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十月十日㈲︑太陽が丘で︑第八回市民スポーツまつり・太陽が丘
スポーツカーニバル・府民体力つくり大会を開催︒みんなで︑とん
だりはねたり︑いい汗流しましよう︒当日は︑午前十時に陸上競技
場で︑参加者全員で準備運動を行い︑各コーナーは午前十時半から
開始します︒受付時間が制限される種目がありますから︑左下の会
場図で確かめてください︒参加は無料︒運動靴︵体育館での参加は

体力診断大人コース ・体力

一ペタンク ーフリスビー

■大会コーナー・・・・オリエ

●ターゲットバードゴルフ

ー

■相談コーナー・＝・体力相
談コーナー ・健康相談コー
ナー

するだけで︑開封や整理な

の仕方﹂に調査票をはさみ︑

調査票の記入はお済みですか？

読み取り機械にかけます︒

○調査票は︑このままで

次の点にご注意ぐださい︒

10月１日は国勢調査

国勢調査の調査票にご記

一日囲から七日収にかけて︑

ないでください︒

折り曲げたり︑汚したりし

入はお済みですか？十月

調査員が回収に伺いまゐ

調査票の記入や提出につ

どは市で行います︒

課調査統計係︵内線５１２

いての問い合わせは︑企画

ご使用ください︒

○記入には︑黒の鉛筆を

で︑ご協力をお願いします︒

記入・提出にあたっては︑

○提出の際︑調査票の内

︵企画課︶

か豊20・5208〜９︶へ︒

容を調査員に見られたくな

い場合は︑調査票と一緒に

お配りした﹁調査票の記入

秀次 広野町寺山53の３ 43−2689

診断こμ石コース ーバ″テ

吊民体育課︶

柵鵬

戦コース＝５㎞︶

武治 宇治宇文字11の12 21−4611

・家族リレー

国を挙げて︑法を尊重し︑

32−6620

谷口

問い合わせは市民体育課︵内線478︶へ

22−0153

定治 木幡平尾i7の63

ー⁝一レクリ干︲ショングー

基本的人権の擁護︑社会秩

序の確立の精神を高めるた

治夫 棋臨町北内53

柴田

ム ークラフト ーフォーク

まつり〈体力診断こどもコース〉で)

