月生まれ）を募集しています。
広報課へご連絡ください。

車いすが私の足

１

会社の運賃割引が︑二月一日
から適用 ￡栄子︒割引か莉
用するには︑前もって身体障
害者手帳に記入追加・訂正が
必要です︒下表に該当Ｔ？ハ

年金額が昨年四月にさかの″
つて引啓占Ｚ元︑この蕊一

︿２月の支払内訳﹀

が本年二月に支払ね祭チ︒

この欄に掲載するお子さん（元

３

高橋

2/22
閑
●●

内

回 月日

和子さん

安全な食生活を考える

２

消B生活コンサルタ
ント・家庭栄贅研究
会全国委貝

2／15
ｍ 子供の食生活を考える
●●
30

2/‰ 月･木 S ８ 10
21

習

師

容

１

:゛万jJJy
^示教l'O々/'

8千円
1!（ロータス）

〈休験学習〉
車いすで生活する
〜車いすで町へ出よう〜

日本画教室の日程と内容

婦人学級の日程と内容

月日

公民館のお知らせ

かなちゃんはテレビが大好き。
おにいちゃんに負けない元気な子
に育ってね。

≫i≪S行日平成2年２月１日
m施行日
平成2年２月１日
※寄 付 金銭、物品その他の財iS上の利益の供与等（花綸、供花.
香典．祝儀等を含む）
●候楠者等 公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、公職にある者
※公民推停止上記のF則かfvせられた者はa判所ヵ叫別の判断をしない限り5年間は公民t勧停止される．

は︑身体障害者手帳夕痔って︑
早めに福祉年金課障害福祉係

︵福祉年金課︶

irうこi*たはlfl腸
ｌ級・3)1 l破･3紐･4級
に障害のある人

回
･゜
☆ﾝ… ?f??ま回jWgEや?y
…｡

いわゆる ・候補者等､後援団体のいわゆる名刺広告は､r則をもって禁止。 罰金
名刺広告 ・威迫して名刺広告を求める行為については.罰<＼をもって禁止。懲役、禁鋼または罰金
の栞止

罰則か石つで禁止洽れること

･fS補者等を名義人としてする寄付は,

講

6千円
2/2拓4水･土0 0 ６ 10
ワープロ

火･金1 8 14 20 1万4千円
パソコン(初級) 2/翫o

受講料
定
貝
囚
回
数
図

時
間
曜日

期間

罰則をもって禁止。

の改正で︑候補者等の寄付
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10時〜正午、13時

社会福祉協議会の法律（定貝10人）・年

ＨＡＷ)の健やかな成長と

２月15日

歯の教室

なお︑百日せきにかかった

でお越Ｌｙ︑ださい︶︒

２月２日から10会場で

三種混合予防接種
二月二日令？り三月にかけ
て市内十会場で︑三種混合予
防接種︵百日せき・ジフテリ
ア・破傷風︶舎行い李ｙ︒
日程・会場など詳しぐは︑
平成元年度版﹁市民カレンダ

▼対象・：２歳〜４歳の幼児

ーと手びき﹂をご覧ください︒

：

▼とき・・・２月15日出︑午
後１時半〜３時半▼ところ

第１期終了後︵３回目から︶︑
１年〜１年６ヵ月の間に１回

ゝ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●￨●●●●●●●●丿●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●･♂

