89,473人

豊がなま宅七くり≪ｊ?ａ^‑ｆｅ>ｖｉ．
くことを目的に︑行われるも
のです︒
当日は︑﹁緑と人間のふれ
あい﹂をテーマに︑幅広い市

参加できる市民祭典にＬｙよう

市内に在住・在学・在動し︑緑

にかかわりのあるお名前で︑

宇治琵琶33︑内線３５６︶へ

を書き︑環境保全課︵〒611

電話番号・性別・職業︵学年︶

がきに︑住所・氏名・年齢・

化フェアープレ植樹祭のイベ

市では︑森・木・花など﹁緑﹂

森さん・緑さん大集合！

11月11日︵日︶文化センターで開催

宇治市緑化フェア・プレ植樹祭
市と第四十二回全国植樹
祭宇治市実行委員会では︑
十一月十一日面︑文化センタ
ーで︑﹁宇治市緑化フェアー
プレ植樹祭 を開催Ｌ乖ｙ︒

と︑記念式典︑キャラクター

民の皆 λが︑楽しみながら

旧︑本市広野町八軒屋谷の植

は︑午前10時１午後４時︒

︿第１一部﹀１０月26日脚〜28

１１月10日出

︿菊花の部﹀１０月22日剛〜

広場︒

の部だけ文化センター市民

ところは中央公民館︑菊花

れも午前10時〜午後４時︒

市民文化祭

今年も文化センターで︑

市民文化祭が開催洽れ毒丁︒

テーマは︑﹁ふれあいで︑た

かめよう宇治の文化﹂︒十月

二十二日囲から始まる菊花

展牽庶切りに︑多くの市民

日㈲︱園芸・山野草・陶工

芸・生け花・額装品・文芸・

︿第２部﹀１１月２日脚〜４

映像

文化センター

が参加して多彩な催し名一作

ださい︒問い合わせは︑社

り広げ毒天ぜひ︑ご来場く

命一教育課︵内線４７５︶へ︒

▽展示の部・：時間は︑いず

㈹・唇歯・26日吻・29日

▼とき・・・一⁝一月22日側・23

け終了しました︒

なお︑胃がん検診は︑驀符

市の検診登客望しょう︒

づけると共に︑年に一度は

法は︑検診時に指導︶を習慣

ら︑月に一度の自己検診︵方

ていまず︒三十歳になった

秋の乳がん検診奮大施し

秋の乳がん検

弧順順

順順Ｍ

七Ｂまで︑平井委員は二年

二年十月八日から一八年十月

任期は︑上村委員が平成

することに同意しました︒

︵ひりいひでお︶さん奎選任

審査委員会委員に平井英夫

ぼる︶さん︑固定資産評価

委員に上村昇︵かみむ５の

九月定例会で︑公平委員会

宇治市議会は十月八日︑

「宇治再発見」

十月土︿日から五年十月十

大ホール小ホール

医療センター▼対象・・・30歳

以上の女性▼検診内容・・・問

診・触診・視診▼検診料・・・

３００円︵免除事項ありＩ

※︶▼申し込み⁝左記の様

式に従って記入し︑はがき

か封書または来庁で高齢者

福祉課へ︒当日︑午後１時

半トー時は︑会場でも可▼

受診方法⁝市から送付する

日間＝盆栽・

書道

日間＝水石・拓本・手工芸・

︲︿第３部﹀11月９日§‑:目

日㈲・⁚⁚月２日６・３日間・

▽発表の部・・・日程・内容は

４日間∴︲日間

︵社会教育課︶

左表のとおり︒

受診票に必要事項を記入し

※検診料免除事項＝①70歳

て指定の日時に会場へ︒

受給者証を持つ人③牛活保

以上の人②65〜卵繁政療

護受給者④市民税非課税世

帯の人︵免除事項について

は確認豆そいただぐこと

︵高齢者福祉課︶

があり串子︶︒

宇治市役所

宇治市宇治琵琶33

高齢者福祉課行

日

8

卯・30日脚▼ところ・・・保健

月

高齢者福祉課内線36

文化センター･
中央公民館で

吟詠

第３希望
月 日
※右記の検診料免除事項に
該当する人は、その番号
を書いてください。

■ミステリーバス

五日までです︒

第２希望

これは︑来年五月二土︿日

樹祭の森︵仮称︶で開かれる

参加者全員に記念品夕差し

▽そ心他・：参加いただぐ時間
集します︒

上げます︒ ︵環境保全課︶

ントに参加いただける人か募

マ募集人数・・・50人︵先着順︶

ショー︑木工教室など︑多彩
なイベントタ姪し濠ｙ︒ご家

▽申し込み・問い合わせ・：は

﹁第四十二回全国植樹祭︵京
都みどひの祭典︶﹂に先立っ

蓼叉一って︑楽しい一日をお

日

11/3（祝）〜11/4（日）10：00
過ごしください︒

民謡
吟詠

月

サンフェスタ宇治'90

くな心夕痔っていただき︑緑

一一一一一一一一

10月22日から

午前の部

舞踊
11
7 9:30〜12:00
午後の部
眉
舞.踊

第１希望

13:0ト16:30

謡曲

電話番号

問い合わせ…宇治商工会議所S23−3101
■キャンピングカーフェア

催…サンフェスタ宇治'9O開催委員会
主
ノミネート会(非公開)

こ四辻

圓[I]a]‑ロロ

地球時代に深呼吸
て︑市民の皆さんに緑をはぐ

はがきかはがき大の用紙(10cmx15cin)で

豪路線バスは太陽が丘行に乗車し、麗琶台口で下車してください。

Ｉミス宇治⊃ンテスト

謡曲

住所

■オープニングセレモ二−

を選任

１日産カーフエア
Ｉヤンググツズセール
公平委員会委員

Ｉお祭り昧店
■占いプラザ

11/3（祝）１0
固定資産評価審査委員会委員

Ｉ宇治コレクション

炉
9月市議会

Ｉ

女

９Ｃｌ年制

87,657人

発表の部の日程・内容

郵便はがき

口

乳がん検診申込書

原作
Ｉ

177,130人（前月比58人減）
男

■M r.グッドマン
コンテスト

◆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◆

1173

口

／

氏名(よりかな)

