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宇治市からは︑池本市長を団

たリバーサイド公園で開催︒

盈匹れるトンプソン川に面し

半︶から︑カムループス市内

温かい大きな拍手が送られま

に署名︒去ぢの人々からは︑

語で書かれた盟約書に︑順

市書記の四人が︑日本語と英

ガグラディー市長・カスク同

平方メートル︶で︑両市長の

た日本庭園︵石庭・約三土ハ

念植樹を挙行︒この日開園し

高さ約四・五メートル＝の記

た木＝スコ″チーパイン︵松︶︑

によって︑宇治市から寄贈し

を込めた﹁サケ﹂の置き物が︑

から召年帰って来る﹄意味

と友好都市盟約か締結したの

これで︑宇治市が海外都市

われました︒

締結を記念すゐ碑の除幕も行

名実ともに︑固い友好のき

するものです︒

かのつ章のい﹂今お願い

にも︑ぜひ宇治市にお越し

いさつから︶

▲日本語と英語で書かれた友好都市盟約書

航行した︵現在も観光のた

めに俵於ている︶︒一八八

五年には鉄道も開通し︑現

在は︑カナダナショナル鉄

カナダ南西部のプリティ″

四年後の一九九三年には百

市制は︑一八九三年に施行︑

道︑カナダパシフィ″ク鉄

ジューコロンビア州に属し︑

︿日系人﹀一八九〇年ごろ︑

周年を迎汽る︒

九年には︑日系人にも選挙

め︑・この地に入る︒一九四

最初の日本人が出稼ぎのた

メートルで︑宇治市︵六十

権が与兄βれ︑現在は︑二

世・三世欠おせ約九百人

が居住︑それぞれの分野で

葉で﹁川が合流する地点﹂の

掘︑交通運輸︑牧畜︵牛・

プ・合板製材︑銅鉱石の採

︿産業﹀森林・製材・パル

活躍している︒

意味︒原住民は︑シューシ

ゴルフなど︶︒新たな産業振

ーション︵釣・乗馬・登山・

興のため︑工業団地の造成

馬が中心︶︑観光︑レクリエ

主として狩漁採集の牛活を

ワップーインディアンで︑

していたが︑約二百年前か

″ジ﹂があり︑学生数は約

︿大学﹀﹁カリブー・カレ

五千人︒日本からの留学も

なμ石行っている︒

業として定住︒十九世紀後

の後︑農業・牧畜などを生

︿景観﹀トンプソン川畔に

受け入れている︒

ら︑白人がこの地に入り︑

半から︑町か形成︑駅馬車

るトンプソン川

▲カムループス市内を流れ

いる︒

て似かよっだ風景となって

観は︑宇治公園一帯と極め

て航行し︑これら一連の景

は︑外輪船が観光名物とし

も見ることができる︒川に

がそびえ︑街のどこからで

はポールーマウンテン︵山︶

橋が架かっている︒対岸に

整備され︑オーバーフンダ

リバーサイド公園が美JfV

の駅が設置され︑外輪船も

毛皮の交換取引を行う︒そ

約千年前から︑この地で︑

語源は︑インディアンの言

︿歴史﹀﹁カムループス﹂の

ち日系人は約九百人︒

︿人口﹀約六万三千入︒う

の約五倍︒

七・五五平方キロメートル︶

︿面積﹀三百十一平方キロ

六十キロメートルに位置︒

バンクーバーの北東約三百

︿位置﹀カムループス市は︑

こんな町ですカムル―プス

７月１日末長い友好を目指して

市は︑七月一日︑カナダ国ブリティツシ・ユーコロンビア州カムループス市と︑
友好都市盟約を締結しました︒カムループス市で行われた調印式では︑宇治市
から︑池本宇治市長と加藤市議会議長が︑﹁両市は︑教育・文化・スポーツ・
経済等の分野での交流を図り︑両市及び両市民の友好と信頼を深め︑さらに世
界の平和と発展に貢献することを確信し︑ここに両市が友好都市として提携す

調印式は︑七月一日午前九

長とする調印団︵四十七人︶

した︒

時半︵日本時間二日午前一時

が︑カムループス市からは︑

二百五十人が︑それぞれ出席

池本市長からは﹁羽ばたき発

は︑昭和六十一年︵一九八六︶

署名の入った友好都市盟約の

しました︒また︑バンクーバー

展する﹂意味を込めた﹁鳳凰﹂

次いで︑ガグラディー市長

総領事館の本田領事や地元選

の蔚策物が︑それぞれ相手市

ガグラデ″１市長や市民ら約

賓として出席︒

四月のスリランカーヌワラエ

飾ることなぐ対等の立場で

今からは︑末長く︑自分を

きたいと思います︒また︑

ました︒

に贈られ︑固い握手か交わさ

出のカナダ国会議員らも︑来

調印は︑両国の国歌演奏と

これらに先立って︑同公園

れました︒

では︑両市長や調印団一行ら

甲府︵州︶・市旗の掲揚の後︑
芝生に設けられた壇の上で︑

リヤ市︑同年七月の中国・咸
１
陽市を合わせて︑三市となり
池本市長・加藤市議会議長︑

両市民は親しい友人

ずなで結ばれ︑私たちは︑

極めて親しぐ接する﹁はだ

宇治市を代表し﹃カムル

このカナダで多くの友人を

私と加藤市議<!Ｒ議長は︑

ープス市との友好都市盟約

得まし巡︒

カムループス市の皆さん
書に署名１ 蚤レた︒両市は︑

mめていただぐことm

いただ哉牢治市民と交流
して︑相互にチを携え︑友

くお願いいたＬｘ乖︒

両市民は︑親しい友人と

好と信頼夕深め︑小さい力

展に貢献できることを確信

︵カムループス市でのあ

し︑ともに力強く歩んｗｔ

ながらも︑世界の平和と発

池本正夫

◆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◆
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宇治市長

