年制
／成９９

Ｉ

宇 洽 琵琶33番地

１ｘ^ 平い

宇治の文化財

宇治市政ダイヤル
,、20−0100

市指定文化財を中心に展示
歴史資料館では︑七月二十一日出から九月九日聞ま
で︑特別展﹃宇治の文化財−市指定品を中心にＩ﹄を
開催︒市内の仏像や考古遺物をはじめ︑貴重な文化財

接大地に残してきました︒

な生活を営み︑その足跡を直

ろに︑明日の幸せか祈り続け

後世に受け継がれなくてはな
財
り
せん・
︒ 民俗文化
無ま形
茶のふるさと

て︑その大切さが認められ︑

市では︑長年︑社会の発展

←御園←町並︵長谷川コー

御蔵山←西住宅←幼稚園前

︿応募資格﹀市内在住で︑

木幡←木幡山手町←南木幡

ヒー館前︶←御蔵山参道←

後の部とも同じです︒

大正９年９月16日以前に生

←病院前←黄奘←平野町

まれた人︵今年９月15日現

在︑満70歳以上の人︶︒

戸一笠取方面＝・笠取小前←

隼上り・新田←森本←三室

称名寺下一志津川方面＝・志

︵重永医院前︶←菟道高校←

って︑はがきでぷｆ治市福

津川︵竹久酒店前︶←白川

定員は︑約2500人︒

祉部高齢者福祉課へ︒記入

︿応募方法﹀左の書式に従

が不十分な場合や電話での

車庫←京阪宇治←宇治橋西

詰︵都計道路︶←ＪＲ宇治

︵茶研前︶一宇治方面＝・宇治

駅←総合庁舎←宇治市役所

申し込みは受け付けません︒

選し︑その結果を通知しま

一目川方面＝自川←大河原

申し込み多数の場合︑抽

後︶は︑希望ｚおりになら

す︒また︑時間︵午前・午

︵京阪宇治交通了横島小学

校←横島←中研前←宇治橋

ないことがあります︒

西詰︵県通り︶←県神社一＝一

︿応募期間﹀７月２日剛〜

軒家方面＝・三軒家︵京阪バ

ス停︶一浮面方面＝・浮面←

７月31日㈹︵当日消印有効︶︒

名木北口←西小倉︵旧伊勢

︿問い合わせ﹀高齢者福祉

課高齢者福祉係︵内線３３

田︶←北山住宅←小倉住宅

３︶へ︒

←近鉄小倉←小愈︱蔭山︱

︿記念品﹀参加者には︑会

場で記念品︵紅白まんじゅ

に貢献してこられた高齢者

の皆さんに︑敬老の日を楽

器などは︑昔の人たちが何を

たり︑丁寧に書き写したり︑

お経竃木に彫って印刷し

代の終わりに完成された手も

茶づくりの中でも︑江戸時

ださい︒

けます︒多数お申し込みく

日側から︑はがきで受け付

参加申し込みは︑七月二

は︑９月Ｈ日号の市政だよ

ス停と同じです︒発車時刻

を除き︑京阪宇治交通のバ

留所は次のとおりで︑一部

バスを運行︒専用バスの停

田︵中西石油前︶←城南高校

原ロ←近鉄大久保←ＪＲ新

久保方面・：日産車体←緑ケ

道伊勢田︵京阪バス停︶一大

道大久保工新電機前︶←国

︵高齢者福祉課︶

←神明←城南荘！西町︒

ｍ 宇治市福祉部

便

回 高齢者福祉課行

□

・

ｍ 宇治市宇治琵琶33

一東宇治方面：巾住宅←

りでお知らせします︒

木方面⁝名木←緑ケ原←国

宇治郵便局←ユニチカ一名

思い︑どのぷつに生きたかを

あるいは仏の姿か穏に描くな

み製茶法は︑最も手の込んだ

と午後に一回ずつ実施︒

︿ところ﹀文化センター大

ホール︵折居台１丁目︶︒

︿内容﹀式典と催し︵プロ

出演者による演芸と宇治市

少年少女合唱団による合唱

を予定︒プロ出演者は︑決

まり次第市政だよりでお知

らせします︶︒午前の部・午

敬老祝金は︑九月上旬か

︿送迎﹀例年どおり︑専用

う︶をお渡しします︒

教えてくれます︒

作業です︒機械化が進んでも︑

ーで︑整置を開催します︒

九月十五日脚︑文化センタ

１ て過ごしていただこうと︑

はがきで申し込みを

︿とき﹀９月15日冊︑午前

ど︑今その時の幸せと死後の

れる研修会で︑先輩の指導を

若い茶業家たちも︑毎年開か

通じて伝えられます︒現代の

本来の技は︑やはり人の手を
て現代に伝えられました︒
歴史資料
古い地図や記録

は︑美しい書や絵画作品とし

安らかな世界か求める気持ち

ものは︑やはり仏像です︒平

宇治の文化財を特徴付ける

仏たち 彫刻

そこから出土した土器や石

跡が数多く発見されています︒

をはにゐ︑集落跡や古墳・寺

市内でも︑縄文時代の遺物

たのでしょう︒
さ
書籍・絵画
文字や絵の美し

私たちの祖先は︑さまざま

蔵文化財
大昔の宇治 埋

約四十点を︑五部構成で展示します︒この機会に︑ぜ
ひご覧ください︒

7月1日 友好都市盟約締結へ

かつての地域の景観をあら

受け︑宇治茶の伝統を守り継

わす古い地図や︑人々の歩み

演会
特別展 記念講

いでいます︒
時代の終わりから鎌倉時代の

を書き記した文書・記録の類

Ｕうぉう
あみだにょ・｀いざぞう
等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像

初めにかけてつくら元た仏像

は︑美術的な価値とは別に︑

敬老祝金の支給

ら︑地域ごとに︑日時と場

※専川バス（市が運f)｡自家川車。
‑
その他のいずれかを記入してく

はもとより︑市内には︑平安

宇治に生きた人たちは︑こ

地域の歴史焦諮るものとし

も︑数多く残されています︒

れらの仏たち衆心のよりどこ

２時から▼ところ：文化セン

所を決めて︑受け取りに来

※午前の部か午後の部かどちらか
ｰ‑
を記入してください。

特別展
カナダーカムループス市と

宇治市は︑七月一日︑カナダー
カムループス市との間で︑末長い

カーヌワラエリヤ市︑中国・咸陽

ター小ホール▼テーマ・講師

ていただきます︒敬老会の

）

利用する交通機関(

各地域ごとに

市に続く三番目のものです︒

宇治﹂＝奈良大学教授・井上

・：○﹁仏教美術史上における

氏 ?■ （ふりかな）
屯話番号

友好交流を目指した友好都市盟約

調印式は同市ｊ□幻れ︑宇治市

詳しい日程は︑八月二十

会場ではお渡ししません︒

)。

希望時間（

郵便はがき

敬老会参加申込書

▼とき・：８月25日出︑午後

からは︑池本市長を団長とする調

正さんＯ﹃宇治の文化き展

表 (あて先)

