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市行政改革審議会が中間答申

プレ植樹祭

午前10時〜午後4時

解・ご協力を得て︑早期実

定し︑市民の皆さんのご理

で︑その具体的な方針を戻

する行政改革推進本部会議

市では︑市長を本部長と

として提言してい毒了︒

る事項を︑当面の措置事項

くために早急な対応か求め

間答申で︑改革を図ってい

文化センターで

市と第四十二回全国植樹祭宇治市実行委員
会では︑十一月十一日剛︑文化センターで︑
宇治市緑化フェアープレ植樹祭を開催します︒
これは︑﹁緑と人間のふれあい﹂をテーマに︑
緑化の啓発と来年五月二十六日に開催される
﹁京都みどりの祭典︵第四十二回全国植樹祭︶﹂

緑とすてきなふれあいを

宇治

宇治橋架け替え工事スタート

平成7年の供用開始目楷し

九年1の事業完了を目指し

新宇治橋は︑長さ百五十

て︑工事に着手しました︒

五・四認︑幅二十五μ︒四

車線︵一部右折部で五車線︶

で︑両側に歩道があり︑三

の間は︑現在のものよりも

高欄は木製︑擬宝珠︵ぎぼ

やや広くなります︒また︑

橋脚の上流側には︑それぞ

し︶はブロンズ製︒六基の

代の宇治1王朝文化の語り

１１月１２日即位の礼

の第二冊目として﹁平安時へ︒︵歴史資料館︶

市役所は閉庁します

点で取り扱った﹁宇治文庫﹂台︱のＩ︑豊20・1311︶

合わせは歴史資料館︵折居

ーで発売しています︒問い

民館を除く︶︑観光センタ

教育課︑各公民館︑︵中央公

歴史資料館のほか︑社会

十ページ︑定価は七百円︒

体裁はＡ5変寸・約百五

開いた文化遺産を横糸に織
ｒ︲一一り込んで書かれています︒

等院・浄妙寺など宇治で花

を縦糸に︑﹃源氏物〜・平

立役者である藤原氏の歩み

げられた貴族政治と︑その

安京と宇治を舞台に繰り広

王朝時代に焦点を当て︑平

か溶びた平安時代中ごろの

うえで最もスポットライト

この本は︑宇治が歴史の

治小学校金管バンド▽菟

ジショー＝午後1時〜

●ティンカーベルーステー

3時半ト

＝午前Ｈ時10分〜゛・午後

●ウィンスベクターショー

など﹀＝午前Ｈ時10分〜

一竹ぶえ・竹とんぼコンテ
スト＝午後3時〜
一花木・植木などの展示即
売コーナレ＝午剪11時10
分〜午後4時

一料理教室︿山菜料理﹀＝

正午〜・午後3時〜

一宇治十帖スタンプラリー
くヘルスパイオニアタウ

㈲雨天の場合は︑内容を変

内線356

一環境保全課緑化係﹈

Ｉ
︲︱−︲︲︱︱−−

わりのある名前の皆さん︑緑

化フェアープレ植樹祭のイベ

