テレホンサービス

８月30日︵水︶まで

地球上に再び広島・長崎の惨禍を緑り返して

の恐ろしさを身をもって体験している︒この

我々はせ界最初の被爆国民として︑核兵器

真の恒久平和は︑人類共通の念願である︒

核兵器廃絶平和都市宣言

1111111︲ｊｌｌ

平和を願い多彩な催し
昭和二十年八月の終戦から四十五回目の夏を迎えます︒
宇治市平和都市推進協議会︵会長・池本正夫市長︶では︑
二度と戦争は起こさないとの誓いと︑核兵器廃絶・世界

はならない︒その為にあらゆる国の核兵器の

廃絶と全面軍縮を全せ界の人々に訴えるもの

兵器の恐ろしさについて語り

器の廃絶と世界の恒久平和を

和都山岳言﹂に稀つき︑核兵

ため︑ここに核兵器廃絶平和都市たることを

市民生活の中に生かし︑子々孫々に継承する

日本国憲法に掲げられた恒久平和の理念を

である︒

継いでいかなぐてはなりませ

願つて︑八月一日から三十日

ん︒

各会場とも入場は無料︒市

す︒

民の皆さんの積極的な参加を
お待ちしています︒

平和図書展

戦時中の子どもたちの牛活

☆戦時下の子どもたち

５時︑休館日は月曜日

平和祈念映画会

・千刊つる・都市スラムの

解放

午後１時︑３時40分︑６時

▼とき・：８月12日㈲

20分＝千羽つる

ール

▼ところ⁝文化センター小ホ

都市スラムの解放

午後２時45分︑５時25分ｌ

・子芦もたちの太平洋戦争

▼とき・・・８月30日困まで

光原小学校など二百冊

の記録¶山梨県甲府市・月

日の子芦石たち・学童疎開

﹁国民学校時代﹂・八月十五

を綴った本か展示︒

開館時間は午前９時〜午後

宣言する︒

宇治市平和都市推進協議会

では︑昭和六十二年に市議心一

で決議された﹁核兵器廃絶平

｀１１−１１

までの間︑次の事業を行いま

の恒久平和への願いを込め︑子ども絵画展や映画会など
を行います︒

時の経過は︑戦争の悲惨さ
や核戦争に対する恐怖をも忘
れさせよ７としています︒戦
争を知らない世代が大半を占
めている今︑私たちは︑人類
にとって最大の脅威である核