裏

夕誇結１ ます︒これは︑スリラン

印団︵四十七ｒハ︶が出席︒一行は︑

一日号の市政だよりでお知

らせします︒また︑対象者

場料⁝無料▼申し込み・：当日

には︑はがきでもお知らせ

します︒ ︵高齢者福祉課︶

直接会場へ▼問い合わせ・：歴

︵歴史資料館︶

史資料館︵豊20・1311︶へ︒

年齢

生年;jii

）

(

ｰださい。
バス停留所r,

示解説＝歴史資料館館員▼入
記念日の記念式典にも参加するほ
か︑市内施設を訪れ︑市民との交
弓忌一める予定です︒
▲カムループス市は緑塁かな都市

1131

所

住

ください。

の人だけ記入して

敬老会を開催

◆この宇治市政だよりは︑再生紙を使っていま→限りある資源を大切に◆

※市か連行才る･厚川バスをご利川

９月15日（祝）文化センターで

同市の市制記念日・カナダ国独立

ト隼上り瓦窯跡︵がようあと︶出土品

⑩

電話（0774）22−3141

慄t

歴史資料館

課
報
広
編集

〒 e n京都府宇治市

察
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第886号

京都府宇治市
発行

７
市政情報いつでも24時間

▲初めてのぞく天体望遠鏡にドキドキ。レンズの向こ

には土星の輪が（昨年8月12日、炭山キャンプ場で）

食分︶▼講師・：明星天文館館

費として人1000円︵２

テーションで連絡▼費用︱・食

いもの︶②第１回のオリエン

物・・・①筆記具︑懐中電灯︵小さ

円▼持ち物・・・汚れてもいい服

二三枝 ︷ん▼材料費・：２００

元市襲薮育指導員・加賀爪

定員・・・30人︵先着順︶▼指導・・・

市内在住の小学１４年生▼

り・・時間は午後Ｌ時半Ｌｔ時
▼ところ・・・中央公民館▼対象
・・・市内在住の小学基笙から
中学生▼定員・：苧︿︵先着順︶

夏休みこども映画会
▼とき・ところ・；左表のと

治天文サークル﹁夢昇？ｙ申

長・江上賢一言ん▼協力⁝宇

ニール袋▼申し込み⁝７月２

ぞラさん︑タオル︑スーパー

服装︵エプロンなど︶︑筆記具︑

シ章ヘタオル︑スーパーのビ Ｏ円▼持ち物・：汚れてもいい

装︵エプロンなど︶︑筆記具︑ぞ 若井顎賢兄▼材料費・：２０

せ・：各公民館か各ふれあいセ

・：当日直接会場へ▼問い合わ

ョン︶▼入場料⁝無料▼参加

エノキ︵いずれもアニメーシ

おり▼上映フ″ルム・・・いじわ
包・ランずの涙ヽ低の

し込み・・・７月２日側から︑中
日間から︒中央公民館へ電話

ンター︵槙島＝豊21．２７０８︑

▼指導・：炭山子供会世話役・

央公民館へ電硲集館刄

平城Ｔ豊44・７４４７︑菟道＝
豊21･
ＣＭ７０３︑伊勢田＝豊22・

筆︵３回目だけ︶▼申し込み⁝
７月２日側から︑中央公民館

▼とき・・・７月24日叫︑開場

ゆうあい劇楊

1503︶へ︒

のビニール袋︑︒水彩絵の具・

夏休みシニア教室
〜土笛をつくる〜
自分の好きな形の笛を作っ

▼日程・内容⁝左表のとお

てみよっ︒

へ電話か来館で︒

か来館で︒

夏休みこども教室
〜土鈴をつくる〜
いろん窪易鈴ができるよ︒
▼日程・内容・：左表のとお
り・一時間は午前９時〜正午▼
ところ・・・中央公民館▼対象⁝

⊇

ふ……●木幡公民館1

jポ幡内畑34二7
夏休みこども
スタンプクラブ

美しい切手でアルバムを

▼とき⁝７月 八丿日廊・30

作りませんか︒

日側︑午前10時〜正午▼と
ころ・・・小倉公民館▼内容・・・