ントに参加しませんか︒一緒

にイベｙトを薬しみましょう︒

▼参加日時・・171月11一日囲︑

午前10時〜午後4時▼定員・・・

50人︵先着順︶▼申し込み・：官

製はがきに住所・氏名・年齢・

11一月一7日伽︵必着︶

電話番号・性別・職業︵学年︶

を記入し︑

までに環境保全課︵〒Ⅲ宇治

歴史資料館では︑宇治の

部たち﹂を発刊しました︒

宇治文庫2

道第二小学校鼓隊

王朝文化の語り部たち

午後4時

︽竹ぶえ・竹とんぼ教室

10分〜午後ズ時
一朝霧緑の少年団コーナー

．采工教室︾＝午前Ｈ時

一木とのふれあいコーナー

の六ヵ月前を記念するものです︒秋の一日︑

■プロローグ午前10時〜
一横島小学校金管バンド演
奏
一宇治市民混声合唱団演奏

一式典

■記念式典午前10時半〜

一記念植樹
一式典参加者には﹁ムラサ
キシキプ﹂の鉢植えを進
．呈︵数に限りあり︶
■人と緑のふれあいイベント
一森さん︑緑さん大集合＝
午後Ｏ時半ヤ

平安時代の宇治発刊

歴史と文化をさまざまな視

1111111111111﹈問い合わせ先一

更することがあります︒

ンうじ協賛事業﹀＝午前
11瞭⁝⁝分〜午後4時
一鼓隊・金管バンド集団演
技＝午後1時半ｙ
▽伊勢田小学校金管バン
ド▽菟道小学校鼓隊▽宇

森・木・花など﹁緑﹂にかか

市内に在住・在勤・在学し︑

森さん緑さん大集合

緑の大切さを見直し︑多彩なイベントを楽し

研究検討することが必要︒

孤弱︑内線356︶へ▼そ

の他・・・参加していただいた人

で︵環境保全課︶

には記念品を差し上げます︒

ｌ。

◆この宇治市政だよりは︑再生紙を使っています限りある資源を大切に◆

ＫＢＳ京都ＴＶＵＨＦ34ｃｈ

んでください︒

を︑新庁舎移転時には︑そ
の変更度合いを勘案し︑外

った方法で︑効率化奎凶る

部委託など器量ずるとい

こと︒
③空き教室の有効利用に

設や学校給食の共同調理場

ついて︑地域住民の公共施

校におけるプール職員を︑

・④学校給食事業を効率的

など︑積極的な利用方法を

正規の職員から非常勤嘱託

入に向けて調査研究された

要がある︒共同調理場の導

同調理場方式か導入する必

な運営に改善するため︑共

②現在︑直営事業として

置を行うこと︒

次讐長える賃謐切な措

職員あるいは臨時職員に順

①市の保育所・幼稚園・学

︿当面の措置事項﹀

早急な対応を求める事項を提言
市行政改革審議会︵墨谷
葵委員長︶は︑十月十三日︑
中間答申を市長に提出しま
した︒
これは︑昨圧八月に市か
ら受けた﹁一層の事務事業
の簡素化︑効率化を図るた
め︑民間活力の導入等を含
めた効率化の具体的方策に