課
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ロ

ることを盟約する﹂との盟約書に署名︒ガグラディー・カムループス市長らと固
く握手して︑両市の末長い友好のきずながここに結ばれました︒

▲友好の固い握手を交わす池本市長(右側)とガグラディー市長。右端は加藤市議会議長
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（平成2年７月１日現在）

カムループス市と友好都市盟約を締結

日午後にカ
治市を出発し、現地時間の６月30

印団は︑ホテル前で早速出迎

にカムループス市入りした調

店か薬しむ一方︑来場の籾九

スタイルの店が並び︑一行は︑

の町らしく︑いろいろな国の

店コーナーには︑多民族国家

同会場内に設けられた模擬

えの市民らの歓迎か受け︑歓

六月三十日午後︵現地時間︶

迎晩さん心一では︑約百人の市
の人たか￡親しぐ歓談︒

イド公園での調印式に出席︒

ス市の教育長に渡し︑同市の

たちの絵など戦カムループ

宇治市から預かって来た子供

同日夜の公式晩さん心一では︑

民となごやかに懇談︒

記念植樹では交代で土を入

子供たちの｀石一行に託><Ｋ

琴月一日には︑リバーサ

ました︒また︑調印後は︑カ

れ︑末長い友好奮吹めて誓い

まし巡︒

を訪問︒夜は︑約二甲ハの市

ディアン区や地元小学校など

また︑七月二日には︑イン

ムループス市市制記念・カナ

するため︑外輪蒸気船で︑ト

民とともに︑牧場でウエスタ

ダ国独立記念の民族祭に参加

ーサー島へ︒男性は青色︑女

ンプソン川の中にあるマッカ

一緒に踊ったり︑はっぴ夕ク
レセントしたりと︑友好の輪

ンーバーベキューか渠しみ︑

を一層広げました︒

性は赤色の﹁はっぴ﹂に︑それ

絞ひのはち巻き姿で︑歓声の

ぞれ背中に﹁？の宰之染め︑

中か届一場に入場しました︒

記念植樹する池本市長ら(写真上)。調印団員も
交代で植樹に参加(写真左)