め︑各種行事が行われまず︒

﹁法の日‰議会に︑改めて

市では︑毎月第一木曜日

法の大切さを考えましょう︒

に市民＜Ｈ館で︑人権相談を

開催︒相談には︑法務大臣

から委嘱を受けた人権擁護

委員が応じ｡1/1｡0相談は無

料︑秘密は厳守されますの

︿10月の人権相談﹀

で︑気軽にご利用ください︒

▼とき・・・10月４日出︑午

前10時〜午後３時▼ところ

また︑左表の人権擁護委

・：市民会館︵宇治里尻︶︒

員さんの自宅でも︑随時相

熊木

ダンス ・輪投げ ・パラバ

稔 伊勢田町毛語40

談に応じますので︑直接ご

十月一日は﹁法の日﹂︑十

北川

連絡ください︒ ︵広報課︶

43−7723

月一日から一週間は﹁法の

侃 木幡熊小路４の８ 31‑8489

日﹂週間です︒この期間中︑

重子 羽拍子町22

ルン ーゲートポール ーグ

事業に七千七百十万円

41−7260

井戸田

▽塔ノ島第一ポンプ場増築

線整備費追加に一千三百

▽東宇治器蔀市下水路支

万円︵債務負担行為設定
に八千四百万円︶

補助金追加に五十五万円

▽宇治川マラソン大会事業

東

上靴︶もお忘れなく︒雨天の場合は中止します︒

とおりです︒

資金借入金に対する債務

▽宇治市土地開発公社事業

21−4380

⑩

プログラム

▽近鉄小倉駅西第一・第二

保証に三十億円︵債務負

一雄 宇治善法11の５
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消費カロリー
ドイ回付︸

に生じた事業や府支出金の

自転車等駐車場整備費に

担行為︶

○陸上競技場

■レ゜
クリエ
ーシ
ョンば
コーナ
レ１ １一｡ｎ＼＆室
ひ
ろ
｀：゜ト

内定などに伴つ事業費が中

二千三百九十九亙︿千円

21−3458

『法の日』週間

青山

ラウー
ンドゴ
ルフ
ダブリ
ン゜
Ｅ定 挑戦コ
ナ
ーー゛
：

心で︑補正額は二億二千三

▽晨業低温倉ｍ建設費補助

家族リレー・トランポリン

リド︒拶ヤ
Ｉ

九月宇治市議会定例会は

百四十万一︿千円夕計上︒補

に一億八千万円︵債務負

▽横島児童公園用地購入費

担行為︶

▲きみのスタミナはどれくらいかな？(昨年の市民ｽﾎﾟｰﾂ

参加無料
太陽が丘

生活道路整備費など

九月十九日に開会一︒会一期は

正後の予算総額は三百四十

２億２３４０万円を計上

この定例会一には︑二年度

︒十月八日までの予定です︒

一般会計補正予算︵第四号︶

七億八千百八十万一︿千円と

の追加に五千八十万円

▽道路・排水路の維持経費

金に二千七百万円

など十四議案が提出されて

補正の主な内容は︑次の

なり康７︒

人権擁護委員（敬称略）

10月10日（祝） 午前１０時〜午後３時
第8回 市民スポーツまつり 太陽が丘スポーツカーニバル
府民体力つくり大会
一般会計の補正は︑新た

了孝 五ヶ庄大林43の１ 31−8532

藤原

桂子 菟道丸山１の69

邨I

lO月l日〜７日まで

話

電

所

住

名

氏

○体育館
ラージポール卓球・バドミントン
インディアカ・ソフトバレーボール
体力診断（大人・こどもコース）・健康相談コーナー
体力相談コーナー・lOOm世界紀録に挑戦

＠第２競技蝿
ゲートボール
グラウンドゴルフ

Ⅳ←

≫参加(受付)蒔間に★体力診断(O時半‑H時)
制限のある種目 ★家族リレー(12時半‑13時)★la〕ｍ世界記nに挑戦(10時半.(正午・Id時)
★オ'リェンテーリング(m半‑:3時)★健康相鮫(tO時半‑I4時)

参考

◆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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います︒

９月補正

竃話（0774)22−3141

平成２年
(1990年)
宇治市政ダイヤル
20−0100

京都府宇治市
発行

T611京都府宇治市
宇洽琵琶33番地
傘

／１
市政tii報いつでも24時間

宇

第895号

よ

り
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｀

お知らせ

゛
萱41・74５0

開催し柔ｙ︒

今回のテーマは︑﹁深めぷフ

地域の連帯﹂で︑広野公民館

や名動する団体などを中心に︑

地域住民の交流と親睦か深め

るのが目的です︒主催の実行

委員会は︑公民館サークルだ

けでなく︑地域内の各自治必一・

婦人今喜老今体育振興今

少年補導協議会・育友会など

で構成︒活力あるふる回とづ

日程・内容は︑右下表のとお

くりの推進を目指しまで︒

りです︒さわやかな秋の一日

ご近脚おそろいでお越Ｌこだ

さい︒なお︑問忿易せ・模

擬店前売り券のお求めは︑広

野公民館へ︒

センター←長坂峠←万福寺

解散の約12＊ｎ'参加賞あり

▼準備品・・・雨具︑水筒︑昼

食なぺ交通費は各自負担

▼問い合わす：木村長次さ

ん︵豊21･
ＣＯ６〜︶へ▼主

催・・・宇治市歩こラ会︒

ニュースポーツ教室

▼とき・・・10月12日面︑15

日囲︑17日叫午後７時半

〜９時半▼ところ・・・西小倉

ーボール︑フリーテニス▼

中学校▼内容・：ソフトバレ

広野町寺山17−４０３

広野公民館まつり

公民館の

〜深めよう地域の連帯〜

⁚⁚

広野公民館

第四回広野公民館まつりを

十月六日出︑七Ｂ㈲の二日間

京都府縦断歩こう会兼

市民歩こう会

▼とき⁝10月14日㈲︵雨

天の場合は21日㈲︶︑午前８

時半市民会館前集合▼コー

ス・：市民会館←大吉山←東

海自然歩道←炭山キ″ンプ

７ 11/20
(火) 子育てにおける父親の役割

府立女子tin大学教授
光信降夫さん

成長の中での絵本の楽しさ
８ 11/29
困
〈読み聞かせ〉

児童文学研究者
加藤幹男さん
青少年健全育成協議会会長
笠嶋教瑞さん

−

部

〔スポーツの広場〕
10
/
13:00
−みんなで楽しく体を動かそう−
7
〜15:30 Ｏエアロビクス
o杜交ダンス ｏフォークダンス
(日)
Ｏ太極拳

展
−
不
の
部

模
擬
店
の
部

10/7 9:00
(日) ‑15:30

盆栽・俳句・手工芸一書道・華道・アートフラワ●一
水彩画・絵更紗（さら5）・水墨画・油絵・和裁
パッ千ワーク・手織') ･古文書

フランクフルト(lOO円)、スーパーボール(50円).
10
/7 10:00
〜15:oo たこせん(5o円)．お茶券(2(O円)
(日)

申し込み・問い４[１Ｃせは

大久保青少年センター︵豊

44・7447︶へ︒

親子のびのび教室

︿いもほり﹀

▼とき⁝10月９日叫︑午

大久保
青少年センター
もよおし

10 3/19
(火) 総まとめ

東京フィル八−モニー交響楽団

?y:(財)宇治市文化センター

S20･21

1 1

Ｓ席 ３,８００円
Ａ席 3.０００円
Ｂ席 ２,０００円
(当日各5oo円増)