い︒

午後6時15分から15分間

11月11日（日）
行 つている庁舎管理事業

11月18日（日）

宇治市緑化フェアー
現に努力していく考えです︒

宇治市緑化フェア・プレ植樹禦

緑と人間のふれあい
ついて﹂の諮問に対する中

1175
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文化の秋・・・
公民館で合いましょう

木幡公民館

木幡公民館開館10年記念式典と公民館まつりの日程・内容
日時

内容

つどい

回

木幡・小倉公民館

「藤原道長と木幡浄妙寺」（財）京都市埋蔵文化財研究所所長
ｌｌ／ｌＯ｛Ｈ記念式典
終了後
杉山信三さん

記念講演

謡曲、体操、紙芝居、・空手、
ｌｌ／ｌｌ日歌謡曲．太極拳、新舞踊フォークダンス．コーラスなど
10時〜

第

木

菊花展

11回人形劇フ
ェスティバル
みんなでつなご
う手と手を

中央公民館

模擬店

きつねうどん、ぜんざい、
11／11（日）ＩＩ時〜14時
ホットドッグコーヒー（15時まで）

11／8附−ｌｉ日
菊作り講習会受講生の作品

幡公

＼ｉ／ｍ出

民館

夏休み子ども教室作品、絵画、

い公
ま民
す館
゜△で
ぜは
‥ひ｀
二ごｌ様
来々
館な
く企

■哨日） 陶芸．ちぎり絵、パッチワーク、手染め、木工、書道、俳句、
9時−16時

作品展示

第
まつ
り 3

手工芸品、学習発表など
ｌｌ／17出ｕ時−15時

茶席

部
模擬店

ｎ／譲日） 山菜ごはん、ぜんぎい，たこ焼き、
11時−14時 すいとん、抹茶と和菓子

努羅烈斟………ラ1

貧譚1

瀧言

深丿詣ぶ

月日

時間

Ｉ内容

ｍｌ註川

13‰

油絵、水彩画、水墨画、パッチワーク．手作り金封、サークルなどの展示、つまみ絵、
菊花展
記念式典、記念講演（京都教育大学教授・栗田修さん）

製｀．｀ん・＠ア犬゛一人シ太

ｎ拉白ノ

彗紅訂詐鯵しト．。。むｉＡ．） 囲卵：

：

11／ 13ｉｌＳ＃〜
ちぎり絵教室（定貝20人、材料費・色紙大＝500円・色紙小＝300円）
16倒

1 Ａｅ才
4？ノ：デ
：： ：
大
ユ：

陶芸教室…茶わん、お皿、コーヒーカップなど1点（定員80人・材料費300円）

映画会■

細雪Ｊ（定貝100人、入場料200円）

22≪＃
10叶長 バッチワーク教室…手まりづくり「グリス、マス用小物」（定員30人、材料賢500円）
灘囲ｕ↑：ル：万………ノ奏爽：

ど

○イヒ午。、ぐ

にを双誕トは廬覧封學琵仮言曇雛慧革

計74ｙ↑1イどぷ↓を

Ｓ．鶏今育。

手：弾難斜籤脂
手＼ＪＵ虐ぶ監置を言／秀こそノ薬与智
氷果更生：ノ｜｜ヤ

：

高齢者お楽しみ会歌、手品、落語など
12Ｎｆぶ

計釧尹且汪ば躇

300円）
13時元時 折り方作法教室（定貝40人、材料費200円）

15‰

いも掘＜）大会幼児〜小学生（参加費ｚｏｏ円）

10≪＃45≪−
エアロダンス3Ｂサークル公演
ＩＩ／
11時13時 カラォヶ大会（参加希望者は申し込みを）
18㈲
14時15時 人形劇

｛浙訂難

申礼定

小倉公民館

巨椋池の烏

を観察する会

▼とき・ところ⁝Ｈ月21日

収＝小倉公民館・26日圓＝巨

椋池干拓田︵西宇治公園前に

集合︶︑いずれも午前10時〜正

中央公民館