リバーサイド公園︒後ろは︑カムルー

４友好都市盟約の調印式などが行われた

プス市内を流れるトンプソン川

▲インディアン区を訪問

１日系人による和太鼓演奏

民族祭の会場へ

トそろいの﹁はつぴ姿﹂で

４牧場でゲームを楽しむ

２日宇治市国際親善協会の

同︑９月７日〜９日 石井

ス市への調査団の派遣を決定︒

親善協会総公一で︑カムループ

同︑７月29日宇治市国際

谷岡武雄会長から︑カムルー

常夫宇治市助役を団長とする

カムループス市調査団︵一行

同︑１１月１９日〜22日 カム

13人︶が同市を訪問︒

井信夫会頭夫妻の４人が︑カ

副会長と宇治商工会議所・堀

協会の中川恵次・上林春松両

６日〜８日宇治市国際親善

る︒

め︑宇治市民との交流夕深め

文化施設などの見学をはじ

人︶が来宇︒平等院や教育・

とする宇治市訪問団︵一行⁝

ワトソン同市市長代理を団長

ループス市から︑ロナルドー

ムループス市を訪問︒同市市

渡す︒

長に宛てた宇治市長の親書を

平成元年︵1989︶６月

いて︑友好的な返書が届く︒

ス市から︑姉妹都市関係につ

同︑１１月２１日 カムループ

の手紙を送付︒

プス市へ︑友好都市について

昭和63年︵1988︶⁚⁚月

両市の交流の経過

▼雨でも平気。ダンスを一緒に

カムループス市との友好都市盟約調印式に

正夫市長、47人）は、６月29日午前11時に宇
ムループス市に到着。７月３日までの間、同

市市民と友好交流を深めた後、カナダ国内を

見学し、日本時間の７月８日夜、無事帰宇し
ました。

心と心が通うふれあいの日々

▲調印を記念して造られた碑

出席するため結成された調印団（団長・池本

………………………………;……………………41し♂……か･.'I='
ﾆぷぶふ

"●の゛゛

▲調印を大きく報道する地元新聞
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宇治市長池本正夫

できる庁舎であることを目指
して︑基本構想と基本計画の

さて︑現在の市庁舎は︑昭

り︑深ぐ感謝申し上げ米す︒

皆さんのご理解・ご協力か賜

重なご密議をはじめ︑市民の

民サービスの向上にも支障を

をお掛けしており' mの市

民の皆さんには日常的に不便

し︑狭いことも重なって︑市

求ｙ︒このため︑庁舎は分散

な役割奎果たすものでありま

政サービス実現のために大き

点であり︑さらに充実した行

豊かな宇治市﹂夕推進する拠

躍する﹁活力あふれる人間性

新厦ほ︑二十一世紀へ飛

策定夕通めてまいり汰した︒

和三十八年に人口八万人を想
孜たす状況となっておりま

利用しやすい庁舎であること︑

市民の皆さんが親しみやすく

賜りますよラお願いいたしま

んの格別なご理解︑ご協力を

行のため今後とも市民の皆さ

お掛けいたしますが︑事業遂

工事期間中は何かと不便を

す︒

定して建設された本館を中心
す︒

館庁舎︑暫定のプレハブ庁舎︑

より市民サービスの向上を図

こシしたことから︑市では︑

そして五十八年に建設の議場

ることを目的として︑また︑

す︒

などの市議会関係諸室や福祉

高度情報化への流れにも対応

育庁舎︑四十九年に建設の新

に︑小学校施設忿収修した教

市民サービスの向上を目指して

長年の懸案でありました新
庁舎建設は︑十一日に起工式
を行い︑いよいよ工事着手の
部関係事務室のある第一期庁

ぺ新庁舎

既設庁舎

舎などによって構成されてい

新庁舎建設概要・階別配置計画

平成4年3月完成

手

運びとなりました︒この建設
に際しましては︑市議心一の慎

1139

新庁舎建設工事に着
第２期
手

21世紀に飛躍する宇治市の拠点として

１階平面図

市では︑七月十一日に庁舎建設のスタート
となる起工記念式を開催︒この中で池本市長
は︑﹁市制施行四十周年を記念する事業として︑
公共施設が集中するゾーンの中心にふさわし
い庁舎を建設します︒二十一世紀へさらに飛
躍する﹁活力あふれる人間性豊かな宇治市﹂の
拠点としていきます﹂とあいさつしました︒
庁舎は︑多くの市民の皆さんが様々な用務で
来られる市の中心となる建物です︒そこで︑
これを機会に新庁舎の概要についてご紹介し