記念切手などを使ったアル
バム作り︑郵便の話▼対象

定員・・痴人︵先着順︶▼指導

・・・市内在住の小・中学生▼

・・：宇治郵便局局員︑

●●●●●●●●●

（

ーツゼリーとジュース▼対

前９時〜正午▼内容・：フル

ン︒

おはなし会

▼とき・・・７月１１い日南・25

日南︑午後３時半〜▼参加

：当日直接同センターへ︒

30組︵先着順︶▼参加費⁝無
料▼申し込み・：市民体育課

子︵小学生以上︶▼定員・：

︵内線４７８︶へ電話で︒

▼とき・・・７月17日叫〜８

後６時１９時︵全６回︶▼と

月２日㈲の毎週火・木曜︑午

対象・：市内在住・在勤・在学

ころ・・・黄聚テニスコート▼

40人▼参加費・・・無料▼申し

の20歳以上の女性▼定員・：

込み・・・往復はがきに住所︑

氏名︑生年月日︑電話番号を

書き７月６日面︵消印有効︶

までに︑市民体育課﹁硬式テ

ニス係﹂︵〒Ⅲ宇治琵拷︶

歩こう会

へ︒応募多数のときは抽選︒

▼とき・・・７月８日間︑午

前８時20分ＪＲ宇治駅前集

合︵雨天の場合７月15日間︶

▼コース・：ＪＲ宇治駅←天

理駅←山の辺の道←三輪明

神←三輪駅←ＪＲ宇治駅解

散の約13J▼準備品・・・昼食︑

水筒︑雨具︒交通費は各自負

担▼問い合わせ・・・木村長次

岑ん︵容21・3633︶へ︒

1132

電和447447

大久保町平盛30ー4

西▼
宇と
治亭
公：
園７
プ月
ー1
ル5
▼E
対㈲
象︑
⁝午

象・・・市内在住の小学１年生

▼とき・：７月31日㈹︑午

冷たいお菓子づくり

料費・：Ｉ組２００円︒

指導・：加地由美子Ｊ︷ん▼材

大久保青少年センター

申し込みは同センターへ

電話か来館で︒

親子手作り教室

前
５９
時時
半〜
〜正
７午
時▼
半内
▼容
と・
こ：
ろ竹
・馬
：︑

市︿
内竹
在の
住お
・も
在ち
勤ゃ
・作
在り
学﹀
の母と

趣奨器員▼申し込み・：小

以上︵先着20人︶▼材料費・・・

月14日出116日側︑午前10

・：３５叉▼申し込み⁝７

500円︵指定かばんのあ

▼対象・・・小学２年生以上の

▼ところ⁝黄柴公園プール

月５日面︑午前10時〜正午

▼とき・・・７月習忖〜８

水泳学園

婦人硬式テニス教室

健康な子賜石▼受講料・：6

る人は6000円︶▼定員

１００円▼持ち物・：エプロ

水鉄砲︑竹とんぼなど▼
日困︵22日聞か際く︶︑午後

第４回人形劃夏まつり

▼とき・・・７月21日出︑午

前10時〜正午▼ところ・：小

倉公民館▼演目⁝ねずみ経

︵小倉子芦ぢ人形劇団︶︑鬼

は内・福は外︵ラデ″″シ

ュ︶︑島ひきおに・大型紙芝

居﹁西宇治の茶﹂︵夢ふうせ

込み・・・当日直接会場へ︒

ん︶▼入場料・：無料▼申し
日本郵

●●●●●●●●●●

料理ｙ対竿小学４年生か

ら中学生ｙ定員・・・各20人 １

︵先着順︶ｙ参加費・・・無料こ

持ち物⁝エプロン．三角き・

ん︑ふえ︑筆記具ｙ申し １

込み⁝７月２日側から︑小１

倉公民館または木幡公民館・
いずれも午前９時半〜午後 へ電話か来館で︒

その親︵先着30組︶▼材料費
母と子の水泳教室
⁝１組２００円︒
へ▼主催・・・市水泳協会︒
︿染色造花づくり﹀
昌三さん︵a22・3777︶
▼とき・・・７月26日出・８
参で︶▼問い合わせ：上林
月３日吻︑午前10時〜正午
設テントで︵印鑑・受講料持
▼対象・・・市内在住の小・中
時〜午後４時に同プール特
学生とその親︵先着20組︶▼