12／4子育てトーク
〜みんなで語るこれからの子育て〜 相互学習 実習室Ｉ

：

竹帛訂圃

＾ｆｆｉ＾―＾
彗1

員返参に番の年写サ

正午、 6講だけ午前9時45分 〜 1 1 時 半

剔＾ミ5
会催．集・こ小唾
民治と箭衷喰
瞥羅倉
ｆｉｉｉミ
゜合布

中央図書館

読書週間記念講演会

8︶へ︒

︵電和22・853

11一月⁚11日間︑午

大久保青少年センター

一輪車教室

▼とき・・・

ス・午後1時〜3時＝初級

▼とき・・ｎ月15日團︑午

者コース︵初級者コースは

前 0時〜正午＝初心者コー
1

講師・⁚・梅花女子大学教授︑

検定あり︶▼ところ・夫久

後1時半ｙ3時半▼ところ

児童文学作家・川村たかし

堡﹃少年センター▼対象・：

・＝中央公民館展示集会室▼

さん▼テーマ・・・物語のひみ

市内在住の小・中学生▼定

員・：初心者コース＝20人・

初級者コース＝30人︵先着

順︶▼参加費⁝無料▼指導

⁝日本一輪車協会▼申し込

み⁝同センターへ︒

つ▼参加費⁝無料▼問い合

わず：中央図書館へ▼その

他・：保育あり︒

児童書主題図書展示

秋も深まり︑夜も寒く︑

長くなってきました︒そん

な時こそ︑じっくりと本を

▼とき・：11月14日團・28

日團︑午後3時半〜4時▼

おはなし会

ところ・夫久保育少年セン

読んでみませんか︒

たのしい︑ねむい︑夜の本

ター▼対象・：幼児ふ学校

中央図書館では︑﹁こわい

よもう﹂と題し︑児童書コー

低学年▼参加費・：無料▼参

文化財見学

加・：当日直接会場へ︒

▼とき・・八月23Ｅ㈲︑午

前9時〜午後3時▼行き先

・・・首函万福寺仏罰虻

中学生︵保護者同伴可︶▼定

窯跡▼対象・・市内在住の小

員・・・20人︵先着順︶▼参加費

生＝360円︵交通費︶▼持

・：小学生＝180円・中学

参品・・・昼食︑水筒︑おやつ

ター▼申し込み⁝同センタ

ｙ隻Ｔ大久堡早年セン

ーへ︒

ナーに﹁夜﹂に関す至会集

めて︑展示と貸しＩ︸⁝一しを行

います︒期間は十二月二十

八日圖まで︒長い夜を︑本と

一緒にお過ごしこださい︒

おはなしたまてばこ

▼とき・・・Ｈ月10日出︑午

後3時Ａ時半▼ところ⁝

中央図書館集会室▼対象・：

絵本・物語か聞きたい子供

▼内容・・・ストーリーテリン

グ︵すばなし︶▼参加費⁝無

料▼問い合わせ・・大西雅子

さん︵豊24・4807︶へ︒

市民秋の見学会

▼とき・ところ・・官月7

ふれあいセンター

日團＝菟道︑149困＝平盛︑

市読書クラブ協議会では︑

めて▼行き先⁝蓮華寺︑醒

20日㈹＝伊勢田︑21日團＝

歴史探訪の見学会を開催︒

ヶ井︑徳源院ほか▼参加費

横島︒いずれも午後3時半

おはなし会

⁝3500円︵昼食代含む︶

〜4時▼内容・：紙芝居︑よ

▼とき・：Ｈ月14日伽︑午

▼申し込み・・11月6日叫ま

み良かせなど︒

前9時〜午後5時半▼テー

でに前川桂子さん︵昔21・3

了・湖北の自然と史跡を求

458︶か小畑みちよさん

﹁さかえゆく宇治市の40年史﹂明治・大正・器の写真を募集

時代の宇治の景観・街並み・風

・・・宇治公民館▼定員・・・25人

︵先着順︶▼指導・・・宇治公民館

300円︵材料代︶゛▼持参品・：