診実施中

申し込みはがきの書庫方

ｔ話（0774）22‑3141
58,306世帯（前月比11世帯減）
人

11 午前の部
月 10:30〜12:00
３
日 午後の部 合唱
(初 13:00〜16:30
合奏

年齢

生年月日

(1990
世帯数

〜17:00

：00〜17:00

課
報
広
編集

日 ･ I I 日■21日兌行
●毎月1

第897号

京都府宇治市
発行
ロ
人
の
市

11/4（日）10

傘T611昌ご
（平成２年lO月1日現在）

Ｉカナダ物産＆カムループス展

：00〜17:00

宇治・城陽市民
駅伝競走大会

参加ください︒

合同で行い水子︒奮ってご

業の一環として︑城陽市と

な毒ちづくぴ先進都市︶・事

スパイオニアタウン︵健康

駅伝競走大会︒今年はヘル

第七回名哭る宇洽市民

課

協議会へ︒

整理券の申し込み・・・社会福祉

︵整理券が必要︶▼問なＢせ・

社会福祉協議会電話22・5650

二十一歩紀には本格的に到
来する高齢化社会において︑
女性はその重要な担い手です︒

約筆記の講座に︑ぜひご参加

▼とき・・・Ｈ月７日〜12月５

ください︒

？▼講師⁝原田医院院長・原

？ど念志介護者の気分転換

朝日新聞社編集委員・石弘之
岑ん▼入場料・：無料▼参加・：
当日直接会場へ▼主催・・・京都

︵企画管理部総務課︶

弁護士会▼後援⁝宇治市ほか︒

計量器定期検査

京都府計量検定所では︑業
務用はかりの定期検査か好い
まず︒取引や証明などに使用
するはかりについアほ︑必ず

ＯＡ講座

へ︒

︵商工観光課︶

城南地域職業訓練センター

では左表の講座を開き禾す︒

申１ 込みは同センター︵雲46・

0688︶へ︒︵商工観光課︶

普及促進を

育児休業制度の

10月は育児休業普及月間

近年︑女性労働者の著し

い増加に伴い︑家庭牛活と

職業牛屈の両立︑特に育児

期＾Ａ＞C＞Ｋるかが大きな問

題となってい毒ｙ︒

男女雇用機会均等法では︑

子芦若炉痔つ女性労働者の

就業環境の整備を図ること

を規定︒その重要な柱とし

て︑事業主に対し﹁育児休

業制度﹂・﹁女子再雇用制度﹂

の導入か奨励してい求 ｙ︒

また︑労働省では︑両制度

十一月一日困から︑ポリ

オ︵急性灰白髄炎︶生ワクチ

ンの服用が始まります︒日

程・会場な芦諒しぐは︑平

成二年度版﹁市民カレンダ

線３１２︶へ︒︵保健予防課︶

い合わせ・・・保健予防課︵内

ん欠起こして１年以内▼問

ている○ひきつけ︑けいれ

病︑突発性発兄にかかっ

内Ｏ現在︑とびひ︑手定口

ぼ ヱジが治 つて１ヵ月以

おたふく風邪︑風しん︑水

けてＬ週間以内○麻しん︑

内○三種混合予防接種を受

予防接種を翼けて１ヵ月以

おたふく風邪・風兄混合

ません・：○ＢＣＧ︑麻にλ・

ない子▼次の場合服用でき

歳未満で︑２回服用してい

▼対象・：生後３ヵ月〜４

での来場はご遠慮欠

︵商工観光課︶

3︶へ問い︿Ｂせ罵

共職業安定所︵S22・248