倉公民館へ電話か来館で︒

白
0……
・●●●

広野公民館
夏のこどもクラブ
こμ石クラブに参加し︑
夏休み令右有意義に過ご
そう︒
▼日程・内容・：下表のと
おり▼ところ⁝広野公民館
▼対象・：市内在住の小学生
▼定員⁝30人︵先着順︶▼参
加費・：無料▼申し込み・：７
月２日側から︑広野公民館
へ電話か来館で︒

いつもはだれかに作って
もらっている食事を︑自分
で作って︑みんなで食べよ

▼とき・ところ⁝７月31
日脚ａ小倉公民館︑８月24

,ﾀﾞ'Jゝ倉丿町,j寺内91

対象
▼・
と・
き・
⁝市
７内
月在
1住
7の
日小
㈹学
〜生
2と
5

小倉公民館

ゾ●享治丿公民館］
日面⁚い木幡公民館︒時間は

0

9

1
=:折居台1:丁目１
万ﾜ昔2o:゛14
1

4
0
8
･］晋21･2

公民館夏休みこども特集
中央公民館
天体のはなし②８月２日出︑
午後７時Ｆ９時・天体観測と
天文教具の製作︑天体のはな
し▼ところ・・・中央公民館▼対
象・・・市内在住の小学４年生か
ら中学生と七の親▼定員・：１

記具︑懐中電灯示さいもの︶

２０組︵先着順︶▼持ち物⁝筆

▼材料費・：１００円▼指導・・・

︲クル﹁夢見

明星天文館館長・江上賢三さ
ん︑宇治大文サ

半〜Ｈ時半▼会場・・・中央公民

＝午前10時・公演＝午前10時

館展示隻蒙▼出演団体⁝和
太鼓サークル﹁渦﹂︵太鼓ばや
し︶︑人形劇サークル﹁とらご
ろつ﹂︵チョロとガリ︶︑ピー

容：左上表の
館▼定員・：各20人︵先着順︶
▼参加費・：無料▼申し込み
⁝７月２日側から︑木幡公

,;■:申中央丿公民館

１１−︲︲−−−︲︲︲︲１−︲−111︲1111−︲111111−−︲11111

民館へ電話か采館で︒

公民館の所在地

Ｌ時ｙ内容・・・お米昼った ︵保健予防課・農林茶業課︶

市民体育の

μ▼申し込み・：７月２日㈲

８月８日出︑午後７時〜９時・

マーパよパネルシアター︶▼
入場料⁝無料▼申し込み・：当

横島ふれあいセンター 平盛ふれあいセンター

仁広野町寺山t7‑403
宍……酋4卜7
4‑5

３ 7/24詐昌 楽しい料理づくり
(匍

から︑中央公民館へ電話か来

オリエンテーション︑天体観

日直接会場へ︒

木幡公民館

5E道ふれあいセンター
とおり▼ところ・：木幡公民

夏休みこども教室 指作れなづｙ
サークル会員がやさｙ

中央公民館

宇治公民館
広野公民館

7

市保健予防諜栄養十
食生活改善推進貝
若葉の会会員

館で︒

中央公民館では︑﹁親子天

測会︑坦つくり＝中央公民館

催・：若葉の会︒

/
小倉公民館

午後の部
(14:30〜15:30)
午前の部
(10:00‑11 :00)

−︲︲１︲１︲︲１−︲−︲−11111111111−−−1111111111｀

お知らせ

︿夏休み親子天文キャンプ
教室﹀

文教室﹂と︑一泊の﹁親子天

▼日程・内容・ところ・：①

文キャンプ教室﹂か好います︒
②８月Ｈ日出︑午後３時︵木

学５年生から中学生とその親

ンプ場▼対象⁝市内在住の小

測と天体のはなし＝炭山キャ

月12日㈲︑午前10時・天体観

幡公民館か現地に集合︶〜８

親子で︑ぜひ参加しで７ｙださ
い︒
︿夏休み親子天文教室﹀
▼テーマ・・・夏の星座︑月︑土
星︑二重星▼日程・内容・・・①
７月31日㈹︑午後７時〜９時・
▼定員・：20組︵先着順︶▼持ち