版画サークル会員▼参加費・・・

彫刻刀︑︒バレン︑水彩画用具

︵筆は1本︶︑はが令に登小さ

めの図案▼申し込み⁝宇治公

民館へ︒︒

Ｈ：Ｉ率

員

午▼内容・・21日＝スライドを

交えての鳥の話︑26日＝バー

ドウォ″チンクの基本・鳥の

幼児期から思春期を見通ｉて
大阪教育大学 中央公民館
〜中学2年生は厄年〜
秋葉英則さん 会議室

種類の話と観察会▼定員⁝30

能塚耐子さん

人︵先着順︶▼指導⁝京都野鳥

−みんなでつくる子育ての輪〜

の会幹事・中島霊冒ん▼持

）｜域をつなぐ子育てネットワークく り く ま 保 育 園

言Ｔ26日は双眼鏡包畳鏡︑

未定

軍手︑歩参やすい靴▼申し込︒

み・：小倉公民館へ︒

中央公民館
実習室Ｉ

炭山在住桑村久美さん
私の子育て実践記〜ただ今子育て真っ最中〜

※時間はＩ午前10時

ＵＨ

．だダい圏Ｆレｊｌし霧島冪半ぷ莞蚕
相互学習中央公民館展示集会室

〜ｉくらん1琳育園の実践記録映ｍ−

4

7

Ｈ

▼距あ針ｇ−ｅｆｉｇ
〒ぺ妾詔暦両！0
了苔妥置7客苫
■1￡＾Ｓ白ａｆｆｉ
ｊΞ苛企を洛鸞ｆｆｉ

アリサの成長記録

3 11／20㈹
私の子育て実践記

イ
5 イ
6Ｖ

礼法教室

ヅ

−リクエスト講座−

2

場所
講師
公民館職員公民館保母
中央公民館実習室Ｉ

先に行った作法教室に︑定

11／8どろんこと太陽
〜公民館の事業実践から〜

員かほるかに超える5募があ

内容

1

ったため︑再び教室を開催︒

女性の勉強室の日程・内容

月日

回

▼日程・内容・・・Ｈ月13日脚

※チケット・参加申し込みは小倉公民館へ｛先着順 ｝

上平節行事のし啓たり︑27日

康ふりかけ，お手玉・、キューピー人形

㈹＝食事にまつわるし見Ｊｓｉ

りすし

し，ｆ〜こせ／−，サンド ■ ｉ り チ 、 ジ ｉ ー ス 、 健

9一月
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1
11一日㈹＝慶事・弔事のし
きたり︒いずれも午後Ｌ時半

／かやくごはん、水

〜3時半▼ところ⁝宇治公民

○模擬店＝｀カＩ−ーライス、コーヒー・紅茶・クッ キ ー 、

館▼対象・・・市内在住の女性▼
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○バザー＝11月16日倒．午前10時から売り切れまで
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クラフト教室…Ａ．ブローチ・Ｂ．野菜鉄砲か
わりばし鉄砲＝対象は幼児−小学生、ｃ．荷
ｎ
14時〜
い ／17
16時 作りひもの自動車＝対象は大人（いずれも定貝は20人、材料費はＡ・ＢかｌＯＯ円、Ｃが
山

高齢者生活実践発表会
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小倉公民館まつりの日程・内容

つ
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カラオヶ大会
泌（2）町内会・自治会申し込み者
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部
10回