２４１・0504︶か宇治公

京都婦人少年室︵容０７５・

ありま丿︒詳しぐは︑労働省

付金Ｊが給付される制度も

金﹂や﹁女子再雇用促進給

事業主に﹁育児休業奨励

月間﹂と定めていホヂ︒

を﹁育児休業制度普及促進

の普及を図るために︑十月

についての狸恐瀕め︑そ

普通S, 1斤
食/｛ン (スライスしたもの)
洗曜代 ワイシャツ
白の長そで
175 2.3 8.7 206 140

1174

交通対策課︵内線278︶
予約加入受け付中
交通災害・火災共済
わずかな会費で安心を⁝

参加せ︑紙芝居▼対象・・・ｉ歳
高血圧教室

３時半▼ところ・：総合福祉会
から小学校低学年︵入場は子

出・30日出︑午後Ｌ時Ａ時

日の毎週水曜︑午後Ｌ時半〜

館▼内容⁝難聴者問題を理解
どおけ︶▼参加費・・・無料▼

半▼ところ・：宇治保健所▼対

要約筆記講座

するための講義︑要約筆記実
問い合わせ・：中央図書館︵豊

象・：血圧が高い傾向にある大

んへ関係書類か返付していま

田秀歳さん▼対象・・・寝たきり

中庭︶▼出品作家・：石田陽

介︑伊勢信子︑岩木幹雄︑

荻野剛︑河田博子︑木代喜

司︑小谷謙︑佐野賢︑信ヶ

原良和︑ｔ羅克明︑新治怜︑

藤庭賢ニ丸谷甚平︑三木

豊︑森本太郎︑山口裕之︑

吉田二郎︵敬称略︶▼入場料

・・・無料▼主催・・・宇治野外彫

刻展実行委員会▼問い合わ

せ⁝文化セン々一よ容20・2

日済小麦粉フラワー
l㎏(薄力粉）

865 3.1 1.9 982 761
356 3.2 I.I 402 276
171 0.6 .0 185 川

インスタント
ネスカフェェクセラ
コーヒー 瓶入1501

そこで︑女性の豊かで明るい

要約筆記とは︑心一議や集会

習ほか▼受講料・：無料▼対象
20゜1511︶へ︒

とその家族▼内容・：医師の話︑
減塩食の試食と交流会ほか▼
定員・・・40大︵先着順︶▼申し込
み・：宇治保健所︵豊21・21
91︶へ︒ ︵高齢者福祉課︶

寝たきり老人
介護者教室

▼とき⁝10月26日出︑午後

すので︑十一月三十日吻まで

受けアーださい︒なお︑検査

▼とき・ところ・：⁚１１月５日
闘上果宇治中学校︑６日脚９
宇治ショップセンター︑７日
出＝小倉小学校︑８日出＝大

︱産業心一館︒時間はいずれも

久保小学校︑13日脚・14日困

月18日面▼ところ・・・文化セ

ーと垂引き﹂をご覧ぐださ

い︒なお︑灸蕩とも︑車

しよう油キッコーマン濃□
ポリ容器入11
砂
糖上白uc

未采社会の実現に向け︑﹁女

ＭtＳを要約して筆記し︑機械

⁝難聴者問題に関心のある市

▼とき・・・11月９日出・16日

を開催︒痴ほう問題をテーマ
︵ＯＨＰ︶に映して︑その内容

民▼申し込み⁝10月31日團ま

性の老後︵明日︶奮 る集い﹂

に︑講演と映回上映舎竹いま
か聴覚障害者に伝えるもので

し乖ｙ︒補助額は︑次の①︑

理する街灯の電気料金を禰助

市では︑自治︵町内︶会が管

電気料金を補助

自治会管理街灯の

︵中央図書館︶

す︒