ルの運転を集中管理する中央

交換などの設備を配置し︑ビ

また︑庁舎の電気機械・電話

大倉庫︑車庫を配置します︒

集中化し︑閲覧や販売のコー

刊行物な羞７な行政情報を

の他公共団体などが弱行する

公共施設案内︑観光案内︑そ

まず︒ここでは︑市政情報︑

路︑ガラスなどの落下を防止

火設備︑わかりやすい避難経

耐兄る構造︑充実した防火・消

激しい地震や風にも１ 分に

ます︒

るため︑災害に強い庁舎にし

ともできます︒

よって呼び出していただぐこ

担当係職員をぞンターホンに

総合案内板からは障害者福祉

ートを設けるとともに︒点字

めに点字ブロックや点字プレ

体の不自由な人

庁舎正面の北玄関のゆるや
かなスロープ︑敷地周辺から

また︑西日の日差しを遮断

維持管理を容易にし康ず︒

バルコニーの設置によって

省コストの工夫

省エネルギー

していく計回です︒

外では喫煙しない分煙庁舎に

人も職員も決められた場所以

に共存できるよｙつに︑来庁の

を吸シ人と玖幻ない人が快適

そこで新庁舎では︑たばこ

まず︒

喫煙問題が取口王げられてい

社会的関心の高まりの中で︒

近年の
ｒ健康や環境に対する

Ｉ喫煙対策を計画〜

喫煙対策を計画

また︑目の不自由な人のた

一階には︑市民課︑国民健
監視室︵ビルの防災センター
ナーなμ石設けて市民の皆さ

建物の安全性を高めています︒

するバルコニーなどによって

１を一部採用します︒

康保険課︑福祉年金課︑市民

んが利用しやすいコーナーに

一・二階に配置
窓□部門を

相談室︑また第一期庁舎一階

してい章柔す︒将来は︑市の

いう時に総合的で速やかに対

本部か辺くに配置し︑いざと

また︑防災担当部門と消防

を兼務︶を設けています︒
行政資料コーナー

確
保
です
︒

情報公開の場としていく予定

展示ギヤラリーコーナー

くつろいでいただぐための一

市民の皆さんに気軽に来て︑

に福祉関係課かそれぞれ配置
し︑二階には税務関係課や水
道部営業課︑会計課︑その他
市民の皆さんの利用が多い部
門をわかりやすく︑また利用

約七百平方メートルの広さで
新庁舎は︑五十八年度建設

庁
舎に
ラための貯留槽か地下に設置

一方︑敷地内の一部の雨水

応できるよう備えます︒

三回Ξ五階までは一般事
二階まで吹き抜けの天井とし︑

の第一期庁舎︵議会棟︶と接続

ｋチ
︒用しやすい
も
利

既存庁舎と一体性を

務室で︑会議室や書Ⅲなどの
東壁面のガラスと天井のトッ

し︑庁舎としての一体性差姫

階のホールと交流ロビーは︑

諸室欠機能的に配置︒六階は

プライトによってＳ≫<？v開放

保してい未了︒また︑低層棟

しやすく配置します︒

将来の行政需要の増大と多様

的な雰囲気夕醸し肘ｋチ︒

の流出を調整し︑再利用も行

化に対５するための階とし︑

憩いとくつろぎのスペースと

の屋根は︑屋上ガーデンとし︑

待ち合わせに利用していただ

する
務
室よう検討していまず︒

自然光のなかで︑時間待ちや

作業スペースなμとして使用

けまず︒

当分の間は会議室や臨時的な

する予定です︒

の誘導点字ブロック︑そして

用駐車場などにより︑体の不

新しい時代に備えた事

将来の組織機構の改革や業

また︑ホールの南側には展

ナーを配置し︑国際交流都市

示コーナーとギャラリーコー

の展示紹介を行うとともに︑

自由な人やお年寄りでも楽に

市庁舎のあゆみ

豆匹見︱↓

宇治保健所跡を分庁舎に転用
本庁舎に隣接して新館を建設

七階は︑秘書課︑理事塵

会議室などで構成し︑最上階

務内容の君更などに柔軟に対

◆昭和49年

人口約38,000人

プレハブ庁舎を建設

係諸室︑広報課や記者室及び

の八階には大会議室︑食堂や

市民の皆さんの絵画や書など

ますので︑車での来庁か届万

市制施行
元宇治町役場を庁舎に

◆昭和47年

▲昭和26年当時の庁舎

人口lo万人突破
分庁舎(旧郵便局)を借り上げ

◆昭和26年

◆昭和45年

地階正面付近の＊体障害者専

喫茶コーナー︑売店な熟矛配

出入りで茫乎︒

するとともに︑空調系統や照

応するため︑一階からＩハ階ま

庁舎の中では︑二階の窓口

での事務室をオープンフロア

設の井水及び一部の雨水を中

明スイ″チ回路の細分化︑既

手作りの作品展示や催しの会

部門へ行ぐのに便利なエスヵ

場として使用します︒

とし︑また柱夕酒きる限り少

一方︑地階には夜間の受付

さらに︑北玄関から入って

置にます︒

や電子計算機室︑印刷室か殴

水として再利用することなど
車イスに乗ったまま利用して

レＬ

ストにつながる工夫を図って

によって省エネルギー︑省コ

なぐして開放的な庁舎としま

いただぐための障害者仕様エ

す︒

レベーターを設けるとともに︑

右に行政資料コーナーがあり

さらに︑事務処理機器の導

窓口部門受付にローカウンタ

くとともに︑二層式の書庫︑

入と高度な行政サービスの実

います︒
現を可能なものとするため︑

避けていただぐぷコご協力を

また︑駐車場が不足してい

への迂回をお願いし示ｙ︒

工事中のお願い
新庁舎建設工事によって︑

断され未了︒来庁される市民

お願いいたし康す︒

本館と議心一棟︵福祉部︶が分

の皆さんには不便をお掛け

宇治琵琶に現庁舎本館を建設

◆昭和38年

電源︑電話︑コンピューター
端末機器などの配線衆目由に
取り出せる二重床構造か採用
し防
ま災
す拠
︒点に
災害に強く

Ｌ蚤すが︑前の道路︵歩道︶

◆昭和58年

地震や台風などの災害発生

福祉部門を１階に配置

爾ゲ

水道庁舎を建設
第１期新庁舎(議会棟)を建設し、

◆昭和57年

丿

上

用

人口約55,800人

◆昭和56年

人口15万人突破
Ｉ
菟道第二小学校跡校舎を庁舎に転

◆昭和54年

時の防災拠点として機能させ

３〜７階平面図

新庁舎を紹介します
ヰ

三座劃

２階平面図

▲起工式であいさつする池本市長

1140

国民年金のお知らせ

▲印は減

という人などは︑便利で納

︵高齢者福祉課︶

34︶へお問い合わせ欠

ー人材センター︵公20・17

詳Ｌ︸ぐは︑宇治市シルバ

してください︒

考えている人は︑ぜひ入会

のため何か仕事をしたいと

会に参加したい︑健康保持

ています︒仕事夕通じて社

︵高齢者福祉課︶

手帳・印鑑などを持参で︒

健康保険証・身体障害者

※申請手続きは︑健康手帳・

者等級︱・２級に相当

害の内容・程度が身体障害

たは障害年金が１級で︑障

金法による障害福祉年金ま

で中度の精神薄弱○国民年

薄弱◎身体障害者等級３級

等級１・２級○重度の精神

65歳以上で○身体障害者

象者証﹀

︿重障老人健康管理事業対

場合︶︑印鑑な芦￥痔参で．

手帳︵心身障害者︿児﹀の

証︑身体障害者手帳・療育

※申請手続きは︑健康保険

歳までの母親

含む︶の子ぶｂ○末子が18

から最初の３月31日までを

○18歳まで︵18歳の誕生日

に相当▼母子家庭の場合＝

が身体障害者等級１・２級

１級で︑障害の内容・程度

福祉年金または障害年金が

砂
糖上白Ui
小麦粉 日清小麦粉フラワー
Ug (薄力粉）
200 ▲0.5 4.2 238 163
イ ン ス タ ン ト ネスカフェェクセラ
コーヒー
瓶入150g
840 A3.8▲1.8 894 708
み
そダヶヤミ ソ1><8 352 ▲2.2▲1.4 410 273

ることが困難な人には︑納
付が魯苫範る場合があり

日㈹＝ニチ柔大久保店︑26

▼とき・ところ・・・７月25

ますので︑ご相談ください︒

の年金については自分自Ｍ

め唇れのない﹁預金口座振
その他・・・５募者全員に記念品
替﹂をご利用ください︒
宇治琵琶33・内線４３１︶へ▼
なお︑口座振替には一年
せ・・・市選挙管理委員会︵〒611
前納と毎月振替の二種類が
消印有効︶▼応募・問い合わ
あり未了︒都合に令幻せて
締め切り⁝９月７日倒︵当日
お申し込み鴛ただし︑一

