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一足早い八月十七

られます

市内には︑

市長は︑初めに堀田さとさ
ん︵明治二十二年一月十一日

寿の秘けつ﹂と東田さん︒﹁今
年の夏の暑さはこたえた﹂と
おっしゃりながらも︑故郷の
新聞も取り寄せて︑しっかり
読未れ毒了︒近所へ買い物に

・

もお出掛けに︒いつまでも︑
お元気で１

このほか︑左記の九十五歳
以上の人にも︑記念品をお贈

▽大内亀好︵百三歳︑市内

りします︵敬称略︶︒

▽長渫光太郎︵九十八歳︑伊

子︵九十八歳︑小倉町寺内︶

十八歳︑宇治蔭山︶▽吉田夕

保町大竹︶▽國友み今泉︵九

壽︵九土ハ歳︑木幡平尾︶▽

六歳︑広野町小根尾︶▽山本

道岡谷︶▽植田ゆ孝刄︵九十

▽児玉標節︵九土ハ歳︑菟

城八重尾︵九土ハ歳︑南陵町︶

︵九土ハ歳︑宇治妙楽︶▽宮

八月三十日︑凹国土緑化

五月二土︿日間と決罵こ

祭の開催期日を︑平成三年

で開ぐ第四十二回全国植樹

気運か盛ひ上げるため︑八

数を知っていただき︑開催

祭の期日や開催までの残日

市民の皆さんに︑全国植樹

樹祭宇治市実行委員会では︑

また︑第四十二回全国植

と述べました︒

の通知を翼ぺ池本市長は

月三十一日︑市役所玄関に

推進機構理事会は︑宇治市

ｍ成三年は市制施行四十周

﹁期日が決まって喜ばしい︒

﹁残暦表示板﹂夕設置しまし

昭和61年４月２日〜62年４

幼児○２年保育︵４歳児︶ａ

学校教育課︵内線４６９︶か

決定します▼問監Ｂｔ・・・

か王回った場合は︑抽選で

に郵送︒応募者が募集人数

入園許可書は︑後日保護者

け付けます▼入園の許可・・・

かった場合は︑引き続き受

応募者が募集人数に満たな

月１日㈲と２日叫︑時間は

へ幼児同伴で︒各園とも︑10

︵環境保全課︶

年にあたり︑市民の皆 兄

とともに︑成功に壁是い﹂

十五歳︑木幡西浦︶▽

日〜61年４月１日に出生の

間山すゑ︵九十五歳︑

込み時に︑保護者とともに

月１日に出生の幼児︵申し

︵５歳児︶９昭和60年４月２

木幡桧尾︶▽三谷静子

市内に居住していること︶

︵九十五歳︑木幡南山︶

▽大西源三郎︵九十五

表のとおり▼入園願書の交

付・：９月17日側から入園希

▼募集園名・募集人数・：下

望の幼稚園で▼申し込み受

歳︑棋島町外︶▽福本

勢田町南遊田︶▽西川

け付け・：入園希望の幼稚園

志つ江︵九十五歳︑伊

アイ︵九十五歳︑木幡

︵学校教育課︶

各幼稚園へ︒

10月1日︵月︶

国勢調査

▲市役所玄関に設置された

生釜訪問︒今年で市長の訪問
が六度目になる堀田さんは︑
車いすでニコニコ︑市長をお
出迎え︒﹁昨年と変わらず︑
お元気で何より︒このまま健
康に気を付け︑来年も笑顔を
見せてぐださい﹂との市長の
言葉に︑﹁あぴがたい﹂と固
い握手︒また︑市長が﹁お得
意の鉄道唱歌を歌ってぐださ