文化センター大ホール！
レイガイド

鳳開

●rji皿l∃ｒ皿E言言ａ謳器懸配詣
扉万聶陶イ西写ﾌﾟ矢玉]

宇治公演

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(横鳥紫ケ丘団地12筋)／黄
彙薬局(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)／宇治書店(宇
治僑通り商店街)／6S小倉コミュニティセンター／富士
書房(近鉄久津川駅前)
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▼とき・・・10月19日吻︑午

９ 3／5
表書や手紙の書き方
図

前10時〜正午▼ところ：大

▼とき⁝10月28E㈲︑午

後Ｌ時半Ｉｔ時半︒雨天中

止▼ところ・・大久保青少年

センター▼対隼・・小学生か

中学生をｚ人以上含む一世

︵小・中学生は個人申し込

代万人で構成されたチーム

みも可︶▼定員・・・６組30人

あり未丁︵西大久保自治喜

︵先着順︶▼その他・・・練習日

おはなし会

袁扁導︶︒

▼とき・・・ｗｎ日困・31

８ 2/19
(火 公共での作法〈講義〉

日叫午後３時半ト▼とこ

折形作法一和紙の使い方一

７ 2／5
(火) 訪問と応接の心得

ろ・・大久保青少年センター

６ Ｈ1３/ 2牟2

︿みんなでペンキ屋さん﹀

食事作法(日本料理の盛りつけと配膳)

５ 12/11
(火) 正月の祝い方(床飾りなど)

・：昼食︑水筒︑おやつ︒

４ 11/27
(火)

０円は自己負担︶▼持ち物

３ 11/13
(火) 年中行事にまつわるしきたり

費＝・無料︵いも２株分３０

２ 10/23
美しい立居振る舞い
図

定員・・・25組︵先着順︶▼参加

以上の幼児とその保護者▼

、 l･ ･ 、 容 ， ･ 千 … … ｡ 帽

○ハテナパズル
〇一輪差しづくり
〇木のオモチヤ遊び

10
うどん(200円),おでん(200円)、コーヒー(150円).
/
11:00
〜15:00
6
ジュース(100円).ラムネ(100円).ぜんぎい(20)円)
山

▼対象・：幼児・小学校低学

l

10/6 10:00
出 ‑16:CO

前９時〜午後１時半︒璽大

−……n･

ｆ凹Ｓ‑−かゝ

〔文化の広場〕
10:00
○民IS Ｏ大正琴o詩吟 〇民踊 ｏ日舞
1Z:30 o謡曲 O筑前琵琶 〇英会話 ｏ手話

の

オリエンテーション･講義「札とは」

午後６時半開演
(午後６時開場)

い合わ

表

年▼参加費・：無料︒

１ 10/9
(火

Ｊ

ベポーツの秋︑さわやか

‥,……=･

10月17日（水）

;

発

中止Ｖ行政兎・・山城多賀フ

作法教室の日程表
回 R B

゛

匹，………ﾂﾞ………内…………………………容………ｍ………

〔音楽の広場〕
o吹奏楽 南宇治中学校ブラスバンド部
○管楽器合奏 宇治シテイフイルハーモ二ー
13:30
〜18:00 ○リズム音楽 子どもたち
O コ―ラス やまぷきコーラス
Oカラオヶ 歌謡サークル・一般

10
/
6
出

ルーツライン▼対象・：︱歳 な汗含宅う／

作法教室

﹁宇治のまち︑人のｙ心の和

なたが創る公民館講座﹂の第

を広げ灸ｙ﹂をテーマに︑﹁あ

三弾︑婦人講座︿作法教室﹀を

開き柔ｙ︒これは︑いろいろ

な場面での作法を学ぶことで︑

文化や伝続か見直そうという

園大会

市立 幼稚

〇抹茶伝来800年に寄せて
〜宇治茶の歴史と展開〜

▼日程・内容・・・下表のとお

▼定員・・・40人︵先着順︶▼受講

料・・・無料▼申し込み・・・小倉公

民館へ︒

〇水辺のくらしと文化
２ 10/22
(月) 〜小倉・横島などの歩み〜 府文化財
保直指導委貝
○信仰の聖地「宇治」
若原英弐さん
３ 10/29
叩
〜宇治に育った様々な信仰〜