市庁舎前の﹁平和の像﹂

平和祈念集会

時半〜正午

▼とき⁝８月15日困︑午前い⁚１１

▼ところ・：市庁舎玄関前

絵画・写真展

平和のための

課
報

１＝ブラジリアンカーニ

第３０回記念 宇治川花火大会

バル︑チャンバラトリオ︑

治川太鼓︶︑午後７時〜７
︱

宇治の夏を彩る宇治川花

時半よ﹈典︑午後７時半

角川朝江コンサート︑宇

今年は第三十回記念大会

〜９時＝打ち王げ︵雨天

火大会が︑今年も開催され

ということで︑例年よ匯約

順延︶

ます︒

千発多い七千発の花火が打

︑▽観覧場⁝宇治川畔一帯

ち上げられ︑宇治の夜空に

華麗なショーを繰り広げま

▽花火観覧席・ステージシ

へ

︵商工観光課︶

光協会︵ａ９一・3334︶

▽問い︷Ｂｔ・・・㈲宇治市観

所で発売中

観光センター︑観光案内

ョー入場券12000円︒

す︒また︑中の島に野外ス

テージを特設して︑アトラ

クションも行い毒了︒

夏の夕暮れ︑家族そろっ

てお出掛けください︒

５時〜７時＝アトラクシ

▽とき・・・８月10日宍午後

ョン︵野外ステージショ

〜市民ふれあいまつり〜

▼ところ⁝中央図書館︒なお︑

原爆・戦争犠牲者心めい福をお祈りし︑核
兵器ｓ廃絶と世界心恒久平和を願い︑次ｓ時
間に市役所屋上ｓ希望心鎗を鳴らします︒市

マ８月６日間︑午前８時１５分1＞８月９日附︑

民ｓ皆さんも一分間心黙とうをお願いします︒

午曹⁚時２分ワ８月１５日剛︑正午︒︒

咸陽・カムループス市︶子ど

☆友好三都市︵ヌワラエリヤ・

も絵画展

・原爆写真展・子μもたち

☆写真展

の見た広島

．︵13日間は休み︶

▼とき・：８月12日間〜18日出

▼ところ・：中央公民館展示集

８月11日(土)午前10時15分から15分間

卜平和のシンボルとして建てられた︑

友好都市

に出席した二人は︑﹁あなた方

カムループス市での調印式

カムループス市
から
お客さん
七月一日に友好都市盟約を

がカムループス市へいらっし
やったことは︑いつまでも忘
れられない思い出となるでし
ょう﹂などとしたためた︑ガ
グラデ″Ｉ市長からの親書を
池本市長に手渡し︑早い機会

︵企画管理部総務課︶

会室・ロビー

森と湖に親しむ旬間

悲惨さ
に再会できたことか霖父い
ました︒

さわやか宇治

テレビ広報

結んだカナダーカムループス
市から︑七月土︵日︑さっそ
く︒二人のお客さんが市尽臍
を訪れました︒
この二人はブレンダーブラ
ンデルさんとカーラーキース
さんで︑京都市で開かれた国
際ソロプチミストアメリカ連
盟大会に出席するだの︑来日

ｈ

戦争の
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手渡すブランデルさん︵写真左︶とキースさん
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１分間の
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食生活のチェック

ています。相談の日程・場所などは「市民カレンダーと手び
き」をご覧ください（6月29日、小倉公民館で）

血圧症・糖尿病などの慢性的

たが︑その一方で︑心臓病・高

は世界一の長寿国となりまし

近年︑寿命が延び︒我が国

す︒

＊)V影響すると言われていま

ちゃんの時からの食思漂失

の決めチとなります︒特に︑赤

的に検診を受けることが予防

しょう︒

んで︑毎日食べるようにしま

身近な食品牽まんべんなく選

てきてい未了︒こＯよシな状

三分の三占めるぷつになっ

︷にてなる人は︑総死亡数の

特に︑がん剪芯だ成人病で

た食牛活により︑病気一歩手

ト食品やし好的な食品に偏っ

朝食か蒋一いたり︑インスタン

良くなってきました︒しかし︑

大変豊かになり︑栄養状騨も

私たちを取り鴉Ｉ食牛活は

塩分を取り過ぎていませんか？

とが大切です︵左図１照︶︒

主菜・副菜を組み命石せるこ

薄味にしていくのは︑慣れれ

ばそれほど難しぐはありませ

おいしぐ食べながら︑塩分

ん︒

と思っていませんか<＾.

も︑・今の食事か減塩しにくい

が︑知識としてわかっていて

１．食塩を多く貪挺品は︑

でしよラか︒

夕減らすにはどうしたら艮・い

脳卒中が関係していることは︑

①酸味を上手に利かせる・・・
酢・ゆず・レモンートマト
などを使いまで﹈︒
②天然心素材でだしを取る
・・・こんぶ・花かつお・じゃ
こなどのだしのうま味が
薄味奎引き立てまず︒

しそ・三ツ葉・ゆず・ねぎ・

③香りのある食品を使う⁝

ていまず︒

やいため煮などには植物

④植物油を使う⁝いため物

油か莉用し津ｙ︒

ます︒太り過ぎると︑

なりやすくなってい

ぎなどから︑肥満に

やカロリーの取り過

最近は︑運動不足

太り過ぎを防ぐ

▲減塩食試食も同時に行っています

近ごろ︑脂肪を取る量がだ

肪は取り過ぎないぷコに注意

んだん増えてきてい未ず﹈︒脂

し︑動物性の脂肪︵魚は除ぐ︶

問い合わせ：高齢者福祉課(内線360)