最高齢︒小倉町蓮池︶▽小西

勢田町大谷︶▽安田フサ︵九

近謄てい︵九十五歳︑伊勢田

歳︑菟道谷下り︶▽松本ハル

十七歳︑菟道岡谷︶▽塩見仲

町遊田︶▽新開なを︵九十五

明星町︶▽塩尻こと︵九土ハ

蔵︵九十七歳︑菟道車田︶▽

歳︑広野町新成田︶▽西村そ

力蔵︵九十九歳︑羽拍子町︶

猪瀬きぬ︵九十七歳︑白川山

▽木守ヤヱ︵九十九歳︑大久

本︶▽津田ミサヲ︵九土ハ歳︑

10^ 1 ･Z日言≪V.iS>
月1.日

る︵九十五歳︑五ケ庄

▼募集対象・：○１年保育

児を寡集します︒

平成三年度の市立幼稚園

来年度の入園児募集

課
報
広
編集
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九月十五日は敬老の

ｌ

︵宇治蛇塚︶

日に︑池本市長は百一歳の堀田さとさん

○

記念品のタオルケット

ｅ

贈
っ
て

日

治明星園︶と百歳の東田治恣ん
−

を訪問︒

1

寿をお祝いしました︒現在︑
Ｉ

八
宇

長
九
十

1

五歳以上のお年寄りが三十二

い﹂と言うと︑しっかりした
音程で︑元気に歌われ︑なご
やかな雰囲気の中︑市長か見
送られました︒
続いてお訪ねしたのは︑東
田治さん︵明治二十三年一月
十四日生︶︒市長が﹁元気で︑
長蛋じてぐださい﹂と声を
掛けると︑﹁あ匯がとうござ
います﹂としっかり驀揃え︒

﹁のんびり暮らすことが︑長

う︵九十五歳︑天神台︶

▽大西市太郎︵九十五

受け付けは10

三番割︶▽藤村ヤヱ︵九

歳︑羽拍子町︶▽林つ

市立幼稚園

御蔵山︶▽川那辺とみ

︵九十五歳︑木幡南山

畑︶▽保賀千代︵九十

五歳︑五ケ庄折坂︶▽

森下マエ︵九十五歳︑

32‑9439
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を
人
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来年５月２６日に決定

第４２回全国植樹祭

宇治壱番︶︒

豪sat児は各 園 定 数 7 o 人 で す が 、 う ち 6 0 人 は 2 年 保 t か ふ
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募集幼稚園名と募集人数

『残暦表示板』(8月31日)
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μり
雑ぉ
具裔

電話番号

所在地

募集人数
19 f, to.児
S歳児

第893号

宇治市敬老会専用バス時刻表など

９月１５日から
目と耳が少し不自由ですか︒

▲市長から記念品を受け取る東田さん(写真左)

◆この宇治市政だよりは︑再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆
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60

神明

壷10 木幡松尾iT−1

甕宇治 60
木幡
60

豪I0 大久保町山ノ内３ 41‑7224 ○〃
學 ｇ
22‑0495
※IO 宇治野神57
Ｄ
※10 五ヶ庄梅林官有地 31‑8259

大久保 60

⑩

(1990年)

電話（0774）22−3141

２・３面

京都府宇治市

〒en京都府宇治市
宇治J!琶33番地

敬老特集

発行
傘

平成２年

●毎n 1日･ll日･21日発行

いつまでもお元気で

老人福祉週間

だ

よ

敬老特集

父

り

1990年（平成２年）9月11日発行(2)

デイサービス

路葬祭・旅行などで

年をとって部屋に閉じこも

1や痴呆性などのお年
きない場合、施設で

りがちな人や、身体が不自由
なお年寄りを、車で施設へ送
迎し、入浴・食事・レクリエ
ーションなどを日帰りで楽し

し､無料の場合もあります）

んでいただくと共に、介護家
族の負担を軽くしようとする
ものです。
〈利用料〉

九月十五日は敬老の日︒厚生省の発表 一

では︑日本人の平均寿命は︑男性七十五・ 一

九一歳︑女性八十一・七七歳と世界一の長 一

寿に︒一方︑高齢者の増加に伴い︑ねた 一

きり︑痴呆性老人など日常生活で社会的 一

案内のはがき夕受付でお渡

いまず︒お送りしてい未了

援助が必要な人も増えることが予想され 一

た高齢者の雪兄の労百を

一

ています︒市では︑健康で安心できる老 一

家庭奉仕員（ホームヘルパー)

ねがらい︑敬老の日を楽し

▲みんないつしよにいただきます/(デイサービスセンターで)

し､無料の場合もあります）

く過ごしていただぐため︑

介護の方法

、のです。

後を目指して︑老人福祉の諸制度を設け 一

二滞在し､

ています︒ぜひご利用ください︒詳しく 一

は︑高齢者福祉課︵内線３３３︶へ︒

．ている家族の人に、

お年寄りの身の回りのことやいろいろ
な相談など、家庭奉仕員（ホームヘルパ
i故などで緊急に助け
1寄りが身につけてい
タンを押すと、電話

ー）がお宅にうかがってお世話します。
〈サービスの内容〉

i報され、協力者や救

●食事の世話、掃除、洗たく、身の回り

1けられるものです。

の世話などの家事と介護
●生活や身の上のことについての相談や

ヴ

し〜一︸

〈費

用〉

助言

ｙ
゛

所得税に応
じて、一部ま
たは全部
(ただし、無
料の場合もあ
ります)