だ画ト
さで文
ひお化
゜・待の
……ち、秋
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第10

公民館まつり

催し

ｌｉ／宍あいさつ、祝辞など
開館10年記念式典

1176

保育所入居申請

．平成三年度の保育所入所申
収ない人は︑十二月二十八日

事情で指定日に申し込みがで．一る昼間里親制度の利用者も募

12月12日匯がら受け付け

請の受け付けを次の要領で行
胞の午後五時まで︑保育課で

幼児で︑保護者が家庭または

などを十二月十日㈲から十三

書と保育で参ない旨の証明書

所をご希望の人は︑入所申請

二月二日出までに︑保育課︵内

お知ら

さい︒︵保育課︶

線330︶へ申し込んでくだ

せ

は︑十二月十二日困から三年

これらの制度盈翻孚本人

集し禾す︒

い未了︒

外で仕事をしていたり︑病気

日閑までに︑現在入所中の保

平成三年度も引き続いて入

︿引き続き入所希望の場合﹀

受け付け拿ｙ︒

平成三年四月一日現在︑

などで保育が盲屁い場合に

生後六ヵ月以上六歳未満の乳

限ります︒
育所︵園︶へ提出してください︒

母子家庭の母親に

年二回︵四月八月の年金受け

の選挙管理委員会が選挙人

この欄に掲載するお子さん（元年

人や心身障害︵児︶者福祉に深

………11月7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。

ら︑黄槃体育館︵豊33・400

み・：Ｈ月4日間︑午前9時か

1000円︵要印鑑︶▼申し込．

・・・各30人︵先着順︶▼受講料⁝

上の人︵中学生息で︶▼定員

・：黄葉体育館▼対象・・・15歳以

1時と3時半の2回▼ところ

▼とき・：Ｈ月10日出︑・午後

実技諭習ぷ｀

トレーニング機器

5088︶へ︒ ︵保健予防課︶

問い合わせ：向作業所︵昔31・

擬店︑特売・子どもコーナー▼

00μ︶▼内容⁝バザー︑模

道只都萱屋︑宇治病院北2

洛南共同作業所︵木幡南端︑府

10時半〜午後3時▼ところ・・・

▼とき：11月一11日間︑午前

洛南共同作業所まつり

福祉課へ︒︵高齢者福祉課︶

て︑11月9日面までに高齢者

月以内に撮影した写真をほっ

・・・市販の履歴書に︑最近6ヵ

採用人数・：若干名▼申し込み

い理解と熱意奮有する女性▼

Ｈ元・10・1①

西宗初美ちゃん

小倉町西浦

老齢福祉年金を

受けている人へ

国民年金に加入できなかっ
た明治四十四年四月一日以前
生書れの人に支給されている
﹁老齢福祉年金﹂の受給方法が

母子家庭の母親及び寡婦の

半日人間ドック

健康管理の一助として︑半日

平成三年二月二日までに出

申し込み受け付け

産休明け・昼間里親保育も

︿申込用紙と必要書類﹀
申込用紙は十一月十三日叫
から各保育所︵園︶と︑市役所
保育課でお渡しにます︒申請

の乳児を保育する︑産休明け

生届け出のあった六ヵ月未満

る子ども︵昭和五十九年四月

の記録や証人に対する調査︑

名簿に稀つき︑﹁くじ﹂で候

日宙︑午後Ｌ時▼ところ・：総

︿採用試験﹀▼とき・・・11月30

有する人︵学歴は不問︶

まれ︑高校卒業程度の学力を

2日〜48年4月1日までに生

︿応募資格Ｔ昭和41年4月

員を若干名募集し禾す︒

四月一日採用予定の事務局職

社会福祉協議会では︑来年

職﹄貝募集

社会福祉協議会

り︶が必要︒︵公園公社︶

︱︶へ︒顔写真︵3り×2・5

った﹁西小倉﹂︒住民の︑生

急激な都市化の波をかぶ

西小倉コミ
14日困までに︑市販の履歴書

一合福祉会館▼申し込み⁝11月

活に対する意識・意欲が高

く街としての活気にあふ

れる地区である反面︑住宅・

午前10時〜午後5時半

▽ところ⁝西小倉コミュ

ニティセンター

まちづくりを考えていくた

について再確認し︑今後の

この地域のこうした特殊性

ュニティ住宅フェア切﹂は︑