A 1.7°

国民健康保険に継続して１
年以上加入②40歳以上65歳
未満③妊娠や入院をしてい

年金相談所
日出＝西友雲居︑27日廊

者に
年ｏ
前を
納し
の︑
申郵
し送
込か
み持
は参
平で
成▼
三
性別
年・
度住
か所
らを
と連
な記
りの
︑う
二え
年︑
度代
は表

価格状況

ない④平成元年９月〜２年
３月にこの制度か莉用して
で確かめてお孝ましＩフ︒
＝木幡公民館︒午前10時〜
正午と午後１時〜４時︒

作者
各の
月氏
に名
引︵
きふ
落肛
とが
しな
さ︶
せ・
て年
い齢・

封≫l年比

対剛月比

いない︒
また︑相談所では︑保険
料の徴収も行い未了︒保険
国民年金保険料は

合は︑
手家
続族
き・
は友
︑人
納・
付グ
書ル
・ー
預プ
金・

有効期限が切れ康司平成

ワイシャツ
白の長そで

市では︑社会保険事務所
と共催で︑年金に関するこ
料の未納期間が多くなると︑

性別
通・
帳住
・所
預を
金記
通入
帳︒
に合
届作
けの
て場
あ

問乞おせ・：高齢者福祉課高

二年度受給該当者には︑新

しい﹁受給者証﹂︵桃色︶を七

月中に郵送し未了︒また︑

平成二年度の新しい﹁対象

者証﹂︵黄色︶については︑

お送片忿チので︑更新手

七月中に該当者へ通知書を

警策

なお︑未申請で次の項目

に該当する人は申請手続き

をしてぐださい︵ただし︑

いずれも所得制限あり︶︒

更新・申請手続き︑問い

合わせは高齢者福祉課医療

係︵内線３２６︶へ︒

︿福祉医療費受給者証﹀

▼老人の場合︵65〜70歳

未満︶＝○所得税非課税世

帯○一人暮らに凡近たきり

○老人世帯﹃▼心身障害者

︵児︶の場合︵６５歳未満了○

身体障害者等級︱・２級う

重度の精神薄弱○身体障害

者等級３級で中度の精神薄

弱Ｏ国民年金法による障害

168 0.6 ▲0.6 18S 141
0.6 4.2 210 140

普通品１斤
(スライスしたもの)

洗濯代

172

食'<ン

▽定員・・・３０父︵先着順︶

とを気軽に相談していただ

国民年金の保険料は︑預

下に
る︑
印氏
鑑名
持︵
参ふ
でぴ
︑が
口な
座︶
の・
あ年
る齢・

職場
た名
だ等
ぐの
こ区
と分
にか
な明
り記
まし
ず︑
︒製

金口座から目動的に納める

1⁝
金＞
融l
機i
関募
に方
お法
申・
し・
込・
み作
を品
Ｉの裏面右

便利な口座振替で

ことがで政ま子︒忙しい人・

きさは45り×30ぢ占写χ40

その都度納めるのが面倒だ

星で
園の
看合
護作
婦も
・可
寮︒
母１
▼組
対Ｌ
象点
・に
：寝
ど

齢者福祉係︵内線３〜︶へ︒

﹁福祉医療費受給者証﹂は︑

保険診療の自己負担分か禰

助する制度︑︵ただし︑老人

の場合︑一部負担金あり︶

﹁重障老人健康管理事業

対象者証﹂は︑老人保健法に

よる医療を受けた際の一部

負妻孝健康管理費として

現在の﹁受給者証﹂︵うぐ

支給する制度です︒

ぎ色︶は七月三大日脚で

輪を広げていきたいと考え

め︑多くの人にシルバーの

請にできるだけこたえるた

センターでは︑社会の要

す灸員が不足してい未了︒

中
シルバー人材センター 会員募集

シルバー人材センターで

は︑市内在住の会員︵六十

歳以占を募集中︒現在︑

登録会員数が少なぐ︑特に

﹁技能﹂︑﹁サービス﹂に従事

しよう油キッコーマン岨口
ポリ容器入1 I

▽健診実施日・：９月１日出１
３年３月30日出︵日・祝日︑

ともあります︒納め忘れが

年金が驀ｙＥハなぐなるこ

し季ｙ︒年金は老後の牛活
ある場合は︑この機会に納

くため︑年金相談所を開設

▽自己負担額・・・男性１１万１
に欠かせない大切なもので

年末年始奎朕く︶

７４０円' m=^万９χＯ
めてぐださい︒
なお︑所得が少ないなど
の事情によひ保険料か誦﹈め

④る
介︶
護▼
の規
方格
法・
▼：
講色
師は
・自
：由
宇︒
治大
明
限

た家
き族
口︑
老友
人人
の︑
いグ
るル
家ー
族プ
な︑
ど職
▼場な
︵

︵高齢者福祉課︶

動物愛護写真

さい︒ ︵選挙管理委員会︶

牛徒の皆さんも応募してぐだ

させていただきます︒児童︑

図案︑展示などに自由に使用

なお︑５募作品はポスター

品鴛贈呈︒

を︑入選・佳作には賞状や賞

申募
し資
込格
み・
：・
当・
日京
直都
接府
会内
場在
へ住
▼の人
応

集

進めることか表すポスター▼

もに︑市民の政治意識の高揚

を図る啓発ポスターを募集し

ます︒

▼内容・・・明るい選挙鷺孫し

募

明るい選挙夕推進するとと
啓発ポスター
募集 明るい選挙

790

いす色︶︑﹁対象者証﹂︵あさ

キャベツ中玉約Ug

333 1.8 ▲6.5 513 206
28 A3.4 27.3 46 15
242 ▲4.7 48.5360 145

塩さけ 切身100
g
バレイショ 男爵loog

169 ▲6.1 3.7 185 152
493 4.0 4.4 677 370
262 0.8 4.0 296 204
246 ▲1.2 4.7 276 204

日清サラダ油
ポリ容器1000 g

食用油

卵Ｍサイズパック入
10個

鶏

すき焼用

433

肉中程度100 g

牛

すが︑受けるための条件は︑
年齢・職歴などによひ︑一
人ひとり異なり未了︒自分

・・・初心者▼定員・：20人▼受講
料・・・7200円ｙ申し込み⁝
午前９時〜午後８時に同セン
ター︵豊46・0688︶へ︒
︵商工観光課︶

寝たきり老人
介護者教室

▼とき・・・７月28日出︒午後
１時半〜ｔ時▼ところ・：総合
福祉必一館▼テーマ・：介護の知
識及び介護のし方▼内容・：①
老化による心と身体の変化②

コンクール

京都府では︑犬の正しい飼
い方についての関心と理解を
深めるため︑動物愛護に関す
る写真コンクールの作品か募
集します︒
▼テーマ⁝犬々入間のふれ
あい▼規格・：四ツ切︵カラー・
白黒とも可︶▼５募資格・・・京
都府内在住・在勤・在学の人▼
ら募方法・・・作品の裏に題名・
住所・氏名︵ふひがな︶・年齢﹃
︵学年︶・職業︵学校名︶・電話番
号を記入し︑郵送か持参で︒
５募点数は呈﹈一以内で︑禾発
表のものに限り求ｙ▼締め切
り・：８月15mg︵当日消印有
効︶▼応募・問い合わせ・・・宇
治保健所︵〒Ⅲ宇治若森７の