午前

午後

志 津 川
(竹久酒店前)

9:00

13:30

白
川
（茶研入口）

9:05

13 : 35

停留所

13 : 17

研

9:04

13 : 19

笠取小前

社 9:05

13 : 20

称名寺下

宇治橋西詰
（県通り）

県

神

停留所

午前
8 :40
8 :45

13 : 28

菟道高校

9:06

13 : 31

隼

り 9:09

13 : 34

新

．田 9:04

13 : 29

森

本 9:05

13 : 30

戸 9:06

13 : 31

三

上

室

■‑‑･‑■･･‑‑･･･

日を
シ

敬老会当日︑午前・午後

前 9:02

中

13 : 27

9:03

︿送迎専用バス﹀

13 : 16

槃 9:02

平 野 町
(重永医院前)

楽しい一

敬老会忿曹羊す︒

島 9:01

棋

黄

笠取方面

の部に合わせて︑橘共ス

13 : 14

敬老会は︑九月十五日幌

13 : 12

を運行︒お帰りの際も︑敬

13 : 26

午前０ 部︵午前十時〜正午︶

前 9:01

老会終了後に運行し乖ゐ

院

と午後の部︵午後二時半ト

13: 25

病

でご利用ください︒停留所

幡 9:00

ターで開催︒参加を甲ト込

木

四時半︶の二回︑文化セン

南

ご乗車の際は︑必ず係員の

13 : 36

書れた人には︑既に案内の

13 : 24

宇治市役所 9:06

指示に従つてぐださい︒な

木幡山手町 8:59

はがきをお送りしていまず︒

13 : 35

お︑交通事情などで多少遅

13 : 23

9:05

当日は︑米寿記念品贈呈

幡 8:58

れる場合もありホチ︒あら

木

などの式典の後︑宇治市少

13.:34

かじめご了承ください︒

13 : 22

9:04

年少女合唱団にょゑ鴫や︑

御蔵山参道 8:57

青芝フ″クーキック︵漫才︶︑

13 : 33

春風.ｒｖM (ものがたり演

13 : 21

9:03

歌︶︑天龍三郎︵浪曲︶のプロ

8:56

宇治橋酉詰
(都計道路)

御

町
並
(長谷川コーヒー皿前)

出演者にょる芸能ショーを

13 : 31

敬老会で
︿記念品﹀

9:01

園 8 :54 13 : 19

楽兄でいただ章孝ｙ︒

8:57

13 : 18

京阪宇治

13 : 10

横島小学校 8:59

13 : 17

8:53

幼稚園前

13 : 16

参加者全員に記念品︵紅

大 河 原
(京阪宇治交通)

宅 8:52

白まんじゅう︶奎用意して

川 8:55

住

西

9:00

J R宇治駅

13 : 30

蔵

御

東宇治方面

目

午後

午後

午後
13 : 15

住

宇治車庫

総合庁舎
午前

午前

午前
宅 8 :50
山 8:51

中

しぐださい︒

目川方面
停留所

停留所

宇治方面

長年社会に貢献されてき

停留所

所得税に応
じて、１時間
無料〜650円

専用バス時刻表

志津川方面

〈利用料〉

お年寄りとその家族のための

在宅福祉サービスのご案内

１日1,100円
(ただし、無料の場合もあります)