を

⑧週一回は体重のチェック

⑦ストレスを上手に解消

慣をつける︶

めに動かしたり︑歩く習

⑥適度な運勣を︵体を小ま

どほどに

しましょう︒

など︶夕減らして︑薄味に

３︑調味料︵しょうゆ・みそ

汁ぱ残すぷコに︶︒

しましょう︵ｌ λなどの

２︑汁ものの取り過ぎに注意

鮭・漬物・つくだ煮など︶︒

基本健康診査・実施中
子宮がん検診・受付中

るぷつに１

︵高齢者福祉課︶

ましょう︒

より︑植物性のものか多く取

脂肪は量と質を考えて

⑤お菓子やアルコールはほ

④いつも腹八分目に

かんで

③薄味でゆっくりと︑よく

②バランスの取れた食事を

①食事は一日三回︑きっち

肥満予防のコツ

かりやすくなります︒

尿病な芦混人病にか

心臓病・高血圧症・糖

材料で持ち味を生かＬ蚤

て香ばしさを付け未丁︒

⑥香ばしさを付ける・・・焼い

す︒

⑤持ち味を生かす・：新鮮な

なるべく滓口ましょう︵塩

よく知られています︒ところ

しょう︒

奮付ければ良いか亨そみま

そこで︑健康な食思原迦

食塩の取反蛋呂高血圧・

朝・昼・夕食の献立の中で︑

況下で賎吸奥えるとき︑﹁成

前の﹁半健康きと呼ばれる

おもに糖質性

薄味料理をおいしく作るコツ

るためにはどのよシな点に気

が出てきてい毒ｆｙ︒

人が生次れるなど新たな問題

なり未了︒
またこれは中高年以後︑健
屡浪屈か送り︑実ひある人
生にするためにも︑大切なこ
とといえるでしょう︒
習慣病と言われる成人病は︑
日常の牛活︵栄養・運動・休

とが︑健康を保つ上で大切な

食生活を！
バランスのとれた
養︶に気を付けることと︑定期

ＶＵも

人病の克服﹂が大きな課題と

品﹀をバランス良く取るには︑

また︑毎日︿６つの基礎食

な病気が増えてきてい季ｙ︒

健康づくり"食生活のポイントは？

10 植物油を使った料理を毎日食べます

近年︑我が国では﹁人生80年Ｌと言われるようにな

多くの食品が出回っていま︒

それには︑︿６つの基礎食品﹀

白

を)

こととなります︒

⑩

⑤

ごま・焼のりなどが適し

Iq㎜〈献立の組み合わせ〉

りました︒市民の皆さんがより健康な生活を送れる

し １ 朝食は毎日きちんと食べていますか□
食事はいつも腹八分目．味はa゛をロ
心がけていますか
３･食事をするとき、食品の組み合わせ.̲.

すが︑一つの食品で必要なだ

チンの給源）

よう︒市では︑基本健康診査・各種がん検診や血圧

次の項目のうち、該当するもの
に○をつけてください。

けの栄養素を取ることはでき

の給源（とくにカD

ミンCの綸源）

健康相談など様々な事業を行っています︒

5淡色野菜や果物は毎日食べていま □
すか
６動物性脂肪はおさえていますか□
７魚、大豆製品などの良質のたんぱ j､口
質食品を食べるようにしています

今回は︑特に健康づくりのための食生活について

ビタミン、ミネラル

の咄原（とくにビタ

か醤百群まで︶の中から︑

ビタミン、ミネラル

︵左図１参照︶の各群︵第１群

エネルギー
の給源

ません︒ですから︑いろいろな

迄聚ｒ｀

忿混'゜
心

食

主

困

尽

ニＵ

(ﾋﾞﾀﾐﾝ､ﾐﾈﾗﾙ）
(たん白質､脂肪)

M)
m

第^群十第281から）（第3群+第4群から）
（第5群から）

食品か組交Ｂせて食べるこ

燦言訳飛訃
[fl

〈６つの基礎食品〉
Ib冒‐

▲成人病予防に役立てていただこうと、「血圧健康相談」を行つ
○印の数9〜10個……/こ!･ゝへん良い
○印の数7〜8個……良い
○印の数5〜6個……少し注意が必要です
、
○印の数5 偶未満……間題あり、もう一度食生活の点検を