もの︒お気軽にご参加匁

窓 一・ Ｓ｀Ｓ
雲22・４6８7
小倉公民館 小倉町寺内91

公民館館長

〇水辺の変遷
〜宇治川畔・巨椋池の移り変わり〜

り︑いずれも午前10時〜正午

………講う.師．，
．｀

○開講式

▼ところ・・・宇治公民館▼対象

郷土史講座

宇治の地には︑数多くの史

跡があります︒

宇治・小倉の

﹁私たちのく

歴史を通して︒

白しにつなが

る文化と歴呂

について︑一

緒に学んでみ

▼日程・内

ませんか︒

容・：下表のと

おり︒いずれ

も午前10時〜

正午▼ところ

・：小倉公民館

郷土史講座の日程表

⁝女性▼定員・：30人︵先着順︶

ね

▼指導・・・礼法研究家・福知和

子さん▼受講料・：無料▼申し

みんなできて

y1Qμ4−Ja吻心ｉ−●

11:30‑正午
開会式

市枚育委貝会
頼成綬子参事

育児は育自
込み⁝宇治公民館へ電話か来

館で︒

ａ

ａ

ｌ

−

１

１

e21・2８０４

京都文教紅期大学助教授
安藤和彦さん

子どもの育ちと親のあり方
−親は子の鏡!?−

一一 ・・

子育てにおける祖父母の役割
６ 11/15
困

児焦叩曾で︒希望者は申し

管理栄養士
司馬正子さん

込み時に併せて︒おやつ代５

伸ぴぎかりの子どもの食事
〈料理実習〉

7p

月日 ・時腱卜

〔子どもの広蝸〕

００円が必要▼申し込み・：10

５ 11/8
附

第４回広野公民館まつりの日程表

Ｎ

9:00
‑15:30
月８日囲までに︑宇治公民館

府宇治児童KM所
川崎二三彦さん
へ電話か来館で︒

子どもをダメにする事例

宇．治里尻71︲９

京都文教萄期大学肋枚授
清水佐保子さん

員・・・30人︵先着順︶▼受講料・・・

無料︵料理実習の実費は自己

一子ども視点を理解する−

４ 11/1
困

９ 12/6
困
1

1

1

1

−

子どもから見えるもの､見えないもの

負担︶▼保育・：２歳以上の幼

宇治福祉園
杉本睦子さん

２ 10/18
幼児のことば
附

,.／

師卜｀

宇治公民館

幼児家庭
教育学級

宇治公民館では︑﹁女性の生

マに︑︑幼児家庭教育学級を開

き万の中での子育て﹂をテー

ど公路つ親が対象に︑単に

き柔ｙ︒これは︑就学前の子

講義を聴くだけでなぐ︑参加

フォークダンス

初心者講習会

▼とき・・・10月３日團・17

日困︱午後７時Ｉ９時︑21

日㈲＝午前10時〜正午▼と

ころ・・・宇治公民館▼内容・・・

基本ステップ︑やさしいフ

ォークダンス▼参加費・・・３

００円▼持参品・：体育館靴

かゴム底の靴▼申し込み⁝

当日︑直接会場へ▼問い合

4343︶へ︒

わせ・：岡村光一方さん︵豊22・

≧‥講ご

10/11 オリエンテーション
公民館職貝
困
幼児からのメッセージ(受3l者の話)

１

"1−S1〃1〃1〃いり

……………テーマ・内･．容

者相互の会話の中で︑子育て

について考えていこうという

もの︒楽しい実習もありまず︒

お気軽にご参加ぐださい︒

▼日程・内容⁝下表のとお

り︒いずれも午前９時半〜正

午▼ところ・・車治公民館▼定

参加費・・・無料▼申し込み・：

当日︑直接会場へ︒

軟式テニス教室

▼とさ⁝10月13E出︑14

日面︑20m出︑21日㈲︑27

日出︑28日面︑いずれも午

後３時〜６時▼ところ・・・黄

聚テニスコート▼対象：市

内在住︑在勤︑在学で高校

生以上の人▼定員⁝30人

︵先着順︶▼参加費・：無料▼

申し込み⁝電話で市民体育

課へ︒

幼児家庭教育学級の日程表

囲 月日ビーチ．、･フヱマ………

10 12/13
困

４ 11/5
卯

だ

10月６日(土)・７日(日)

ふれあいセ
ンターおは
なし会

１ 10/15
01)

j改

▲日ごろの練習成果を発揮／
(昨年の同まつりで)

一一･一一･

s脹

m

スポーツのお知
らせ
市民体育課 電
話内線478

３ 10/26
吻

回

1台

宇治の伝統行事・茶まつり
が︑十月七日㈲︑興聖寺と宇
治川中の島を中心に繰り広げ
られます︒
内容は次のとおり︒秋の一
日︑ご家族お云りいでお楽し
みください︒
▽名水くみ上げの儀・：午前９
時から︑宇治橋三の間で
▽茶まつり式典⁝午前10時か
ら︑興聖寺本堂で
▽茶せん塚供養・・・午前Ｈ時半
から︑興聖寺門前で
▽茶席・：午前10時から午後３
時まで︑本席は興聖寺書院・
副席は朝日焼で