…………..:
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団

ーパッド･簡易浴槽･ポータブルトイレな
ど）を給付またはお貸しします。

ほかにも…

末口在三郎︑

桃井 はな︑

本田 千代︑

美見 五六︑

小梯 あさ

谷口 とき

中村 敏和

山鹿 喜ミ

道原 す美

佐伯 チヨ

中嶋トミ子︑吉原 清一
杉本さわの︑伊藤 幼恵
小林 密枝︑佐藤 花子
小和田秀一

秀一

照︑三角 長次

︿五ケ庄﹀
坂野

飯田 武男︑森

赤井勝太郎︑小出 トモ

前島冨太郎︑藤田友次郎

高原 タマ︑山田ハルヱ

ホームケア
渡辺 もと

︿西笠取﹀

飯田仙一郎

︿炭 山﹀

梅原 ルイ

︿志津川﹀

川戸 その

︿羽戸山﹀

吉水 知柴︑池谷 ヨツ

池内武男︑長谷川初太郎

呉竹 ゑい︑南村 シナ

西川トミヱ︑山口 きく

小見山キクノ︑辻本キミ

日下部ヨシ︑永田 ヨシ

瀬戸口一郎︑太田 宿世

︿菟 道﹀

薮内 きぬ︑小西

〜昨年より二十五人多い百七十三人に〜
今年︑めでたく八十八歳の米寿を
迎えられるのは︑昨年の百四十八人
を大きく上回る百七十三人の皆さん︒

大西 玉子︑

熊野スマ子

︵敬称略︶

敬老会の会場で赤座布団をお贈りし
ます︒
︿六地蔵﹀
永谷 たみ

水野 知文︑

︿木 幡﹀

橋本 幸三︑

ひで

口介護者教室
茂雄

１日1.890円(ただ
孝

ゆき︑池下 捨三

東

豊︑清水 スミ

フサ︑平井 ウサ

︿天神台﹀

鈴木賀壽枝

︿白 川﹀

中村仙太郎

米一︑

北村ノブヱ

山田

田中 ちゑ

黒田 一郎︑橋本 芳造

石田清之助︑加藤 ハル

︵琵琶台﹀

小倉はまゑ

松井 アサ．山中 乗煥

西村

西川 幸道︑辻 婦身江

大前 キミ︑山本 ツル

池下 カノ︑寺田 とよ

関

見越 うの︑北尾

松本 ウノ︑山田 アイ

大嶋 きみ︑長谷川はな

︿宇 治﹀Ｅ

藤井 勇三︑下城 ウメ

短期間老人ホームに

梅田 チョ
先浦キクヱ︑坂東マスノ

突発的な病気や確

回線を通じて緊急迢
しんでいただくため､老人園芸広場(５力

北川 うの

山口 セツ︑川中 より

大西キミヱ︑酉藤喜太郎

中出幸一郎︑栗田ミツイ

川上 元三︑角野 うの

川上 信︑海老名金治郎

小西フミヨ︑西村 りゅ

中司 初江︑和田よ志江

矢部 秀男︑新宮 シン

井上 隆芳︑高橋 まき

小山 恒子︑中村かす江

西尾 雅夫︑岡本ヨシ江

︿小倉町﹀

長渾 キク

北住多賀重︑山賀 っ祢

金田 とら︑田仲 すえ

田中幸四郎︑大西 った

井内 きみ︑福山与四郎

古谷 テイ．中島マサヱ

︿横島町﹀

山田 ハツ

︿羽拍子町﹀

和田 サキ

道下 吉治︑安井 キク

を求めたい時、お年
るペンダントのボ:

︿伊勢田町﹀

演．山田 トヨ

条件や料金などくわしくは
美野

伍一︑山口

祝

岩井 キヌ︑西野ナラヱ

長谷川富美︑磯崎 須美

水田喜之助︑堀井 英子

︵大久保町﹀

束

西村奈良一︑酒井 ミツ

松山 つね︑安井 ミネ

谷川 りつ︑内藤タツコ

久米 せい．坂下 春枝

伊藤いちゑ︑廣野 ちゑ

古谷 しま︑石割 くま

望月 たみ︑垣見 わゑ

竹村 ウノ︑冨田 キョ

梶原 歓三︑金丸 ひな

︿広野町﹀

新美 ハナ

︿開 町﹀

中嶋 シキ

北條 勝治︑伊藤 きく

西井 清蔵︑松山 かの

永宮 うの．杉浦 はな

北川マッヱ︑大林 末廣

兼岡八千代︑北川まさ江

高宮

福祉センターでもいろいろな活動が行わ
れています。
林

敬老祝金

既にお送ジしている﹁敬老

なお︑受け取りの際には︑

Ｓ‑＾ivださい︒

㈲までに高齢者福祉課へお

受け取りはお早めに

敬老祝金は︑市内二十四

力所の支給会場で櫛隻給

しました︒まだ営げ取って

いない人は︑十一月三十日

市では︑昨年度実施して

好評ｔ得ました﹁在宅ねた

きひ老人介護者リフレ″シ

ュ事業﹂蔵今年も次のと

お的一行い求Ｋ

この事業は︑ねたきりの

お年寄りなどの介護者の︑

介護筑れの解消と元気回復

が目的︒奮ってご参加くだ

さい︒

▼とき・・・９月30日間︑午

前11時〜午後３時▼ところ︒

⁝花やにｘ浮舟園︵宇治塔

川20︶▼内容・：食事と懇談

▼対象・・・市内在住のおおむ

倉 ･8 :58

13 : 26

13 : 18

蔭

山 8:59

13 : 19

11111111

13 : 21

祝金支給案内﹂のはがきに︑

押印のうえご持参ください︒

住所︑氏名を記入し︑必ず

はがきがないと受け取れま

はがきを紛失した人は︑

せんのでご注尽ぐださい︒

本人を証明するもの︵健康

保険証︑運転免許証など︶

と印鑑をご持参ください︒

ね65歳以上のねたき忿叉

等の主な介護者▼参加費・：

無料▼定員・・・50人︵先着順︶

▼申し込み・・・所定の申込書

で９月22日出︵当日消印有

効︶までに︑高齢者福祉課

︵〒611宇治琵琶33︶へ郵送か

同課高齢者福祉係︵内線３

直接来庁で▼問い︿Ｂせ・・・

園特別養護老人ホーム▼協

３３︶へ▼共催・・・宇治明星

力・：宇治市民生嬰ｍｍ協

議会︑宇治市ねたき豆叉

︵高齢者福祉課︶

介護者︵家族︶の︿弓

Ｉ

浮面方面

三軒家方面

9:01

停と同じです。

ヽ々

所得税に応じて、一部または全額
（ただし、無料の場合もあります）
︿明星町﹀

■■・●・・・・●●・・・●■●･−−−■■●・・・■■−●●●●●・−−−・ｊ

13 : 20

ユニチカ

京阪宇治交通のバス

13 : 17

原 8:52

ヶ

緑

13 : 19

国道伊勢田 8 ."59 13:29
(京阪バス停)

8:57

町 8:59

西

8:56

13 : 15

近鉄小倉

木 8:50

名

13 : 18

荘 8 :58

国道大久保
(上新電機前)

13 : 13

8:55

南

小

E………'｀…………………………………
｜※停留所は一部を除き

8 :53

小倉住宅

城

午後

停留所

13 : 22

北山住宅

8 :55

13 : 17

明 8:57

神

13 : 20

13 : 12

午前

13: 11

8:52

13 : 16

8:51

西 小 倉
(,旧伊勢田)

城南高校

急車による救護カ畷
お年寄りに生き生きと毎日の生活を楽

13 : 10

13 : 13

名木北口

名木方面

8:54

13 : 14

J R 新田
(中西石油前)

〈利用料〉
口保健婦・看護婦の訪問指導

面 8 :50

浮

近鉄大久保 8 :53

臨調ｒ肖

一人暮らしやねたきりのお年寄りに必

米寿のお祝いに赤座布

要な日常生活用具（ベッド･車いす･エア

中川 孫蔵︑阪田清三郎

13 : 11

寄りのお世話がで
足立 桧治

13 : 10

8 :51

宇治郵便局 9 :00

｜

8 :50

緑ヶ.原口

お年寄りと介護し
口介護者リフレッシュ事業

1.890円(たた
１日

午後

日産車体

申し込みは９月22日出まで

一時的に，ねたきt，

70歳以上の人に、乳酸菌飲料を配達する
ものです。

午前

午後

13 : 10

停留所

午前

9:00

午後

停留所

午前

三 軒 家
(京阪バス停)

停留所

と貸
日常生活用具等の給付と貸与
活

家族が病気・冠i

一人暮らしで日常の安否確認が必要な

八代 富子︑

1159

大久保方面

在宅ねたきり老人
介護者リフレッシュ事業

を学んでいただく七
口機能回復訓練事業

い
い

用）
く費

〈利用料〉

料
無

お世話します。

用〉
〈費

ショートステイ
達
乳酸菌飲料の配達

正

市
治
宇
第893号
（3)

シルバーホン

ヵ所)を設置。また、老人クラブや老人

所)、老人運動広場、老人憩いの部屋(83

高齢者福祉課(内線333)へ

1990年（平成２年）９月11日発行（4)

り
よ
だ
攻
rp
宇1台
第893号

９月21日から木幡公民館で

8 子育てと家計
４ 10/
(月)

華頂短期大学助教授
大久保克子さん

り︑幼児家庭教育学級を開き
ます︒

保健予防課栄養士
５ 10/19
吻 食事の工夫m理実習)