額の算定、訴訟や調停のしかた、自賠責保

9日吻

7日南

6日脚

地区

り︑４歳〜︱歳未満の幼児で
まだ接種していない人は︑二
種混合︵ジフテリア・破傷風︶

灸蕩とも︑車での来場は

を同時に行いまず︒

︵保健予防課︶

ご遠慮ぐださい︒

員・：50人▼内容・・・○赤ちゃ
んの牛吝と歯について＝保
健婦○虫歯予防について＝

︵おやつの試食︶＝栄養士

歯科医師○赤ちゃんの食事

○歯科相談︑離乳相談︑育児

○歯の劈男工料衛生士

相談︑乳児の体重測定︵希
望者だけ︶▼申し込み・問
ｋＢせ・：素保健所︵豊

駐車場所

︵里擬健所︶

⑤2191︶へ電話で︒

駐車時間

そよかぜ号巡回日程

岡屋小学校

3・04・01・3ｊｌ・2

南部小学校
木幡公民館前

戸山集会所横
10⁚00111羽晶

福角

14⁚40〜15⁚30

羽戸山
岡屋

3・Ｏ・4・01・3ーー・六
0地蔵公会堂前

13一30〜15⁚30

4・06・01・2〜︱・0

西小倉中学校北門

万福寺駐車場
汚水処理場横

大0
久0
保小学校
15⁚00〜16
4・05・01・Ｏ〜1・
北
3 棋島小学校

ヶ原蔭田緑地
13硲115⁚3緑0
13⁚30〜14一30 開公民分館前

4・06・01・4〜︱・0

平盛小学校

3・04・01・3ーー・2西大久保小学校

Ｏ・01・01・Ｏ〜1・0

旦椋公会堂前

5・06・01・Ｏ〜1・0ユニチカ社宅前

3・04・01・3〜1・2南落合12の通り八木ガレージ

10⁚00〜11Ｉ．Ｃ＞0

南小倉小学校

北3
小0
倉小学校
1330〜15⁚

︑4・05・01・2〜1・2

3・04・01・3〜1・0志津川バス駐車場

Ｏ・01・01・Ｏ〜1・0

14品〜15泌

Ｏ・ＯＩ・01・Ｏ〜1・0南陵第2児童公園

1430〜1540

平尾台第一児重公剛北側道路

明星保育園上ル
13⁚30ー14一10

明星町

御蔵山小学校

御蔵山

黄槃

遊田

南陵町

東南山

広岡谷

六地蔵

2日６ 木幡

1日困

移動図書館

未満児の保護者︑妊婦▼定

交通事故の法律問題、示談のしかた、賠償

日

・・・宏程健所▼対隼：１歳

：

○

・

接種Ｏ第３期＝小学校６年生

相談あんない

市役所市民相淡室で、消費苦情相談は自
：治振興課で、教育相談は教育委貝会で、
１日曜日を除く毎日受け付け。家庭児童相
●青少年相談(20日、中央公民館13時〜16時)。

の日程は、元年度版「市民カレンダーと
：手びき」に掲叙。ご利用ください。
ｌ このほか, rt?政相談と一般生活相談は
●毎週月曜日（宇治保健所= 9時〜10時半）。

13日叫志津川
14日伽北小倉
15日困南小倉
楓島
16日吻
蔭 山
大久保
西大久保

平盛

20日叫

広野

開

21日伽 緑ヶ原
22日⁝叩

23日㈲北棋島

3・05・01・3〜1・3
伊勢田小学衿
27日ｇ 伊勢田︲
宇治市中央図書館︵容⑩1511︶

表

し尿ｃ城南書生管理組合電話075−631−5171）

燃えないゴミ（清掃事務所内線316〜318）

▼実施方法⁝Ｏ第１期１２歳

i

虫歯予防のために︑歯の教

：

〜４歳未満の間に︑３〜８週

で

室を開きます︒

：

間間隔で３回接種○第２期＝

ｉ会館3階の家政児童相談室(a⑩8698)

宇治地方振興局S@2049、9時〜16時)。

でＩ回接種︵学校で接種でき

：談は月〜金曜日の10時〜16時に総合福祉
●京都府交通事故相談(7日、21日、京都府

なかった児童は︑保護者同伴

金･結婚･登記･心配ごとなどの相談日程
や､行政･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

保険・衛生・相談・移動図書館︵2月分︶

‑15時半）。

保健予防のお
険の利用のしかたなど、お気軽にご相談く
献血

知らせ
ださい。
相談は無料。秘密は厳守。
●９日(関西地区補給処=

2月の燃えないゴミ・し尿収集日程

お願い

し尿収集の届け出を
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