哲︷んのご来場をお待ちし
でに宇治ボランティアバンク
︵き22・5654︶へ︒

ぱなな︑壇一雄と壇ふみなど
約五十組の親子の作品か展示
し康ｙ︒

①街灯数×蛍光灯20りの定

②のラち低い方です︒

額料金１ヵ月分︵２１５円︶×

意外な親子関係を発見した
り︑それぞれの作品忠心み比

１時ｙ３時半▼ところ・・・西小
倉コミュニティセンター▼テ

に維持課︵内線３７７︶へ申請

老人のいる家族など▼申し込

ーマ・：ど又丈署人の心と体

欠なお︑補助金交付対象の

み⁝当日直接会場へ▼問い合

既に︑各自治︵町内︶企一長さ

12ヵ月×３分のＩ②10月分電
Ｓ料金×12ヵ月×３分の１

べたり︑一味違った読書をお
楽しみぐださい︒
▼とき・・・一⁝一月27日出〜Ｈ月

︵中央図書館︶

29日出▼ところ・・・中央図書館
開架室︒

おはなし会

街灯があって関係書類が届い

憲法と人権を考える集い

︵高齢者福祉課︶

祉係︵内線〜３︶へ︒

わせ⁝高齢者福祉課高齢者福

︵維持課︶

ていない自治︵町内︶会も︑維
持課へ連絡穴

12月２日回竹月25日間に
○一般の部＝Ｈ月25日㈲が

６時１▼ところ・・・京都蓉委

午前10時〜午後３時▼問い合
ずれも陸上自衛隊関西地区

館︱階シルクホール▼内容・・・

０７５一４４１一〜３５︶

▼とき⁝抑公日出︑午後

補給処▼申し込み・・・Ｈ月７

○対談＝伍双・椎名誠さん︑弁

ンター︵市民広場・芝生公

ぜひご鑑賞ください︒

れは︑京都フラワーセンタ

自主文化事業として笙ハ回

ーで開かれている野外彫刻

111︶へ︒︵文化センター︶

男爵100
g

9 5 0円

園・公民館前広場・図書館

キャベツ中玉約iki

訟
価ts状況

宇治野外彫刻展を開催︒こ

七点か展示するものでｙ︒

32.759.81,250 970
最高
価格

％
55.8

1.25"
財丿月比 対削年比

▼とき・・・10月30日㈹〜11

宇治市文化センターでは︑

10月30日〜11

月18日

文化センター

第６回宇治野外彫刻展

わせ・：京都豺鉦検定所︵豊
日團までに平尾高良さん

か商工観光課︵内線２９３︶

▼申し込み・・・10月25日困ま

参加費・・・Ｉチー ム８００円

ート▼対象・：高校生以上ず

後Ｌ時〜▼ところ・・・東山コ

子＝午前９時〜・女子︱午

▼とき・・・10月28日間︑男

宇治選手権大会

市長杯軟式テニス

宇治市剣道連盟︒

43・9058︶へ▼主催・：

︵広野町茶屋裏２の４︑酋

護士・木村晋介さんＯ講演１

12丹16日㈲に▼ところ・・・い

お買物のめ
展の展示作品から選んだ十

）

バレイショ

で安心を

でに的場ヌん ︵豊43・1
286︶へ︒

すき焼用

わずかな会費

す︒

聴覚障害者が襲蓼加する

せ
うえで大政な役割奎果たす要

お知ら
読書週間記念
図書展示
﹁一冊の興奮︑一冊の感即
の標語のもとに︑今年も一匹書
週間︵十月二十七日から千一
月九日︶が始まり康司中央図
書館では︑その記念行事とし