親子クッキングルーム

料理にチャレンジするとと
もに︑栄養や食べ物のありが
たさについても考えてみまし

▼日程・内容・・・下表のとお
り︒時間はいずれも午前10時
〜正午︑２回目だけ午前９時
半Ｉ午後１時▼ところ・：宇治

夏休みこども映画会の日程

≒魯32・82

夏のこどもクラブの日程･内容

親子天文教室

づき22べご4
６ 8
ド●広野公民館）

市刀ﾎﾞｰ･壇輿審議食委貫
今西圭子さん

のびのび身体を
２ 7/23
闘 巧詐
動かそう

加藤敦子さん
大槻喜代子さ･ん

１ 7/21午〜i l正￨ l午{ ≫ J楽しく歌おう
出

伊勢田ふれあいセンター
木幡公民館

7/24
肉
7/25
困
7/26
困
7/27
吻
7/28
出

星空ンにロマンを求めて
天体観測とプラネタリウム︑

ほんやきのかまだし、かんしよう
３ 8／2
附 おわりのあいさつ

宇治公民館

すやきのかまだし

4小倉ﾌﾟ公奥館

師

講

容

内

回 月日 時間

２ 7/28 え を か く 、 い ろ を ぬ る 、 ゆ う や く を か け る
出
〈本焼き〉公民館で行います

公民館▼対象・・・市内在住の小
学４年生から中学生とその親

みんなで楽しく
チャッチャッチャｙ 加藤敦子さん
大槻喜代子さん

４ 7/25
(羽 惣穴

ミー

指導サー刀ﾚ

素焼き釜出し、色をつける
鑑賞、mm式
８／９
困

容

▼定員・：20組︵先着順︶▼材料

夏休みこども教室の日程・内容

＼

こども料理教室

２ 7/26
(村 中をくり抜き音を出す
〈素焼き〉公民館で行います
食
活の
改会
稗会
推員
進u
■
7/24 親子そろって料理実習
) ･i,‑気
('≫
「ライスピザ、テリーヌなど」
7/27 食器づくり実習
クラフト作家
吻 ｢木製スプーンとフォーク｣
野田真三さん

形をつ､くるi鈴とすきなもの)

費・：５００円▼申し込み・・・宇

Ｗ②7 /3i心

夏休みこども教室の日程･内容
治公民館へ電話か来館で▼共

'2)7/31(≪

習
字

市内<i＼iのぞうきん･エプロン 陶芸サークル
小学３年生
彩炎
〜中学生
①7/23111)
午ttl時令‑4時

サークル紅
市内衣住の
小・中学生 習字道輿
①7/2:≪il)
午mill時〜正午

四季彩
彩
絵

持 ち物
日 時
対 象
R7/23(liしｎ 市内佃上の 絵の具やクレバス
②7/MU)
小・中学生
など絵をかく道具
卜生案「絢≪｣9>J半
内容

１ 7/25 開講式、オリエンテーション
(伺 笛の形をつくる
7/23 料理の前のお話
市保健予防課栄養士
卯 ｢今の食事は栄養不足？心不li'｣

３
子どもが主人公

フランス粁理ンエフ
藪田 進さん

甘 ｢お東子づく')jと｢食t.のマナー｣

夏休みシニア教室の日程･内容
親子クッキングルームの日程･内容

公民館で行います
<素焼き〉

容
内
月日
回

師
講
容
内
月日

はじまりのあいさつ、オリエンテーション

１ 7/21
出

内
回 月日

1990年（平成２年）７月１日発行（2）
り
i攻だよ
市
治
宇
第886号

もらい︑﹁平和こそが次代への
遺産﹂との願いを込めてど

▼とき・：７月30日卯〜31日

島訪問団し寡集し手︒

脚▼訪問先・：広島市︵原爆ド

お知らせ

スを利用︶▼対象・：市内在住

をテーマに︑毎月一回開講し

企画で﹁京都のくらいと産ぎ

京都文教短期大学との共同

市民土曜講座

の小学校６年生と中学校１年

まず︒ぜひご参加ください︒

ーム・平和資料館なべ市のバ

生▼募集人数・・・25人︵応募者

▼日程・内容・・・左表のとお

多数の場合は抽選︶▼参加費
・：無料▼応募方法・・・直接来庁

込み・・・中央公民館︵豊20・14

▼ところ・：中央公民館▼申し

り︑時間は午後２時〜３時半

①住所②氏名③学校名④学年

11︶へ︒

か︑はがきに﹁広島参加﹂と︑

⑤保護者名⑥電話番号を書き︑
︵中央公民館︶

７月12日出︵当日消印有効︶ま
でに︑企画管理部総務課︵〒611

オ店︑カラオケボ″クスな

活動として︑レンタルビデ

▼とき・・・７月16日側︑午前

あなたも味わってみませんか︒

10時〜午後Ｌ時半▼ところ・：
木幡公民館▼指導・・・スリラン
カ人・ツシターアラハコーンさ
ん︑スリランカ友の会会員▼
定員・・・20人︵先若順︶▼材料費

ロン・女兄・三角声ん・筆記

・：1000円▼持ち物・・・エプ

具▼申し込み・・・７月２日側か
ら材料費忿添え同公民館︵容
ｙ一・Ｂ２９０︶へ︒︵木幡公民館︶

ふれあいセンター
おはなし会

▼とき・ところ・：７月３日
脚＝伊勢田︑４日困上兎道︑
い１１一日困＝平盛︑18日困=K島
の各ふれあいセンターで︑午
後３時半〜ｔ時▼内容・：紙芝
居︑おはなし︑読み聞かせなぺ
︵ふれあいセンター︶

育成学級 大学生
アルバイト募集

夏休み中︑市内小学校の育
成学級︵準童保育︶で︑児童の
指導補助に当たる︑大学生ア
ルバイトタ雰集していまず︒
詳Ｌぞは︑７月７日出までに︑
社会教育課︵内線４７６︶へ︒
︵社会教育課︶