圖

考えてみました︒
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考えましょう毎日の食生活
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在籍し︑建築学︵またはそれに

宅課︵〒611宇治琵琶33・内線

大久保町旦椋
小田桐 愛澄ちゃん
Ｈ元・７・28①

吊民体育課︶

︵a21・3633︶へ︒

小山登志子肢体 神明宮東87市営住宅
21−3604

精神薄弱者相談員

害者相談員と精神薄弱者相

０６ａ︶へ︒︵商工観光課︶

申し込みは同センター︵豊46・

城南地域職業訓練センター

では︑左表の講座を開鳶まチ︒

苧Ａ・簿記講座

111︶へ︒ ︵交通対策課︶

︿Ｂせ・・・宇治警察署︵豊24・1

までの間約3200μ▼問い

ち︑精神薄弱者相談員は︑

談員自４が身体に障害を持

身体障害者相談員は︑相

談員は︑左表の皆令９す︒

い︒秘密は固く守られまず︒

人は︑気軽にご相談くださ

どで悩みや困りごとのある

の養育や役所の諸手続きな

日常生活︑結婚︑家庭で

︵福祉年金課︶

精神薄弱者の保護者やそれ

に関係する人たちです︒

４入口広場は憩い口場にも

野球場１面︑テニスコート

ティ体育館︵黄粟体育館︶︑

４面︵ハードコート２面・ソ

グコースＴ周呂μ︶︑

フトコート２面︶︑ジョギン

トリム広場︑市民プール︵50

︿その他施設﹀3500平

だプール・幼児プール︶︒

方むの多目的芝生広場のほ

か︑池・噴水・流水・滝・芝生

広場欠配置し夜間照明も備

えた入口広場は︑幅広い年

齢層の皆ポんに親に￥￡る

休息・遊びのスペースとし

使用についての問い合わ

ても利用で曝柔ｙ︒

せは︑㈲宇治市公園公社︵黄

柴体育館内︑S33・４８１

〜３︶か都市計画課︵内線

３５５︶へ︒︵都市計回課︶

し込み期間は︑９月８日出ま

知らせの中の︑展示作品の申

くり文化祭参加者募ぎのお

平成2･3年度の精神薄弱者相談員(敬称略)