と家庭教育のあり方蔵講師
とともに︑みんなで考凡てい
こうといラものです︒
子育てで悩んでいる人は︑
ぜひご参加ください︒
▼日程・内容・・・右表のとお
り︒時間はいずれも午前９時
半〜正午▼ところ⁝木幡公民
館▼定員⁝30人︵先着順︶▼受
講料・：無料︵調理実習の教材
費は自己負担︶▼保育⁝２歳
以上の幼児を20人まで︒申し
込みは受講申し込み時に併せ

▼申し込み・：木幡公民館︵e

て︒おやつ代４００円か必要

32・8290︶へ電話か来館
で︒
︵木幡公民館︶

行用品など︑レンタル会社

最近︑急激にレンタルシ

ですが︑契約上は︑大きな

支払って使用する点は同じ

−

が持っている在庫物品を︑
利用者に短期間貸す際︑レ
ンタル会社と利用者の間で
結ばれる契約です︒いつで

ョップが増え︑市内でもよ

ると︑中途解約が認めら元

く見かけるぷつになりまし

てぃま乙︑品物の保守・
修理は︑レンタル会社が負
担します︒しかし︑レンタ
ル料以外に︑保証金︑運送
料などが必要な場合や︑品
物の紛失などによるトラブ

フィリップス大学講師を迎えて

４日團・11日閑・18日團＝日
常英会話︵日常のあいさつ・
電話・時・場所・紹介などの
ことぱ︶︒時間は︑いずれも午
後Ｌ時半Ａ時半▼ところ・・・
小倉公民館▼対象・・・引き続い
てサークルで活動できる人
▼定員・・・35人︵先着順︶▼講師
⁝フ″リップス大学日本校講
師・ボラードーケリ鳶λ▼受
講料⁝無料▼申し込み・・・小倉
公民館︵豊22・４６Ｒ７︶へ電