︵商工観光課︶

▼とき・：７月20日面︑午後

こころの電話Ｔ雲24・Ｏ

点目標に︑次の運動を実施︒

住民の理解夕求める﹂を重

止と更生援助のため︑地域

ってね。

名前のとおり健mで朗らかに育

この欄に掲載するお子さん（元年
７月生まれ）を募集しています。今月

10日までに広報課へご連絡ください。
七月十九日に満了︵選諾選

付に必要な診断︑補装具の

し︑今後のほ子福祉の推進

生活実態や要望なｙを把握

が実施するもの︒本市では︑

の資料とするため︑京都府

交付や修理に必要な診断︒

なお︑手帳の交付・再交付

までの期間に︑調査員︵民生

七月十日固から三十一日㈹

申請には︑印鑑と顔写真一

枚︵縦四？×横三穆︶が︑補

査にラかがい未了︒訪問の

児童委員︶が対患鮭を調

装具の交付・修理申請には

印鑑が必要︒また︑現在補装

︵福祉年金課︶

も午後１時１４時︒

日出＝広野公民館︑いずれ

日出＝小倉公民館︑７月27

▼とき・ところ・：７月13

社会保険相談所

いし未了︒ ︵福祉年金課︶

際はご協力かよろしぐお願

具か使用中の人は︑補装具

夕痔参してぐださい︒

詳にては︑福祉年金課障

害福祉係︵内線３３４︶へ︒

︵福祉年金課︶

府内に居住する母子世帯

母子世帯実態調査
後１時〜３時▼ところ・・・総

この調査は︑母子世帯の

の実態調査が実施され康司

ところ⁝総合福祉会館▼対

曜日︑午後１時〜３時半▼

▼とき・：７月28日出から

来年３月まで︑毎月示一４土

︽卓球バレー教室﹀

デイサービス

生じた時に︑ペンダントの

し︑救護を受けていただぐ

力者や消防本部に緊急通報

配︑関係者への連絡など

案易確認や救急車の手

緊急通報が入った場合の

ン設置の際の立支□︑

ください︒

ハブ庁舎移設工事が完了し︑

というシステムです︒

をお願いすることになり

協力者には︑シルバーホ

Ｏ利用できる人・・・現に電話

ます︒

ンの設置費と使用料は市

○費用の負担⁝シルバーホ

を設置している所得税非

一人暮らし︑または重度

◇

が負担しまず︒

急時の連絡ま君してシ

に﹁乳酸菌飲料配布事序

は︑安否の確認などのため

碍鬘の一人暮βに薯人に

近ぐに身寄りのない七十

ルバーホンの設置が必要

老人で︑安否の確認や緊

居のおおひね65歳以上の

たきりの配偶者なμと同

の心身障害者もＬｙＸは寝

課税世帯であり︑病弱な

かにあ登録してある近隣協

非常ボタンを押して︑あら ○近隣協力者の活動＝・近隣
市民の皆さんには︑新庁舎
完成までの間︑庁舎の分散や
駐車場の不足などでたいへん
召甕崔お掛けし濠ｙが︑ご
理解とご協力をお願いし康了︒
︵管財契約課︶