でです︒訂正しおわびしまチ︒

小畑喜三 木幡北山畑2−1331−8989

身体障害者相談員

対象・：自動︱輪車と原動機付

佐々木操子 木幡御蔵山39−413 31−5831

平成二・三年度の４体障

バイク・原付の
通行禁止規制

き目転車▼期間⁝８月１日困

▼規制の種別・・・通行禁止▼
ップ・やさしいフォークダン

〜31日面︑終日▼規制場所・：

浅井熊造 宇治野神50−41 21‑3484

お知らせ

麻生詩織︶▼問い４１１Ｃｔ)...同

フォークダンス
初心者講習会
▼とき・：８月５日間＝午前
10時〜正午︑22日團・29日團
＝午後７時１９時▼ところ・・・

ス▼参加費・：３００円▼持ち

府道大津南郷宇治線の白川口

宇治公民館▼内容←茉ステ

物・・・体育館シューズかゴム底

運動公園︵グリーンーフィ

ットネスーパーク︶とする

ため︑再整備工事か遥めて

孝柔したが︑この程完成し︑

市民の哲兄の体力・心身

の健辰つくりの拠点として︑

気軽に利用していただける

ぷつになり次した︒主な施

五設
面は
の︑
﹁次
第の
1と
2お
回り
こで
芦す
石︒
手づ

に印刷︿
漏ス
れポ
がー
あツ
り施
ま設
し﹀
たコ
︒ミュニ

訂正

七月二十一日

江崎笑子 宇治半白54−27 22−2360

社会保険相談所

▼とき・ところ・・・８月10日

＝宇治公民館︒いずれも午後

ｓ=木幡公民館︑８月24日面

Ｌ時〜４時︒ ︵福祉年金課︶

サマー・カーニバル

宇治橋通り商店街振興組合

振興鰻只ｓ21・2285︶へ．

では︑八月五日旧︑宇治サマ

バステージやお笑いステージ︑

市民歩こう会

でご采場を． ︵商工観光課︶

カラオケ大会︶鷺付いますの

は︑前夜祭︵ウルトラクイズ︑

八月四日由︑午後七時から

ー・カーニバルを開催︒サン

歌謡ショー︑ゆかた姿コンテ
ストなぺ盛りだｙ︷んの内
容です︒
▼とき・・・８月５日面︑正午
〜午後乱７雨天の握−８月

26日㈲︸▼ところ・：宇治橋通

＆時半ＪＲ宇治駅前集合︵雨

▼とき・・・８月12日㈲︑午前

者天国になり求了︶▼内容・：

天の場合８月19日面▼マース

り商店街︵午前い１１一時から歩行

ゆかた姿コンテスト︑ゆかた

・・・ＪＲ宇治駅←花園駅←御室

23−3158

︒市では︑黄栞公園温董

大石美智子内部 伊勢田町井gi.69‑14
44−7450

宇治市地域型優良住宅
案ＯＰＥ住宅コンクール
Ｈ

だけでなぐ︑住宅群や街区単

募集中

用紙に︑カラー写真１枚︵６

西小倉すまいづくり提
市では﹁自然・歴史・文化
位での外部共用空間の活用︑
緑地公園施設との複合利用な

ツ切りサイズ︶︑活動の記録な
ど説明に必要な書類舎學汽て

など牽ハ切に守り︑生かしな
がら︑いつまでも住みたい・
ど︑居住環境整鯉刄叉︑地

資格・・・府内に在住・在勤し建

住宅のモデル設計提案▼応募

域性を生かした西小倉らしい

▼賞・賞金・・・ＨＯＰＥ住宅賞

︿西小倉すまいづくり提案の

まい文化賞＝数点・１万円︒

︱数点・１万円︑ＨＯＰＥす

住み続けられるまちの創造﹂
をテーマに︑地域の発意と創
意により︑地域に根差した総
合的な庄宅・まちづくり施策
築士の資格を有する人か︑府

類する学科︶を専攻している

内に在住で︑工業高校・高

の住宅改善や建て替えの指針

人︒個人・法人・合作なμ石可

①アイデア部門

部﹀

となる﹁こんな家に住んでみ

▼賞・賞金・・・特選ＩＬ点・15

み続けたい﹂といったまちづ
３７５︶へ︵郵送可︶︒募集期

美人す０><＞ぐ︑サンバステー

信号から宵待橋手前２５０μ

Ｉナ▼講師・・・ＮＨＫヨーガ

教室講師・番場一雄岑ん▼

対象・・・市民▼参加費・：無料

バスタオル▼申し込み⁝当

日直接会場へ︵保育室あり︶

▼問監Ｂせ・：国民健康保

21−4067

森脇貞二 枝体 宇治蔭山9−1

23−2232

︵国民健康保険課︶

険課︵内線２９６︶へ︒

晶子小倉町西山40−123‑6757

松田

所 電話番号

住

名

氏

を進めるため︑宇治市地域型

このたび︑この事業の一環

たい﹂﹁家聚増改悠于る時は

優良住宅﹁ＨＯＰＥ住宅﹂促

として︑﹁ＨＯＰＥ住宅コン

こんな間取りにしたい﹂など