から午後３時まで︑限席・

▽中の島での催し・：午前10時

お茶飲みコンクール・そぱ
席・茶せん即売・炭山陶器
即売・宇治茶接待・竹製品

宇治市戦没者追悼式
参列者
申し込み受け付け

子・兄弟姉妹及びＩ親等内
の祭祀者のうち人▼申し
込み・：はがきに必要事項を
記入し︵左図︶︑10月９日脚
までに宇治市役所福祉年金

︵福祉年金課︶

課社会係︵〒印宇治琵琶33︶
へ︒

10月12日密までに宇治保健所

︵保健予防課︶

︵豊21・2191︶へ︒

糖尿病教室

▼とき・・・10月17日出・26
日倒＝午後１時〜３時半︑

10月31日出＝午前10時半〜午
後２時半▼ところ⁝宇治保健
所▼対象・：糖尿病の人とその
家族▼定員・・・40人︵先着順︶▼
内容・・・医師の話︑ストレスと
こころの健康︑日常牛活の注
意と運動︑食品交換表の使い
方︑バランス食の実習と試食
▼申し込み・：宇治保健所︵a

21・2191︶へ▼共催・：宇治
久世医師会︒︵高齢者福祉課︶

駐輪場の管理人を募集

宇治高齢者事業団では︑十

かを記入してください。

即売・植木市など

戦没者の霊夕概め︑恒久 対零：戦没者の妻・父母
平和か祈念して︑宇治市戦

※市が運行するバス、自

︵商工観光課︶
素人茶香服
没者追悼式︵無宗教︶か行い
康ｙ︒遺族会に未加入で参
列をご希望の人は︑はがき
で申し込みを︵遺族会会貝

▼とき・：Ｈ月15日出︑午

は︑同会を通じて︶︒

続柄

による個別相談▼申し込み・・・

電話番号
二月初めに開設される近鉄小

現在︑納付１ 吊すくするた
め︑一ヵ月ごとに振替を行っ

からは前納で口座振替するこ

ていまず︒また︑平成三年度

ともできるぷつになります︒
手受任︑納付書・預金通
帳・印鑑忿持って︑口座のあ

︵福祉年金課︶

る金融機関︵郵便局を除く︶
で︒

▼とき・ところ：由月12日

社会保険相談所
便利です︒口座振替にすると

︱宇治公民館︒いずれも午後

圖＝木幡公民館︑10月26日胞

保険料の納付は口座振替が

納め忘れを防げるだけでなぐ︑

日の毎週日曜︑午前10時〜正

１時〜ｔ時︒ ︵福祉年金課︶

金融機関へ納めにいぐ手間も
省けまず︒

倉駅西側駐輪場の管理人と︑

受講料・・・3000円▼講師・：

午︵全10回︶▼定員・：40人▼

導員を寡集してい未了︒詳し

上田恵子さん▼持苔Ｅ・：運動

同駅周辺の自転車放置防止指

くは︑宇治高齢者事業団︵横

ＯＡ講座

︵商工観光課︶

付け・・・10月10日㈲まで︒

Ｊ︷λ︑久保田恵ヌん▼受け

講料・：無料▼講師・・・堀井信夫

１時〜４時▼定員・：30人▼受

▼とき・・・一⁝一月ｐ一日図︑午後

方・いただき方教室﹀

︽玉露･Ｓ茶のおいしい入れ

▼驀糾け・・10月14日面まで

の曹忌９ 室内用語靴

︵商工観光課︶

島町外１の３︑豊23・289
9︶へ︒

城南勤労者福祉
会館の講座
城南勤労者福祉公一館では︑
次のとおり講座を開き康ｙ︒
申し込み・問い合わせは同公一
館︵豊46・0780︶へ︒
︿健康エアロダンス教室﹀
▼とき・：一⁝一月18日出とo月

城南地域職業訓練センター

24日〜Ｈ月14日の毎週水曜︑
午前10時〜正午︵全５回︶▼定

では︑左表の講座を開収ま予

︵商工観光課︶

ンター︵豊46・0688︶へ︒

申し込み・問い合わせは同セ

員⁝40人▼受講料・：1500
円▼講師・・・堀井洋子疹九▼持
参品・・・運動のできる服装︑室
内用運動靴︑スポーツタオル
▼受け付け⁝10月15日囲まで︒
︿気功法教室﹀
▼とき・・・10月14日〜り一月16