298

2.4kg

0.5 1.0 978 515
3.3 3.6 597 2SS

シャンプー 液体ポリ容器220CC
花王エッセンシャル

洗濯用
扮石けん

対
７象
０・
円：ｉ歳から小学校低学
▽健
し診
︑医
よ療
み機
章関
則・
せ・
︑・
紙京
芝都
居第
▼一赤
十の
字部
病屋
院︶▼内容・：おはな
し
▽申
中し
央込
図み
書・
館：
集７
会月
室2
︵3
おE
は㈲
なから︑
配布中▼願書受け付け・：７月
23日側〜27日倒の午前９時半
から午後４時半まで︑卸消防
試験研究センター京都府支部
︵京都市上京区釜座通丸太町
上る・都文化ビルディング２
階︶▼問い︿おせ・：同センタ
ー京都府支部︵酋０７５・２４
１・3945︶へ︒︵消防本部︶
ワープロ講座

日の毎週日曜︑午後Ｌ時︱ＣＯ

高齢者に多い病気の理解と介
護のポイント③介護の心構え

３１一5171︶へ︒
︵城南衛生管理鰻に︶

作品０９月１日出〜・日出

６︑豊21・2191︶へ▼発表
・：10月下旬に入賞者に直接通
知︒なお︑作品の著作権は府

︵環境保全課︶

（7月分）

8m
イル25<;niX

225
171

サランラップ
台所用
ラップ 30ciiiX20tii
アル

最低
価格
最高
価格

消費
平均
価格

格

規

1.8 7.1 245 183
4.3 12.5194 152
0.3 ‑ 299 288

更新を

お買物のめ
に帰属し︑作品は返却しませ
ん︒

重障老人健康管

▼とき・・・７月27日圏︑午前

10時１正午▼ところ⁝広野公
民館▼講師・・・社会教育課職員
▼定員・・・50人︵先着順︶▼申し
込み・：広野公民館︵豊41・74
50︶へ電話か来館で︒
︵広野公民館・社会教育課︶

消防設備士試験

▼とき・・・８月18E出・19日
面▼ところ・・・京都府立大学

の５︶▼願書と講習会要綱の

時半︵全６回︶▼ところ・：城南

▼とき・・・８月５日〜９月９

配布・：市内各消防︵分︶署で︑

地域職業訓練センター▼対象

︵京都市左京区下鴨半木町︱

午前９時から午後４時半まで

日出︑午前10時半〜正午▼
ところ・・・大久保青少年セン

年︵入場はそジ耳許︶▼参
加費・・・無料▼問い合わせ・・・

第12回こども手づくり
文化祭参加者募集

クラフト・作品展示の部が
九月二十三日㈲に中央公民
館で︑映画・発表の部が十一
月十八日㈲に文化センター
で開催︒そこで︑夢あふれ
る展示作品と︑児京劇・金
管バンドーブラスバンド・
合唱などのグループ発表の

○グループ発表＝９月１日

▼申し込み期間・・・Ｏ展示

参加者侭″集し濠ず︒

見学時間はいずれも午前10

出〜29日出▼申１ 込み・問

線４７５︶へ︒︵襲薮育課︶

い合わせ⁝襲殺育課︵内

時〜正午︵専用バスを運行︶

南衛生管理鰻只０７５・６

申し込み・問い合わせ・・・城

▼定員・：各50人︵先着順︶▼

折居清掃工場︵ごみ焼却場︶︒

︵し尿工場︶②８月18日出＝

Ｈ日出１

▼とき・ところ・・・①８月

夏休み親子見学会

︵大久保青少年センター︶

話か来館で︒

ター︵豊44・7447︶へ電

込み・問い合わせ・・・同セン

さん▼参加費・・・無料▼申し

順︶▼講師・・・伊勢村紀久子

高校生▼定員・・・30人︵先着

ター▼対象・・・市内在住の中・
︵中央図書館︶

中央図書館︵豊20・151
1︶へ︒

夏休み星空映画会

▼とき⁝８月４日出︑午
後７時Ｆ９時︵雨天の場合︑
８月５日間︶▼ところ：大
久保青少年センター▼上映
作品・：がんばれスイミー︑
南極犬タロ︑一休 −ん︵い
ずれもアニメーション︶▼
参加費⁝無料▼申し込み⁝
当日直接会場へ▼問い合わ
せ・・・同センター︵豊44・74
47︶へ︒
︵大久保青少年センター︶

ヤングエアロビクス教室

▼とき・・・８月７日脚・10

者物価２０

理事業対象者証

国３
民時
健半
康〜
保４
険時
証▼
とと
印こ
鑑ろ
を・
持・・
後
って国民健康保険課へ︒電
▼とき・・・７月25日團︑午
話では受け付けません︒
おはなし会
▽問い︷Ｂせ・・・国民健康保険
す︒
︵中央図書館︶
課︵内線２９６︶へ︒