等専門学校・大学・大学院に

クール﹂と﹁西小倉すまいづ

万円︑入選＝数点・３万円︒

▼対乖・・今後の西小倉地区

くり提ぎ舎″集し栄ｙ︒
のすまいづくりのアイデアや

︿ＨＯＰＥ住宅コンクールの
いずれも︑作品の提出は住

くりのアイデア▼５募資格・・・
間は十月一日側︵当日消印有

場へ▼問い合わせ・・・岡村光芳

の靴▼申し込み⁝当日直接会

12 20 8,200

八十八ヵ所←広沢池解散の約

８ 10 9.600

9:30〜
12:00

ジ︵バンダージーフェスタ︶︑

13:00〜
15:30

﹁こんな西小倉に住みたい・住

な住環境とは何か▼対象・：過
市内在住・在勤・在学の人▼
効︶まで︒入選作は十一月下

さん︵豊22・4343︶へ︒

ワープロ（中級）8/19〜10/14 日

11J▼準轡Ｔ昼食︑水筒︑
雨具なぺ交通費は各自負担

６ 10 7,200

お笑いステージ︵非常階段︑
ベイーブルース︑ミモファル

︵市民体育課︶
中学卒業認定試験
義務教育諸学校への就学を
猶予・免除芦れた人か対象に︑
中学卒業認定試験が行われま
す︒この試験の合格者は︑高
等学校入学資格が得知墾チ︒
▼とき・・・11月９日廊▼とこ

9:30‑
12:00

部︾

去約10年間に市内で新築・増
賞・賞金・・・持津ＴＬ？５万
旬に表彰の予定︒

▼問い合わせ・：木村長次さん

学４年生以上︑20人︵先着順︶

ろ・・・京都府教育庁会議室︵上
京区下立売通新町西入る︶▼
甲し込み・問い４ａＱ＼⁝９月

ロ 8/19‑9/30日

▼テーマ・：宇治らしい良好

改築な芦尽将った優良な住宅

②設計部門

円︑入選９数点・１万円︒

ス︶︑歌謡ショー︵笹みどひ︑

求は住宅課へ︒ ︵住宅課︶

し

問い合わせ︑募集要領の請

コミュ三回Ｉ活性化のため

︵店舗付政住宅などを含む︶や

▼対象・・・個別の住宅の改善

の活動例▼応募方法・・・所定の

▼とき・・・８月23日團︑午前

︿折りたたみいすづくり﹀

木工教室

無料▼指導・・・牧田はるみ 兄︒
▼参加費・・・無料▼指導・：山本

し込み⁝小倉公民館︵き22・4

︿牛乳パックの小物入れ﹀

手づくり教室

春子さん・久ｔ宏章代さん︒

ー８月の催

687︶へ電話か来館で︒
︵小倉公民館︶

年センター

大久保青少

９時〜正午▼対象・定員⁝小

▼材料費・・・２００円▼指導・：

９時Ｉ正午▼対象・定員・・・小

学３年生以上︑20人︵先着順︶

センター職員︒

▼とき・・・８月21日脚︑午前

▼参加費・：無料▼指導・・・能戸
朋子さん・加藤順子さん︒

５日團までに︑京都府学校教
育課︵豊０７５・４５１・8

自然体験教室

︿さわがに取りとカレーパー

︿染紙のうちわづくり〜竹で
っくる﹀

111︶へ︒ ︵学校教育課︶

ヘルスパイオニアタウン事業

健康とヨーガの集い

ティー﹀
▼とき・・・８月27日間︑午前
９時〜午後ｔ時︵雨天中止︶▼
行泰司・白川もみじ谷︵集合・
解散は同センター︶▼対象・定
員・・・市内在住の小・中学生︑

集い﹂を開雁垂ｙ︒

プ
▼とき・・・８月19日間︑午

ー
康．つくりのため︑ヘルスパ

市民の皆さんの心身の健

穂覚 横島町北内24

ワ

峯子肢体 五ヶ庄福角50‑45 31−8506

藤田

FAX
24−1463
FAX
22−9849

聴覚 宇治m山62‑2

山本雄次
{手話ができます)

６ 10 7.200

後cｓr時〜４時半▼ところ・：

肢体大久保町旦椋l4‑117
43−7862

34

この欄に掲載するお子さん（元年

太陽が丘体育館メインアリ

肢体宇治米坂33‑13

坂元春雄

30 13,000

月･水 18:30〜
金
21:00

簿記(日商簿記2級検定) 8/22‑11/16

８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。
イオニアタウン事業の一環

肢体 木幡Sliai20‑18632−8356

黒木哲雄

21 30 8,000

みんなに愛される子になっ
として︑﹁健康とヨーガの

奥島誠次

２ 20 8,000

月･木
9/3‑11/15

18:30‑
21:00

8/20･21

簿記(日商簿記3級検定)