してみませんか﹂

講演﹁こんな素敵な生き方を

藤本統紀子さん

講師

◆室内楽ムジークークライン室内合奏団

入場無料︵整理券が必要︶

整理券は市役所ぷ関受付︑各公民館' ilfcふれあいセ
ンター．西小倉コミュニティセンター．老人福祉セ

ンター︑選挙管理委員会にあります．
手話通訳あり
保育室あり︵電話で申し込みを︶

問い合わせ宇治市選挙管理委員会︵内線４３１︶へ

答書を持参してぐださい︒

ますので︑一ヵ月以内に回

自宅あてに照会書を送町し

確認のため︑申請者本人の

にかかわらず︑登録申請の

す︒本人申請・代理人申請

です︒登録時同様︑本人の

するときは︑委任状が必要

ぐ届け出欠代翠人に依頼

たときは︑登録者本人がす

い︒また︑カード欠紛失し

録カードか退却してぐださ

抹消された場合は︑必ず登

転出・死亡などで登録を

意思確認のため︑照会書を

回答書を持参された時点で

︿登録申臍手続きが即日完

資格証明書夕提示されたと

写真がはってある免許証・

▼官公署発行で︑本人の

登録申請は即日完了ト￥チ︒

登録申請に来庁されると︑

した場合︑証明書は元ｔｐ

い︒カードを忘れたり紛失

カード︶か拠出してぐださ

ときは︑印鑑登録書︵登録

印鑑登録証明書が必要な

登録カードが必要﹀

︿印鑑登録証明書申臍には

切付し毒司

き▼保証人が︑申請者が本

請者と一緒に来庁してぐだ

印鑑証明書一通が必要︶︑申

実印夕痔って︵市外の人は

際に︑代翠人が︑申請書の

ださい︒交付申請書記入の

生年月日を正ぽに伝えてぐ

力︲︲ドか渡し︑住所・氏名・

代理人に依頼すると政ほ︑

きません︒

︿印鑑登録できる人﹀

住所や生年月日を正確に記

入していない場合は︑印鑑

さい︒保証書に署名し︒実

登録証明書は発行で孝ませ

市内に住民登録・外国天

︿手続きが完了すると︑印

ん︒

︵市民課︶

鑑登録証︵登録カード︶を

印を押していただ雁垂ｙ︒

の太で︑一人一個登録ずる

︿本人が登録申請を﹀

ことがで孝まず︒

お渡しします﹀

登録をしている十五歳以上

したとき︒保証人は自分の

人に間違いないことを保証

次の場合に限り︑本人が

了す一場合﹀

手続きは完了します︒

宇治市選挙管理委員会

主催宇治市明るい選挙推進協議会

1?‰

八／勿(土)

大会も
開催

宇治茶まつりに協賛して︑
市民素人茶香服大会団体戦を
開催︒今回は玄米茶を使ラな
前10時半λ⁚⁚時半▼ところ

○︑午後λ７８時▼ところ

〈利用する交通機関〉

西田 祐希ちゃん

生年月日○年○月○日
一

ど︑どなたにもわかりやすい

表・高村幸雄さん︑雲91一・25
・・・興聖寺山内▼茶券・・・前売り

・・・文化センター︒小ホール▼

40︶か洛南タイムス社︵豊22・
券︵禁・鄙・点心T30

戦没者の氏名
大久保町旦椋

上記の者に、印鑑2録申

ものとなっていホチ︒奮って

１時半〜▼ところ・：宇治公民

2426︶︑城南新報社︵公24・
00円︑当日券︵抹茶・煎茶の

ご参加ください︒

館３階大会議室▼申し込み・：

1221︶へ▼参加費・：Ｉチ
み︶1500円︒観光協会・

▼とき・・・一⁝一月７日㈲︑午後

Ｉチームフハで︑10月６日出

ーム＝1500円︒
商工心一議所・伊藤久・駿河屋・

業所で発売中▼問い合わｔJ.｡｡

お茶の通園・京阪交通社各営

化社会公旦剛に控え︑共同募

宇治市茶道連盟︵豊22・６５
８４︑22・4819︶へ▼主催
・：宇治市茶道連盟︒
︵商工観光課︶

膠原病個別相談

▼とき・・・10月16日㈹︑午後
Ｌ時１３時▼ところ・：宇治保
健所▼対象・・・膠原病患者︵そ
の疑いのある人も︶み芒の家
族▼内容・・・専門医師︵国立療

▼とき⁝10月13日出・14日養所宇多野病院・東二娶兄︶

第13回観月茶会

宇治地区支合

︵京都府共同募金会

力をお願いに￥チ︒

共同募金に︑より一層のご協

理解によって趣苦戴ている

じめとする市民の皆さんのご

町内会・自治会の役員をは

大竟右のとなってい乖ｙ︒

金の果たす役割は︑ｊチまず

︵農林茶業課︶

までに︑チーム名・構成員氏
名を︑宇治市茶業青年会︵代

お知らせ
赤い羽根共同募金
にご協力を
地域福祉の一層の増進のた
め︑十二月三十一日︵十二月
は歳末たすけあい運動︶まで︑
全国一斉に︑赤い羽根共同募
金運動が展開されます︒
二十一世紀の本格的な高齢