年間耕作日数が60日以上一
出委員だけ︶︒これに伴之選 口欠格事項に該当していな

▼貸付条件⁝無利子・無担

を実施してい毒了︒あわせ

Ｏ利用の申し込み⁝まず緊

と認められる人︒

これは︑病弱のため緊急

利用者を募集しまヂ︒

急通報蛮算ける先︵隣近

いこと

所の人と消防本部︶の中

○選挙人名簿・・・本年３月31

時の連絡を必要とする独居

︵高齢者福祉課︶

齢者福祉係︵内線〜３︶へ︒

挙が七月十五日間に行ｐれ

老人や老人世帯に︑ペンダ

から三ヵ所の協力者か戻

社会福祉協議会では︑失

保︒返済は４ヵ月据え置

・５６５

０︶へ︒︵社会福祉協議会︶

福祉協議会︵ＢＲ

住昏俗本奮ほえて社会

に相談のうえ︑申込書に

で︒地区担当の民生委員

▼申し込み・・・７月24日脚ま

以上か返済していること︒

る世帯は︑貸付額の半額

※既にこの資金か昏りてい

世帯は対象外︶︒

スのない世帯︵牛活保護

！倍以内で︑夏期ボーナ

詳しぐは高齢者福祉課高

てご利用ください︒

同委員会は︑選帛選出二

め︑その上で必要書類を

選挙権のない大は投票で

未登録者や︑登録者でも

日に確定の選挙人名簿を
十人︑市農業協同鰻吊理 使用し禾ｙ︒なお︑名簿

ント型の無線発信器を備え

高齢者福祉課へ提出して

事から一人︑市議会推薦の

た電話機をお貸しし︑万一︑

学識経験者五人︑農業共済

Ｒｎから一人の総数二十七 きません︒

市内の一投票区で︒ただ

７時か早後１時まで︑

○投票・：７月15旦皿︑・午前

月８日間︒

大で構成︒今回は選帛選出 Ｏ告示・立候補届け出・・・７
の委員二十令金出するも
のです︒
Ｏ選挙権・被選挙権
剛市内に住所を有すゑＪ歳

業や病気︑事故などで牛居

きの20回月賦︒

し︑東・西笠取地区︑炭山・

にお困りの世帯に︑牛活資

池ノ尾地区は午後５時ま
で︒

金を貸１ 付けまず︒岑け付

以上で︑次のいずれかに

投票所入場券は︑後日発

該当する人︒の悍︒以上

する大④菜務として耕作

内に６ヵ月以上の住民登

の農地か蔵務として耕作

を営な人の同居の親族ま 送し康ｙ︒その他︑詳Ｌでは

けは七月二日囲から︒

収入が牛活保護基準の１・

▼対象・・・７月１日現在︑市
たは配偶者励扱−以上の 選挙管理委員会︵内線４３

録か外国人登録があり︑

内︵夏期年末合計︶︒

▼貸付金額・・・年間10万円以
営む農業生産法人の組合 い︒

︵選挙管理委員心一︶

晨地を業務として耕作を Ｏ︶へお問い４０８＾くださ

夏期貸し付け
くらしの資金

急病で動けない緊急事態が

まず︒

市では︑シルバーホンの

事務所舎簒Ｌました︒

体障害者手帳の交付や再交

合福祉会館▼相談内容・・・身

・▼とき・：７月16日囲︑午

相談は無料です︒

巡回更生相談が行われます︒︒

手定や耳の不自由な人の

巡回更生相談

福祉と年
金のお知
らせ

農業委員心﹈委員の任期が︑ 員吏ほ社員︵口焦狂

七月十五日投票

農業委員会委員選挙

が︑この程議会棟西側のプレ

館三階に仮移転していました

建築課と住宅課は︑産業会

建築課・住宅課が移転

0780︶へ︒︵商工観光課︶

月15日面までに同会館︵豊46・

持ち帰り容器▼申し込み⁝７

▼持ち物・・・エプロン・筆記具・

子さん▼材料費⁝1200円

講師⁝料理研究家・星野美智

労者福祉会館▼定員・：24人▼

貧道藪里
堤 健太朗ちゃん
Ｈ元・６・15①

叩量子︒申し込み・問ｋＢ

8︶へ︒

せは同センター︵豊46・068

Ｌ時１４時▼ところ・・・城南勤

料理教室

城南地域職業訓練センター

８００▼受付時間・・・午前

委員会では︑﹁少年の非行防

９時１午後６時︵日・祝日

導センター︶

実施委員会・青少年指

︵﹁社明﹂運動宇治地区

○ポスター掲ふによる啓発︒

語募集と入選発表

な小・中学生からの運動標

街頭啓発パレード

Ｏ８月５日㈲︑宇治橋通り

啓発ビラ配布

ら︑主要ターミナルでの

Ｏ７月２日㈲︑午後５時か

協力をお願いし康ｙ︒

市民の皆４λのご理解とご

明運動︶月間﹂も始まりま

﹁社会か萌るぐする運動︵社

同にこ七月一日からは︑

◇

ただ１ 王曜日は正午まで︶

後５時︵日・祝日奎朕く︑

受付時間・：午前９時〜午

相談Ｔき22・5162▼

の電話査証来室による

剛教育相談室︵保護者など

忿除ぐ︶

川青少年電話相談室︵宇治

では︑右下表のとおり講座を

夏期ＯＡ講座

ＯＡ講座の日程・ 内容

宇治琵琶33︶へ▼問い合わせ

が進んでいるとは言えませ

どへの立ち入り調査を実施

社会を明るくする運動も同時に展開

ん︒青少年の健全育成と非

し︑関係業者への協力か要
請し康ｙ︒

校︑地域社会が一体となっ
て取り組み︑全市的な運動

行防止のためには︑家庭︑学

かな成長は︑全市民の願い

また︑青少年指導センタ

や︑困りごとの相談か行っ

ーでは︑広く青少年の悩み
市では期間中︑少年補導

﹁社明﹂運動宇治地区実施

す︒

シルバーホン（緊急
発信設備付電話）
利用者を募集

・・・同課︵内線４３２︶へ︒
︵宇治市平和都市推進協議会︶
▼訪問先の一つ﹃原爆ドーム﹄

知つていますか

有名なスリランカの食文化倣

の家庭料理︒カレーと紅茶で

今回のテーマ臆スリランカ

スリランカ

京の和粟子１・Ｈ 〃
飯塚教攬
久子さん

てい未了︒どつぞご利用く

8,000
11
20
11
9:00〜16:20 2
11
11
7/23・24
7/27・28 月･火
金･土
Ｕ

土9:00〜16:00 ６ 20 7.000
夏期パソコ:･教室 7/30‑8/4 n

小・中学生の子戸石たちに

七月一日から﹁青少年を
非行から巫もる全国強調月

8･92/9・3/9

ださい︒

ます︒

として展開する必要があり

次代を担う青少年の健や

間﹂が始まりまず︒

茶と生活

委員などによる街頭補導活

６ 10 7.200
7/9〜7/26月･木18:30‑21:00
ロ

〃
前田助tli授
訣子さん

動をはじめ︑社会環境浄化

14 20 16.800

ワ

プ

日

〃
教li
本西キミコさん

6･712/15･?/?2

1・II

核兵器の恐ろしさや戦争の悲
惨さと人の命の貴さを知って

い

市民土曜講座の日程・内容

ふれあいと対話が築く明るい社会

七月は青少年を非行からまもる全国強調月間

広島で学ぼう平和の貴さを

です︒しかし︑本市小・中学
生の問題行動は︑依然高い
割合で発生してい｀予︒ま
た︑青少年瓜驚呑乙環境
も︑好ましい状況へと改善
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パソコン（初級) 7/21‑9/8 水･土18:30‑21:00