視覚 大久保町久保23 43−1287
18:30〜
21:00

22−9613

辻本綾美 肢体 横 島 町 吹 前 3 7 市 営 住 宅 ] 4

32−2940
FAX 33‑1119

月･火 9:00〜
16:20

夏期ワープロ集中講座

22−0231

組藤利夫

横島町門口４

ロ 8/18‑9/5水･土

東野伸市 内部 折居台二丁目ト4223−9010

体力・健康づくりにご協力を

穂覚 木幡南山4‑25

６ 20 7,000

22−7074

視覚
肢体

プ

西井賢一 肢体 横島町十‑31‑7

黄檗公園再整備工事が完成

聴覚五ヶ庄平野12‑32 32−5189

12 20 10,600

9:00‑
16:00

視覚 宇治里尻31‑1

小西鹿三

駁

12 20 14,400
火･金 18:30‑
21:00

ツ

清水 克子
(手話かできます)

気楽にご相談を
平成２･３年虞の身体障害者相談員(敬称略)

回数定貝
(回 (人)

曜日 時間

西村篤子

13:00〜
16:20

夏期パソコン教室
8/27‑9/1月〜土

柳涙竹盛

ー

月･火
9/3〜9/21
木･金

てね、あずみちゃん。

▼とき・：８月24日出︑午前
９時〜正午▼対象・定員・・・小
学ＩＡ年生︑20人︵先着順︶
▼材料費：50円▼指導・：セン

︿コリントゲームづくりｙ木

ター職員

30人︵先着順︶︒小学２年生以
下は保護者同伴可▼参加費・・・
︵食事とおやつ代︶２００円︑

0円・中学生以上＝３２０円︒

︵往復のバス代︶小学生116

城南地域職業訓練センターの講座

波利アイ

中高年ワープロ 9/3〜9/21
昌

電話番号
住
氏ノ名

8/17〜9/25
パソコン(dBASEⅢ)

こどもたちへのお知らせ

１ 8/21 開丿式
中央公民館
(火) 野鳥の話とスライドE貫
会 議 室

期間

り▼必一場・集合⁝中央公民館

中学生︑50人︵先着順︶▼参加

こども探鳥会

夏は︑特に鳥の多い季節で

費・：無料▼指導・：環境庁委託

保青少年センター︵萱44・7

巨椋池干拓田

名

▼対象・定員・：小学４年生〜

す︒みんなで一緒に探しに行

烏類標識調査員・中坦尿さ

子ども探鳥会の日程

だ

所

ワ

婦人ワープロ

申１ 込みは︑いずれも大久

きませんか︒

学３年生以上︑20人︵先着順︶

９時〜正午▼対象・定員・：小

▼とき⁝８月17日出︑午前

︿宝石小箱Ｆ布でつくる﹀

手芸教室

447︶へ電話か来館で︒

※時間は午後l時半〜3時半

ん▼申し込み⁝８月２日出か

宇治川畔
３ 8/31
(剥

▼日程・内容・：左表のとお

ら︑中央公民館︵豊20・141
1︶へ電話か来館で︒
︵中央公民館︶
こども工作教室
竹ひごと木片で︑虫かごを

▼参加費・・・無料▼指導：山本

板と木片でっくる﹀

春子さん・久m章代さん︒
︿スーちゃんの壁かざりＦ布

▼とき・・・８月29日伽︑午前

▼とき・・・８月24日出︑午前

作りまず︒楽しいですよ︒

・でつくる﹀

生︑20人︵先着順︶▼参加費・・・

幼・保育園年長児よ学１年

10時半〜正午▼対象・定員・：

10時〜正午▼ところ・・・小倉公
民館▼対象・定員・・・小学４年

学４年生以上︑20人︵先着順︶

９時〜正午▼対象・定員・・・小

▼とき・・・８月22日團︑午前
講師・・・野外活動協会・林正剛

生ト中学生︑30人︵先着順︶▼

吸ん▼材料費・・・２００円▼申

1145

２ 8/30 .野鳥観察
(村

野鳥観察

所
場
容
内
日

座

政

回 り

講
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:…………………………………………………………………l