３時半Ｉｔ時▼ところ・・・中央

▼とき⁝10月24日叫午後

親子ｖｕjjga.を開催︒文学を

図書館集会室︵おはなしのへ

て︑図書展示﹁あの人この人

はじめま恚様々な分野の図

や︶▼内容・：おはなし︑よみ

︵〒

電話で市民体育課へ︒

参加費・・・無料▼申し込み⁝

生以上の人▼定員⁝30人▼

内在住・在勤・在学で高校

ろ・：黄槃体育館▼対象・：市

７時１９時︵全６回︶▼とこ

日㈲の毎週月・金曜︑午後

▼とき⁝Ｈ月５日側ふｏ

卓球教室

▼問い合わせ・：同事務所へ︒

ームか超えなｌａ抽選︶

053︶へ︵申し込みが32チ

谷Ｉヘ公24･ ｡‑ＨＣＯ.‑ＩＣ０か1

611宇治市広野町八軒屋

城総合運動公園管理事務所

書の中から︑吉座萌と吉本

琵琶45︶へ▼問逗Ｂせ・：
市民体育課へ︒
みどりが丘高齢者
ゲートボール大会
▼とき・・・Ｈ月23日㈲︑午
前９時半〜午後４時︵雨天
中止︶▼ところ・・・府民スポ
ーツ広場Ｔみとひが丘︑
久御山町大字佐古小字梶石
１の２︶▼対象・：60歳以上
の大で︑Ｉチーム５〜︱人
︵チーム内での男女混成可︶
▼参加料・：Ｉチーム・25
00円▼申Ｌ込み・：はがき︒
にチーム名・代表者︵監督︶
氏名・住所・電話番号・競

市民総体剣道大会

の日程を変更

▼変吏分・・・ｏ少年の部︱

牛
肉中程度100 f
s. さけ 切身100
k

268 9.4 10.7 302 203
239▲1.2 5.8 276 193
203 ０ 6.3 245 163

小麦粉

Bitサラr油 g
ポリ容器1000

食用油

そタヶヤミソIl<≪

み

卵Ｍサイズパック入
K掴

鶏

てい未了︒
▼とき・・・11月８日内午後
Ｌ時１４時半▼ところ・・・文化
センター小ホール▼講演・・・東
京都老人総合研究所心理医学
部長・柄沢昭秀さん﹁老後にそ
なえてＩボケないために﹂▼
映画⁝﹁家族の時代−ポケ老
人盈響汽て﹂▼入場料⁝無料

▼とき・・・11月25E㈲︑午
前９時〜午後Ｌ時︵小雨決
行︶▼ところ・・太陽が丘陸
上競技場▼コース・・太陽が
丘園内コース▼対象・・・Ｉチ
ームは監督Ｌハと選手ｉ人
以内ｏ一般の部︵男子の部・
女子の部︶＝市内在住・在
学・在勤の中学生以上で︑
同好会・同一学校・同一職
場なＶｐチームを編成する
こと○体振の部︱各地域体
育振興会の一般社会人︵陸
上競技協会登録者は除く︶
でチームを編成すること▼
申し込み・：申し込み用紙
︵市民体育課にありまｙ︶に

きる人の氏名？夭︶を記入

技者氏名・年齢・審判ので
日㈲必着で︑宇治市教育委

し︑・Ｈ月10日出必着で︑山

必要事項を記入し︑Ｈ月５

員会市民体育課︵〒611宇治

400枚入l箱

167 5.0 26.5 194 121

25cm×8m

パソコン(ロータス1‑2‑3初a.)

盗

25 4 7.4 13.6 46 14
248 3.8 22.2 309 203
211 5.0 16.6 245 132
496 ▲0.8 8.8 587 306

ポリオ生ワクチンの服用

I現金
ガソリンレギュラー1
売り

in.、

(川

時間

回
数
(0)

程

日

2.4kg

洗il用
粉石けん

1,136

灯

298

シャンプー 液体ポリ容器22OC￡
花王エッセンシャル

月･木18:30‑21:00
初級 11/8‑12/20
12 20 14,400

3ol

18恵店頭
油
18(配達

消費
ａ
格

規

０ ‑
299 288
782 0.1▲0.3 978 515
435 ０．２ 4.3 616 258
351 6.4▲6.4 513 246

ポリオ

（10月分

アルミ
ホイル

中

ロ

ープ

ン

1 . 0円
69

ＯＡ講座の日程

この公表価格は、10
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)

やす
目

品

137 7.9 11.4 139 126
131A '2.2▲6.4 173 93
217 4.8 13.0 245 175・

ワ

コ

パソ

者物価20

10 7.200
６ 20 7.200
11/4‑12/9 日 13:00‑15:30
級
11/5‑11/27
以 9:30〜12:00
12 20 8,200
11/5‑11/27
以 13:00〜15:3012 20 8,200

パソコン(ロータスi‑2‑3 中a)

女性が、いつまでもイキイキと
明るく過ごせる社会を

ティッシェ
ペーノ{− ( タ リ わ タ ス ･ ス コ ッ テ ( )
台所用
サランラップ
・ ラ･･/
プ 30c.X 20in

11/8〜11/29月･木
６
18:30‑21:00

初級

曜日

期間

名

座

講

ロ

ープ

ワ

女性の老後（明日
）を語る集い
市民体育
内線 478・479