本夕晨示し季ｙ︒たぐさん

のご利用を
︵お
国待
民ち
健し
康て
保い
険ま
課︶
宇治市国民健康保険では︑

お知らせ

中央図書館の児童書コー
広野周辺の古代史について︑
児童書主題別図書展示
最近の発掘調査成果牽甲心に
︵歴史資料館︶

会場へ▼問い合わせ・：歴史

資料館︵豊20・1311︶へ︒

学習しホ了︒

郷
ナ土
ー史
で講
は座
︑七月二十一日出

から八月三十一日倒まで︑

﹁少緊＆光るほしの太﹂

をテーマに' %に関する

れた仏さまほか▼入場料・・・

んＵかｙ演題・・・たぬきのく

央公民館会議室▼山崎功さ

前加

▼とき・＝８月４日出︑午

ます︒

や伝説但わかりやすく話し

の親を対象に︑宇治の歴史

小学生以下のそこなとそ

親と子の歴史教室

おしらせ

こどもの

べてに該当Ｔ？ハ①宇治市

▽対象・・・健診時に次の項目す

を図りましょう︒

早期発見と︑自己の健康管理

補助し毒了︒健診で成人病の

負担︑残りは国民健康保険が

を実施︒健診料の三割は自己

﹁半日人間ド″ク﹂の補助事業

国民健康保険
半日人間ドック補助事業
無料▼申し込み・：当日直接

1141

円
806円
16.t927円 649
18J店頭
灯
油
lit配達
849 ▲0.1 16..1964 700
乙現金
ガソリンレギュラー1
売り
125 ▲0.8 1.6 136 112
ティッシュ
400枚入１箱
ペー/ぐ−
{クリネックス･ｽｺｯﾃ()
135 4.7A 5.6 204 95

福祉医療費受給者証

この公表価格は,
7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｡(自治振興課)
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夏の事故を防ごう

七月二十一日出〜八月三十
一日廊まで夏の交通事故防止
活動が展開されます︒
夏休みには︑子戸石は学校
生活から解放され︑外で遊ぶ
時間が増え︑交通安全のルー
ルを忘れがちになり求ｙ︒子