せなど▼対象・：３・４歳児▼

や︶▼内容・・・絵本の読み聞か

話か来館で︒ ︵小倉公民館︶

社︵解散︶▼参加費・・・無料▼申

参加費・：無料▼問い合わせ・：

れまで﹈︒

︵中央図書館︶

初心者のテニス教室が開か

市民軟式テニスデー

へ︒

中央図書館︵豊20・1511︶

311︶へ電話で︒

宇治市統計書

︵歴史資料館︶

し込み・・・歴史資料館︵容20・1

識と簡単な単語と発音︑10月

27日團＝英会話の基礎的な知

▼とき・内容・・・９月20日團・

未了︒ぜひご参加ください︒

とお旦霞一話入門講座を開き

常英会話ができるぷフ︑次の

小倉公民館では︑簡単な日

は︑まず芯諮か？ト

英会話入門講座
現代計石において︑国
際感覚か養い︑諸外国の
人だちと交流していくに

お知らせ
歴史散策

刊行
平成元年恋歌の宇治市統計

広野には︑古代︑豪族の古

書を刊行しました︒この本は︑

９時から▼ところ・：東山テニ

墳が造られ︑寺院も建てられ

スコート▼対象・：市内在住・

ました︒康之︑近代では︑淀

かｉとめたものです︒ご希望

在勤・在学の人▼参加費・：無

▼とき・：９月15日㈲︑午前

の人には︑企画課︵本館三階︶

宇治市に関する基礎的な数字

るなど︑豊かな歴史が展開さ

で︑一部千円で頒布していま

藩によって町つく昨﹈が行われ

れて或蛋した︒今回の歴史散

キスト代含む︶▼講師・：デボ
人▼受講祭・・3000円︵テ
南勤労者福祉会館▼定員・・・20
午前10時〜正午▼ところ⁝城

▼とき・・・９月蓉詞Ａ１１月

旬間

９月１１日〜２０日は高齢者交通安全

九月十一日から二十日ま

ルールか身に付けるのはも

すには︑高齢者自身が交通

九月は︑障害者雇用促進

用する労働者として雇い入

定所の紹介で︑継続して雇

に困難な人を︑公共職業安

心身障害者な戸就職が特

適応訓練に給付金

雇用の助成金や

六％となってい未７．

は︑一般民間企業ではＩ・

業員に占める障害者の率︶

また︑障害者雇用率︵全従

ない﹂と定めβれてい未了

うように努めなければなら

ともに適正な雇用管理か行

適当な雇用の場を与凡ると

その能力か正当に評価し︑

て自立トｙＺする努力に

労働者が有為な職業人とし

念に蔑つき︑障害者である

雇用に関し︑社会連帯の理

︵交通対策課︶

身に付けてもらいましょう︒

う︑明るい服装や反射材を

イバーの目につきやすいよ

忘れませんベルトとマナーと思いやり
9月11日20日は高齢者交通安全旬間

で﹁高齢者交通安全旬間﹂

ちろんですか︒家庭や書幻

かまく理解し︑気心舟けて

りの人々も︑高齢者の特性

の運動が展開され牛子︒

あげましょう︒

平戌元年中に市内で発生

した︑六十歳以上の高齢者

防ぐために﹀

︿高齢者の事故を

の交通事故で︑死傷者は八

十九人︒全体♀二百九十

二人︶の六・九％miめて

○家庭や職場で高齢者の

交通安全について話見回

い毒了︒また︑このうち︑

自転車運転中が二十五人で︑

○外出するときは︑ドラ

ましょう︒

高齢者の交通事故をなぐ

最も多くなってい未了︒

トレーニング機器

実技講習会

▼とき・：９月29日出︑午後

Ｌ時と４時の２回▼ところ・：

黄栞体育館▼対象⁝15歳以上

の人︵中学生を除ぐ︶▼定員・：

000円︵要印鑑︶▼申し込み

各30人︵先着順︶▼受講料・・・1

・：９月16日面︑午前９時から︑

黄柴体育館︵酋33・4001︶

︵公園公社︶

へ︒顔写真︵３？×２・５ｔ︶

が必要︒

料理教室

▼とき・・・９月30日面︑午後

１時１ｔ時▼ところ・：城南勤

労者福祉会館▼定員⁝24人▼

材料費⁝1200円▼内容・・・

れた事業主に対しては︑賃

運動月間です︒

心身障害者の雇用の促進

秋の和風料理▼持ち物・・・エプ

と安定のためには︑障害者

金の一部が助成され求ｙ︒

ロン・筆記具・持ち帰り容器

▼申し込み・・・９月25E㈹まで

自身の職業的自立と不断の

職場で作業環境に適応する

することを目的に︑実際の

1︑
1そ
1の
1事
1業
﹃所
Ｉに
四雇
四用■
また

に同会館︵豊46・078︶へ︒

体︑と的わけ事業主の皆さ

ための訓練奮竹フど︑事業

に関する法律﹂では︑事業

︵商工観光課︶

7366︶へ問いふＢせ鳥

1160

27日脚の毎週火曜日︑10回︒

英会話教室
城南勤労者福祉会館

き43・1286︶へ︒
︵市民体育課︶

清掃施設見学会

▼とき・・・９月29日出︑午前

10時〜午後３時愈大決行︶
▼見学先・・・沢第二清掃工場・
沢︒コミ中継場・折居清掃工場
︵貸し切りバス利用︶▼定員⁝

50人︵先着順︶▼参加費・・・無料
︵昼食あり︶▼申し込み・・・城南
衛生管理組合広報課︵ａ０７
５・６３１・5171︶へ電話
で︒ ︵城南衛生管理組合︶

府政を見る会

▼とさ・・・９月26日團︑午前
８時半〜午後５時︵雨天決行︶
▼見学先・：府立陶工高等技術
専門学校︵京都市東山区︶・京
都府議会棟︵上京区︶︒貸し切
りバス利用▼対象⁝市民︵子
供同伴はご遠慮ください︶▼