該当する人は︑十月十五

年寄昨一が住んでいる市町村
の市役所か町村役場に︑申

日囲までに︑寝たきりのお

在宅の寝たきり老人を
介護している人に

請書か田してぐださい︒申

家用車、その他のいずれ

Ｈ元・９・16①

登録申請は本人が手続き

凭やむを得ず代理人に依

頼するときは︑本人が自署・

押印した委任状︵下の見

婦でも︑本人以外はすべて

蚕照︶が必要︒親子・夫

す。

激励金をお渡しします

場及び京都府各地方振興局

振興局民生課︵a21・210

（代理人)住所匹
氏名○○○○

請書は︒各市役所︑町村役
の親族︵おじ・おば・父

にあります︒

▽寝た含ｙの生活が６ヵ月

ａ・兄弟姉妹・おい・め

▽介護夕受けているお年寄

2︶またはお４ぐの民生委

請に関する権限を委任しま

京都府では︑今年から︑寝

以上続いている満65歳以

い・これらの人の配偶者

者福祉課高齢者福祉係︵内

りと同居しているか︑同

線１３︶︑京都府宇治地方

ひも介護している人も︑

居はしていないが常時通

13:00‑16:20

埓

l回a友尹治市文化センター小ホｰル

生年月日○年ＯＨＯ日

たきりのお年寄りを家庭で

上のお年寄りを︑家庭で

など︶

京都府内に６ヵ月以上在

9:30‑12:00 12

10/15‑11/2

印鑑登録と証明書申請手続き

︿登録手続きの完了には﹀

委任状が必要です︒

(用紙li使せんなどを使用してください）

詳しぐは宇治市伶河高齢
介護している人︵お年寄

住している場合に限る︶

員さんにお問い︿Ｂせぐだ

氏名００００９
一

介護している家族の人に︑
年六万円の激励金をお渡し
することになりました︒
今年度この激励金夕傍け
られるのは︑十月一日現在

って︑直接介護している

10/15‑11/2

講演と室内楽のつどい

登録申請の確認か行いま

委任状様式見本

20 8.200
12 20 10.600
婦人ワープロ

中高年ワープロ

%

（委任者）(t所○○○○○○
一

日

平成年月

宇治市長殿

状

任

委

□
10/21‑11/25

ロ
プ
ー
ワ

参列者の住所

▽介護している︑お年寄り

10/20‑11/28

9:M‑IZ∽ ６ 20 7.200
13:00‑15:30 ６
10 7.200
パソコン(MS−DOS)10/21‑11/25 日

追悼式参列申し込み

さい︒ ︵高齢者福祉課︶

1167

10/13〜Il/U

パソコン(ペーシフク初縁）

６ 20 7,200
水･土1 8 : 3 0 ‑ 2 1 : ∽ ８ 20 9,600
水･土100〜21別10 10 12,000
パソコン(C言I5初級）

■sa?

瀾
t
(回回I ）

曜日 時間
期間
萬座名

18:30‑21:00

パソコン{ﾛｰﾀｽ‑‑3中ill10/18‑11/5月･木

申込はがきの書き方

人︒

の配偶者または３親等内

・U

戸

国民年金保険料は
この欄に掲載するお子さん（元年

ご注意ください

□座振替で
10月生まれ）を募集しています。今月
９日までに広報課へご連絡ください。

10月９日
まで
名
氏

｢便利・確実
l歳のお誕生日を迎え、これから

宇治茶まつ
で次のすべてに該当する人
です︒

やんちゃ娘の本領発揮ね。

10月7日（日)興聖寺・中の島一帯で=
中の島一帯で

り
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館周辺

▽ところ⁝総合福祉会館と同

時〜午後３時

▽とき・・・10月14日㈲︑午前10

10月14日︵日︶
総合福祉会館などで

'90宇治福祉まつり

剛宇治福祉まつりが十月十
四日㈲︑短篇祉会館などで
開催されます︵当初の予定日︑
十月二十八日から変史となり

化社会を迎えるにあたり︑﹁み

二十一世紀の本格的な高齢

アマチュアバンド演奏ほか

るそぐ駈広場︑金管バンドー

店︑模擬店︑ミニＳＬが走

祉関係団体・施設の福祉の

▽内容・・・ミニ福祉バザー︑福

んなで広げ'‑Ｍ＼福祉の輪﹂を

ました︶︒

メインテーマに﹁愛とふれあ
▽主催・：社会福祉協議会︑市
ボランティア活動推進協議

いの地域社命の実現を目指

会

ｉ市役所市民相談室で、消費苦情相談は自ミ

ミ日曜日を除く毎日受け付け。家庭児童相ｌ

お誘いふＢせのうえ︑ぜひ

：年度版「市民カレンダーと手びき」に掲

します︒

:…………………………………………………………………j
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山ゲートボール場▼対象・・・市