市では︑各家庭に眠ってい
る品物を有効に活用していた
だぐため﹁リサイクル情報セ
ンター﹂を八月末まで︵前期︶︑
開設しています︒
﹁譲りたい物﹂︑﹁譲ってほ
しい物﹂があればセンターに

現在登録されている品物は

このほか、市政相談と一般生活相談は

ｌ治振興課で、教育相談は教育委貝会で、

Ｉ談は月〜金曜日の10時〜16時に総合福祉

日曜日を除く毎日受け付け。家庭児童相

で。

………………j

ーサークル︑ベビーカー︑キ

テーブル︑各種自転車︑ベビ

ミはしご︑座いす︑ホームこ
たつ天板︑鏡︑籐
Ｉ敷物︑ミシ

ボンプレ″サー︑和机︑学習

飼育小屋︑謄写板一式

机︑ホームサウナ︑アンテナ︑

ン︑編み機︑ゴム編み機︑ズ

アル

ャリーバッグ︑ベビーベッド︑

４

ハイチェアー︑三輪車︑コン
ロ︑あんま機︑トレ・︲︲ニング
サークル︑ミヽンン︑うす︑き
ね︑学習机︑ミュージ″クカ
プセル︑押し切り︑フォ・１︲︲ク︒

︿譲りたい﹀
セミダブルベッド︑スツー

移動図書館

そよかぜ号巡回日程

リサイクル情報センター
市役所内自治振興課内内線385

六経してください︒

次のとおりです︒

ローチェスト︑食器棚︑スピ

ル︑いす︑シングルベッド︒

ーカ１︑加湿機︑電気ストー

︿譲つてほしい﹀
二段べ″ド︑ソファー︑応

ンジ︑温風ヒーター︑ガス瞬

ルガン︑琴︑ガスオーブンレ

ーヒーメーカー︑乾燥機︑オ

ブ︑オーブントースタ ︲︒・︑コ

接セ″ト︑洋ダンス︑食堂セ
ット︑げた箱︑カラーテレビ︑
ワードプロセ″サー︑水冷式
クーラー︑ミキサー︑冷凍庫︑
扇風機︑もちつき機︑冷蔵庫︑
掃除機︑ウインドファン︑電 間湯沸かし器︑子供・大人用
子ピアノ'ＩＳ子オルガン︑ピ 自転車︑三輪車︑あん一機ヽ

…
1………………………………………………

I
消費生活・精神薄弱者相談の日程は、2

アノ︑フォークギター︑ガス ぷら下がり健康機︑二１

階の家庭児童相談室（S23･8698）
ｌ会館3

●法律相談（2日,
9日、16日、23日、社会
福祉協議会豊22･5650,受け付けは13時から。
定員l回先mo人）。
●京都府交通事故相談(1日、15日、京都府

市役所市民相談室で、消費苦情相談は白ｉ

9時〜10時半）。
相談あんない
●青少年相談（24日､宇治公民館13時〜16時）。

ｉ
ｌ載。ご利用ください。

１日まで
心配ごとなどの相談日程や､行政･人権･ｉ

飼えなくなった犬・猫の引き取り

８月３
ター解説中
●３日（宇治病院=13時半〜15時半）。
保健・衛生・相談・移動図書館(8月分)

1年度版「市民カレンダーと手びき」に掲ｉ

●毎週月曜日（宇治保健所=

結婚･登記丿
社会福祉協議会゜年金
l

リサイクル情報セン
16時)。
宇治地方振興局豊21･2049、9時
献血

1990年（平成２年）８月１日発行（4)
市政だより
宇
第889号

相談は無料、秘密は厳守。

お知らせ

8

月の燃えないゴミ・し尿収集日程表
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）

募集

アルバイト

し尿収集の届け出を

1146