μ石にとって︑夏休みが安全
で楽しいものになるぷっ︑保
護者やドライバ土人ひとり
が思いやりか痔って︑交通事
故防止に努めましょう︒
︿保護者心皆さんへ﹀

話にＸ口ましょう︒

晏腱で交通安全について

暑蕗上で︑一輪車やスケ
ートボードをさせないよ

︿ドライバーの皆さんへ﹀
つ海水浴︑帰省など長距離

一

運転夕する時は︑
過労運転にならな
いよ夕圧意しまし

ｏドライバーの死角
をつくり︑否七
市内には︑公・私立あわせ
て二十一ヵ所︵定数二士八

の飛び出し事故の

百五丈︶の保育所と︑市
が認定した昼間里親五ヵ所

原因になる浹惑駐

︵定数二十人︶があ的ま子︒

車をやめ奔しょう︒

後部座席に座る人

ム管理支所前聚出発し︑宇治

この日は︑建設省天ケ瀬ダ

す︒

つ助手席はもちうへ

にもシートベルト
を着用させるよｙつ
にしましょう︒
︵交通対策課︶

川右岸︑隠元橋を経て左岸を
通り︒同支所までの約十八＊
メートルをパトロールし︑広

保育所・里親への入所に

線３２９︶へお問虻Ｂせ

希望Ｔ？ハは︑保育課︵内

保育所・里親への入所を

です︒

がＳＣ.ていた昨痍一気にかか

ください︒

は︑その乳・幼児の保護者

っているなど︑保育ができ

近な戸千四ヵ所に﹁キケン﹂

した︒また︑天ケ瀬つり橋付

まで実施しています︒内

健康診査を八月三十一日廊

成人病予防のなのの基本

持って︑﹁基本健康診査協

祉課でお渡しし康す︶を

帳︵ない人には高齢者福

▽受診方法・・・印鑑と健康手

︵保育課︶

ない状況にあることが必要

年に一度は健康チェック

﹁ながされる︑はいるな﹂﹁あ

容は︑血圧測定・検尿・血

基本健康診査
子宮がん検診

ぶない︑およぐな﹂などの水

力医療機関﹂のステ″カ

生活費を得る

四

▽対象・・・40歳以上の市民︒

８月31日まで
しましょう︒︵高齢者福祉課︶

ちの人は必ず期間内に受診

また︑既に検認蚕お持

ださい︒費用は1000円︒

０５︶へ至急申し込んでぐ

健康管理係︵内線３６０・５

望する人は︑高齢者福祉課

す︒三十歳以上で検診を希

八月三十一日面で終了しま

今年度の子宮がん検診は

︿子宮がん検診﹀

す︶︒

８３６円は市が負担しま

▽費用⁝無料︵診査費用８

ください︒

液検査︵貧血・血糖・コレス
難防止看板を設置しました︒
市民の皆さんもぜひ︑水の

″″″

進んで受診ト￥︷しょう︒

ーやポスターのはってあ

Ｘ

る医療機関に直扮行って

実施中
眼底検査です︒この機会に

報車で水難事故夕呼びかけま

一保育所･昼間里親位置図一
テロール・肝機能︶︑心電図︑

事故防止にご協力ください︒

辻彪尨尨

︵企画管理部総務課︶

沿岸で危険防止パトロールが

◇

なってい未了︒

の主たる担当者は妻︵母︶と

夫︵父︶の仕事と老え︑家事

る﹂については九割近ぐが

正夫市長︶が実施したもので

ダム放流連絡会︵会長・池本

行われました︒これは天ケ瀬

を実施

危険防止パトロール
水の事故
夏休み中の子芦もたちの命
を守り︑市民や観光客︑釣り

うにしましょう︒
ひ自転車のルールタ守る心

入らの水難事故を防止するた
め︑七月二十日廊に︑宇治川

家事・育児は女だけの仕事？

と行動を身につけさせま
しょう︒

より家事に男性がかかわる

また︑女性の社会進出に

増えてきました︒

の場に参加するチャンスが

家庭の中を見直しましよう

があり卓子︒
この考え方が︑女性が主

生糸舌と生きる上での妨

など︑男女の固定的な役割

男女平等と共同参加の二
十一世紀社会では︑社会生
活の基礎単位である﹁家庭﹂
が基盤となります︒まずは︑
家庭内での夫婦の役割から

チが︑定

午後の部にまだ余裕があります

祉課へ︒記入が不十分な

って︑はがきで高齢者福

︿応募方法﹀下の書式に従

人︶︒定員は約250叉︒

日現在で満70歳以上の

生次れた人︵今年９月15

大正９年９月16ほ以前に

︿応募資格﹀市内在住で︑

も同じ︒

合唱︶︒午前・午後の部と

市少年少女合唱団による

出演者による演芸と宇治

︿内容﹀式典と催し︵プロ

ホール︒

︿ところ﹀文化センター大

の部と午後の部︑各一回︒

︿とき﹀９月15E㈲︑午前

︵燃碩瓢︶

消印有効︶です︒

りは七月三十一日脚︵当日

し込んｊｙださい︒締め切

の申し込み方法に従って申

参加か希望Ｔ？ハは︑次

ります︒

特に︑午後の部に余裕があ

員に少し賊裕があり未了︒

を深け付けてい

現在︑はがきで申し込み

で開催し康ｙ︒

月十五日剛に文化センター

お知らせした敬老合一は︑九

七月一日号市政だよりで

敬老会申し込こみ受け付け中

場合や電話での甲し込み

津川︵竹久酒店前︶←白川

称名寺下一志津川方面・：志

▽浪曲天龍三郎
▽ものがたり演歌・：春風うらら
▽漫オ 青芝フック・キック
プロ出演予定者決まる

また︑時間︑︵午前・午後︶

駅←総合庁舎←宇治市役所

詰︵都計道路︶←ＪＲ宇治

車庫←京阪宇治←宇治橋西

︵茶研前︶一宇治方面・＝宇治

については︑希望ｚおり

にならないことがありま

︿応募期間﹀７月31日脚ま

一目川方面＝白川←大河原

す︒

で︵当日消印有効︶︒

校←横島←中研前←宇治橋

︵京阪宇治交通︶←横島小学

︿記念品﹀参加者には︑会

場で紅白｀瓦じゅラをお

軒家方面：主軒家︵京阪バ

西詰︵県通り︶←県神社一＝一

渡しし示ｙ︒

スを運行しホｙ︒専用バ

︿送迎﹀例年どおり専用バ

名木北口←西小倉︵旧伊勢

ス停︶一浮面方面＝・浮面←

田︶←北山住宅←小倉住宅

スの停留所は次のとおり

治交通のバス停と同じで

宇治郵便局←ユニチカ一名

←近鉄小倉←小倉←蔭山←

で︑一部剪除いて京阪宇

す︒発車時刻は︑９月11

久保方面⁝日産車体←緑ケ

道伊勢田︵京阪バス停︶一大

木方面：一名木←緑ケ原←国

日号市政だよりでお知ら

御蔵山←西住宅←幼稚園前

原ロ←近鉄大久保←ＪＲ新

道大久保︵上新電機前︶←国

←御園←町並︵長谷川コ ︲︲

田︵中西石油前︶←城南高校

せし示す︒

ヒー館前︶←御蔵山参道←

一東宇治方面＝・中住宅←

木幡←木幡山手町←南木幡

←神明←城南荘←西町︒

課高齢者福祉係︵内線３

︿問い合わせ﹀高齢者福祉

←病院前←黄奘←平野町

ａ︶へ︒︵高齢者福祉課︶

︵重永医院前︶←菟道高校←

隼エり・新田←森本←三室

宇治市福祉部
高齢者福祉課行

宇治市宇治琵琶33

戸一笠取方面・：笠取小前←

住氏

ｰださい。

体的に自分の人生夕選び︑

げの一つとなっているので

分担意識が徐々に解消され

・Ｌがしながら実態は︑﹁日

つつあるぷつに見えまず︒

はないでしよラか︒
﹁国連婦人の十年﹂を契
機に︑女性の地位向上のた

︵家庭に関する世論調査

常的な役割についての調査﹂

一一一一

てみましょう︒

バス停留所名（
）･
※市が運行する専用バスをご利用

入所申請

つけは妻に任せる﹂という

※専用がス（市が運行),自家用車、
一一
その他のいずれかを記入してく

育所･昼間里親

﹁家事は妻だけがすべき﹂と

※午前の部か午後の部かどちらか
一一
を記入してください。

【７月31日までにはがきで】

は受け付けできません︒

名（ふりがな）

８月31日まで

﹁男は仕事︑女は家庭﹂

めの努力が着実に重ねられ︑
家庭︑地域︑職場での女性

︿総理府ｙ・下図参照︶に見

︵青少年婦人課︶

電話番号

危険がいっぱい

固定的な考え方を問い直し

所

□

郵便はがき
圈口]ﾛ]‑ロロ

敬老会参加申込書

路上遊びは
か︑﹁子育てや吊μものし

）

利用する交通機関(

）

希望時間（

年齢

生年月日

という言葉に代表されるよ
うに︑男性と女性といケ性
の違いによりそれぞれの役

の意識や行動は大壽く奪刀

らひ︵Ｊフに︑﹁牛活費忿得

「￢その他

を展開

割を固定化する考え方︵固

り︑女性も職場や社会活動

表 (あて先)

裏

に間する世論調査｣(as和61年)
家m
資料：総理府｢ 家 族 ・

交通事故
定的な性別役割分担意識︶

夫婦の役割の分担

夏の交通事故防止活動
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W
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の人だけ記入してください。
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