お願い

し尿収集の届け出を

▼とき・・・10月⁚１１日内25日

月18日團︑午前

表

出︑1111一月８日出▼ところ・・・蔭

福祉協議会・S22･5650,

の男性を対象とした料理教室
を開孝柔ｙ︒栄養のバランス
が良くて簡単な料理を作りま

▼とき・・・一⁝

す︒ぜひご参加ください︒

0時〜午後２時▼ところ・・・総
1
合福祉会館▼内容・・・ゆかりご
はん︑かぼちゃのカレー煮︑ピ
ーマンサラダ︑野菜スープ︑
フルーツポンチ▼準僣叩・・エ
プロン︑マスク︑三角膏ん▼参

︵先着順︶▼指導⁝ボランテ

加費・・・１００円▼定員・：30人

ィアクループ青梅▼申し込み
⁝襲福祉協議会▼主催⁝宇
治市
電
一話
人暮
2ら2
し・
老人
5
の6
会︒
50

社会福祉協議会

平尾台第一
児童公圓北側道路

羽戸山集会所横

南部小学校
岡屋小学校
木幡公民館前
万福寺駐車場
汚水処理場横

南陵第２児草公園
西小合印学校北門

し尿（城南衛生管理組合電和075−631−5171）
10月の燃えないゴミ・し尿収集日程

デイ・サービス

移勤図書館

駐車場所
御蔵山小学校

六地蔵公会堂前

そよかぜ号巡回日程
駐車時間

４︱
・・
０２Ｓ
５Ｉ
・・
０５

３・
・３
０ーー
４・
・０
０
１

地 区
六地蔵

０・
・Ｏ
０ーー
１・
・０
０
１

13祐〜15涵 北小倉小学校

４・
・２
０〜︱
５・
・２
０
１

津川バス駐車場
13泌〜14⁚0志0

Ｏ・
・Ｏ
０ＳＩ
１・
・０
０
１

３・
・Ｉ
０ＳＩ
５・
・３
０
１

４・０ ５・０
︱・４〜１・３

３・０ ４・０
１・３ーー・２

Ｏ・０ １・０
１・Ｏ〜１・０

４・
・３
０〜１
５・
・４
０
１

明0
星保育園上ル
13⁚30〜14⁚1

御蔵山
広岡谷
平尾台
羽戸山
南 部
岡 屋
木 幡
黄 乗
志津川
明星町
北小倉
南陵町
遊 田

西大久保小学校

平盛小学校

13⁚30ー14⁚3
開0公民分館前

燃えないゴミ（清掃事務所内線316〜318）

︽ゲートボール教室﹀

在宅障害者

日

５日面

４日團

３日南

２日脚

福祉協廻丙︶へ︒

25日、社会

ミ
五で。

18日,

り実行委員会事務局︵社会

ミ会館3階の家庭児童相談室（豊23･8698）i

●法律相談（4日、11日,

▽問い合わせ⁝宇治福祉まつ

治振興課で。教育相談は教育委員会で、ｌ

相談あんない

◇

ｉ談は月〜金曜日の10時〜16時に総合福祉ｉ

●青少年相談(24日,宇治公民館13時〜16時）。

2
：消費生活・精神薄弱者相談の日程は,

〜15時半)。
飼えなくなった犬･猫の引き取り

９日脚
︲日困
り一日崩

４・
・Ｏ
０〜１
５・
・３
０
１

３・
・３
０〜︱
４・
・２
０
１

ｍ一⁚00〜11硲 日一椋公会堂前

４・
・４
０〜︱
５・
・５
０
１

大久保
西大久保

緑0
ヶ原蔭田緑地
13﹈30ー15⁚3

旧日出

10⁚00〜11⁚1
南0小倉小学校

平 盛
17日團 緑ヶ原

ユニチカ社宅前

開

14⁚00〜15⁚北
30
槙島小学校

1500〜16⁚
大0
久0
保小学校

13⁚30〜15⁚伊
30
勢田小学校

４・
・５
０〜１
５・
・４
０
１

南
落介12の通り
1330〜14⁚八
2
木0
ガレージ

18日困 南小倉
槙 島
蔭山

広 野

25日團

宇治市中央図書館︵豊20・１５１１︶

26日吻 北棋島

23日g 伊勢田

19日圖

定員１回先着lO人）。

：心配ごとなどの相談日程や、行政･人権･

26日(〈株〉西友宇治店、W時〜正午と13時

ご来場ください︒

10時〜正午)。

保険・衛生・相談・移動図書館︵10月分︶

13時半〜15時半、

ﾖ…………………………………………………………………

19日(京都文教短期大学,

社会福祉協議会の年金・結婚･登記・
：

10時〜15時半)。

日, 17日、京都府
●京都府交通事故相談(3
献血

載。ご利用ください。
このほか、市政相談と一般生活相談は
10時半）。
9時
●毎週月曜日（宇治保健所=

宇治地方振興局・021･2049, 9時〜16時）。
●４日(三和研磨工業〈株〉,
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