ー

回数 定員 受講料
(回) 1人） (円)
時
時間
曜日
期間

名
座
講

皿
北川liti
純三さん
お茶の歴史と生iS I ・11

4･510/13･11/17

糸都文教知期大十教ti
尾関 史郎さん

1･2 7/14･8/11京都産業の課題
・11
３
王朝人のくらし
9/1

師
講
マ
ー
−
ア

n a
講

募集
7月30日・31日
平和のための訪問団

宇治地方振興局豊21･2049, 9時〜16時）。
●23日(<株〉西友宇治店、10時〜正午と13時
〜15時半)。

30日(横島郵便局前、10時〜正午と13時〜
15時半。紫ヶ丘町内会主催)。

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︵7月分︶

9時〜10時半）。
●毎週月曜日（宇治保健所=

ｌで。

日、12日,

1………

19日、26日、社会

26日木

地 区
六地蔵

住宅や生活様式の変化に伴い︑
﹁大掃除﹂があまり行われなくな

しかし︑夏の太陽の下︑家族総出

りました︒

ない場所を掃除すれば住まいも心

で畳を干したり︑日ごろ行き届か

もリフレッシュ︒﹁大掃除﹂は︑清

市では︑今年の﹁大そうじの日﹂

潔で快適な生活環境を作ります︒

mK＜日︑十五日︑二十二日の
日曜日と定めました︒この三日間
の中で︑各家庭の都合の良い日に

▼ゴミの出し方・＝燃えるゴミは︑

ぜひ行ってください︒

週の定期収集日に決めら元だ所へ︒
燃えないゴミは︑次回の定期収集
日にそれぞれ出してぐださい︒多

で連絡を︒個別収集︵有料︶にラか

量ゴミ︑大型ゴミは清掃事務所ま

明星保育園上ル

御蔵山小学校

六地蔵公会堂前

駐車場所．

︵清掃事務所・内線３１８︶

がい毒司

駐車時間

４・
・２
０〜１
５・
・５
０
１

３・
・３
０ＳＩ
４・
・０
０
１

13⁚30ー14⁚10

羽戸山集会所横

平尾台第一
児童公圓北側道路

御蔵山

４
︱・
・０
３〜５
︱・
・０
４

南部小学校
木幡公民館前

心津川バス駐嘔場

万福寺駐車場
汚水処理場横

南陵第２児童公園
西小倉中学校北門

西大久保小学校

旦椋公会堂前

緑ヶ原蔭田緑地

平盛小学校
南小倉小学校
ユニチカ社宅前
伊勢田小学校

北槙島小学校

宇治市中央図書館︵酋20・1511︶

｀″４Ｊｊ ｌＬ４ａｔ１４７１ｘ！ーｊ

14⁚00〜15⁚30

５・
・Ｏ
０〜１
６・
・０
０
１

開0
公民分館前
13泌〜14⁚3
大久保小学校

３・０ ５・０
１・３〜１・３

５・Ｏ
０ーー
６・
・０
０
１

13⁚30〜14⁚20． 南落合12の通り
八木ガレージ

10⁚00〜11⁚10

３・
・３
０〜１
５・
・３
０
１

14⁚40〜15⁚50

３・
・３
０〜１
４・
・２
０
１

Ｏ・０ １ ０
１・Ｏ〜１・０

４・
・Ｏ
０｀〜
５１
・・
０３
１

Ｏ
︱・
・Ｏ
ＯーＩ
ー・
・０
０

13硲〜15泌 北小倉小学校

４・２
１
０〜︱
５・２
０

３・０ ４・０
１・３〜１・０

Ｏ・
・Ｏ
Ｏ〜１
Ｉ・
・０
０
１

３・
・３
０ＳＩ
５・
・３
０
１

14⁚40ー15
岡硲
屋小学校

３・
・３
０ーー
４・
・２
０
１

Ｏ・
・０
０１１
１・
・０
０
１

広岡谷
平尾台
羽戸山
南 部
岡 屋
木 幡
黄 槃
明星町
北小倉
南陵町
遊 田

西大久保

大久保
平 盛

南小倉
臓 島
蔭 山

広 野

開

24日肉 伊勢田

20日㈲

凶日床

18日團 緑ヶ原

17日肉

13日廊

︲日閑

10日肉 志津川

６日廊

５日團

４日南

３日出

日

そよかぜ号巡回日程

移動図轡館

７月８日・15日・22日に

27日㈲ 北横島

・し尿（城南衛生管理組合電話075−631−5171
燃えないゴミ（清掃事務所内線316〜318）

夏の大掃除
定貝１回先着10人）。

ミ
ミミ
ミー
ミミ
ミミ
ミー
−−

宇
＼

第886号

・清潔な生活環境を

●京都府交通事故相談（4日、18日、京都府
献血

1990年（平成２年）７月１日発行（4)

市政だより
川川川印

1

1

1

1

−

1

1

1

−

｀

●青少年相談（30日､宇治公民館13時〜16時）。
相談あんない

●法律相談（5

福祉協議会S22･5650,受付は13時から。

7月の燃えないゴミ・し尿収集日程表

お願い

し尿収集の届け出を
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