・：無料︵昼食あり︶▼申し込み

定員・：30人︵先着順︶▼参加費

・：選挙管理委員会︵内線４３
１︶へ電話で︒

ム８０円▼申し込み・・・９月

出演団体を募集

んの理解と協力が必要です︒

主には訓練費が︑受講者に

努力に加えて︑広く社公一全

市内には︑十八歳以上の

は雇用保険の失業給付が︑

︵商工観光課︶

心身障害者が約三千九百人

︵選挙管理委員必一︶

おら元︑働く障害者は増え

それぞれ支給され未了︒

第11回 人形劇フェスティバル

てきてい未了︒しかし︑今

で的場一さん︵広野町中島13︑

20日團までに︑電話かはがき

−45歳以上▼参加費・・・Ｉチー

男女＝高校生以上○壮年男女

テニスコート▼対象⁝○一般

９時から▼ところ・：太陽が丘

▼とき・・・９月30日面︑午前

市民総体軟式テニス

吊民体育課︶

︵豊43・1286︶へ︒

へ▼問い合わせ・：的場一さん

ル▼申し込み・：当日直接会場

料▼持ち物・・・ラケ″ト︑ボー

策では︑広野の史跡か見学し︑

︵企画課︶

す︒

▼とき・・・９月12日出︑午後

えほんのじかん

その歴史を紹介します︒
▼とき・・・９月30日㈲︑午後
１時半〜４時︒集合は中央公

３時半〜ｔ時▼ところ・・・中央

民館会議室▼行金九・・・小根尾
の住宅街←庵寺山古墳←淀藩

せんので︑途中でやのても

図書館集会室︵おはなしのへ

ルかよくぁり求ふら︑注

契約額の全額を支払わなけ

煙硝蔵←広野廃寺←広野神明
−

意して契約する必要があり

ればなりません︒

場合は︑商品の所有権は取

堅添ｙ︒利用者が事業者の

任は利用者が負うことにな

また︑商品の保守管理責

毒了︒
リースは
中途解約できない
リース契約は︑利用者が

得１歪笹んが︑税務上の
利点があります︒しぶし︑
消費者の場合は︑こラした
ものはありません︒
なお︑電話機︑複写機︑
衣服などのレンタルやリー

いぐるみ劇︑民俗芸能︑合奏︑

安定所︵a22・２４〜︶か

主の責務として﹁障害者の

進協会︵豊０７５・４５１・

詳しぐは︑宇治公共職業

ろ・・・文化センター小ホール・

なお︑多くの障害者が︑働

第十一回人形劇フェステ″

合唱︑手あそびなど︶▼目的

電話機︑ワープロ︑コンピ

中央公民館展示集会室▼出演
バルタ次のとおり開催し康す

囲京都府心身障害者雇用促

場合︑﹁訪問販売等に関す

く意欲か痔ちながら︑職場

スは︑訪問販売で契約した

・・・①日常の活動成果の発表②

ューター︑車などの商品を

資格・・・市内を中心に児童文化

を得られないままでいまず︒

出演盈猫畢る団体は︑中

サークル相互の交流③市民文

る法律﹂により︑八日間の

化の向上▼その他・：開催前に

指定して︑長期間借りる場

の向上を目指し了匹動するア

︵中央公民館︶

﹁障害者の雇用の促進等

マチュアグループ︵人形劇︑

央公民館︵豊20・1411︶

ます︒

３回程度︑

へ電話か来館で申し込んでぐ

影絵︑紙芝居︑パネルシアタ

クＬリングーオフ期間が認

ー︑ペープサート︑絵本︑ぬ
▼とき・：11月25旦凹▼とこ

実行委員会を開き
ださい︒

められています︒
︵自治振興唇

合の契約です︒リース期間

中途解約は認められていま

は︑三上︿年と比較的長く︑

レンタルとリースの違いは？
違いがあるのです︒
レンタルは

レンタル契約は︑車︑ビ

中途解約ができる
レンタルとリースは︑商品

問題点について考岑手一︒

ル﹂と﹁リース﹂の違いや

そこで︑今回は﹁レンタ

いろ起きています︒

った反面︑トラブルもいろ

れまず︒しかし︑便利にな

活用品など︑何でも借りら

旅行用の大型トランクや生

た︒ビデオやＣＤをはにあ

借りて見る︑借りて使う

も︑︒あるいは一定期間過ぎ

教育委貝会
頼成 綾子参事

子育ての体験から
８ 11/6
(火) 学習のまとめ

教IISさん
笠嶋

７ 10/31
伽 心豊かな子に育てる

公民館連営審譲会委貝長

児の親を対象に︑子供の成長

京都教育大学教授
相田 貞夫さん

木幡公民館では︑次のとお

３ :o/3
團 幼児期の心り発達

この学級は︑三歳前後の幼

児it文学研究者
大野 由美さん

６ 10/22
卯 楽しい絵本

師
講
マ
ー

デオ︑ＣＤ︑衣服︑海外旅

心身障害者に働く場を

紋育委員会指導主事
片岡 光さん

(昨年の幼児家庭教育学級から)

２ 9/27
困 子育ての悩み
▲グループに分かれての話し合い

開講式、オリエンテーション コーラス指導者
板倉 和子さん
歌でつなぐ親子の
コミュニケーション

１ 9/21
吻

テ
回 月日

盈購入しないで︑賃借料を

9月は障害者雇用促進運動月間

幼児家庭教育学級の日程表

消費者コーナー

幼児家庭教育学級