た住宅地です︒﹁西小倉コミ

ム○模擬店○青空市○増改

ル発表会○西小倉探検ゲー

品展○演歌の夕べ○サーク

ＯＰＥ住宅コンクールの作

小倉地区設計提案競技・Ｈ

ウンサー・山口進さん○西

町この町﹂ＫＢＳ京都アナ

▽内容・：○講演︱﹁あの

め︒宇治市地域型優良住宅

築相談コーナーほか

住環境上多くの課題を抱え

業の一環として催されるも

▽問い合わせ・：住宅課

︵ＨＯＰＥ住宅︶促進啓発事

の︒多数のご来場をお待恣

ミュニテ″センタ人き24・

︵内線375︶か︑西小倉コ

7510︶へ︒︵住宅課︶

家庭用はかりの
無料検査
京都府計量協会では︑︒家庭
用はかり︵ヘルスメーター・

度確認無料検査を仔い未丁︒

ごキッチンスケールなど︶の精

▼とき：八月13日脚︑午前
10時〜午後3時▼ところ・：産
業会館︵宇治琵琶45の13︶▼問
い合わせ・・・商工観光課︵内線

一

゛ ゜素礎琴゛予診

後Ｌ時半〜3時半▼ところ糖尿病の集

健康づくり
健康管理

ゝ
︱

祐めの集いです︒人も︶とその家族ｙ医師・・・

ｙ糖尿病への理解を深める病患者と︵その疑いのある

11一時〜午後4時ｙところ二郎さんｙ申し込み・・・

ｙ▼とき⁝⁚11月10日出︑午国立療養所宇多野病院・東

⁝産業会館▼内容・・・○講演9日金までに宇治保健所

一前い

インフルエ毎予防接種

一・﹁糖尿病の合併症﹂＝京都大︵容21・ＣＭ．−191︶へ電話で︒

ぬＨ託言

ｙ学医学部医師・津田謹輔さ︵保健予防課︶

相談・健康相談ｙ参加費・・・インフルエンザ予防接種

︒望の人は︑6日脚までに︑保毒司日程・会場・対象など

ｙ無料︒昼食︵400円︶を希が十一月九日廊から始まり

Ｕドベ糾貿

〜健医療センター︵容22・4詳Ｌとは︑平成二年度﹁市民

︵高齢者福祉課︶覧になるか︑保健予防課︵内

一630﹂へ申し込みを︒カレンダーと手びき﹂をご

ぷ族︒之会

一鄙原病患者と ゛線312︶へお問い合わせ

▼とき・：11月13Ｅ㈹︑午ご来場を︒︵保健予防課︶

市民綱引き大会

合わせ⁝岡村光芳さん︵萱

・：当日︑直接会場へ▼問い

靴かゴム底の靴▼申し込み

300円▼持言Ｔ体育館

11月

フォークダンス▼参加費・・・

・：基本ステップ︑やさしい

14日南＝午後7時〜9時▼
ところ・・・宇治公民館▼内容

前10時〜正午回月7日困・

▼とき：八月4日面＝午

初心者講習会

フォークダンス

♂・4・Ａｙ・人＞︒人5．︒＜Ｖ．＜Ｊ．︒＜Ｖ．＜Ｖ．−＜Ｖ．＜ｖ︒＜＼．ｏ．＜ｖ．ｏ．ｏ．．ｏ．＜＞︒︒ｏ．ｏ．ｏ

府政見学会

府民デー協賛事業

22・4343︶へ︒

市民歩こう会

▼とき⁝11月11日㈲︑午

前8時半︑ＪＲ宇治駅前集

合︵雨天の場合は18日間︶▼

和小泉駅←松尾寺←法隆寺

コース・・・ＪＲ宇治駅前←大

兎⁝⁝人▼参加費⁝2000

宇治駅解散の約14＊ｎ▼準備

←竜田神社←五条駅←ＪＲ

品⁝昼食・水筒・雨具︒交通

33︶へ︒

費は各自負担▼問い合わせ

浩さん︵〒611神明石塚54の

・未村長次さん︵容21・ＣＯ6

大会の出場選手か選考︒

246︑萱43・6624︶へ▼そ
の他⁝優勝チームから︑府

までに参加費を添えて︑森

一円▼申し込み・・11月15日團

・1各人︵選手兼務可︶︑選

の部とも監督・マネージャ

▼チーム編成⁝男子・女子

上の人で編戌されたチーム

内在住・在勤・在学の18歳以

京都工場体育館▼対象・：市

前9時▼ところ・・・日産車体

▼とき・：12月2日面︑午

都府宇治地方振興局総務課

▼申し込み・簡い合わせ・・・京

曾4・：府城陽排水機場ほか

9時府宇治総合庁企筋簒に▼

▼とき・：11月20日叫︑午前

▼とき・：11月16日㈹︑午前

チャリテｆバザー

国際ソロプチｔスト宇治

︵社会教育課︶

郎さん︵豊22・0173︶へ︒

22・2047︶か︑北村南洋次

し込み⁝中村日出男さん︵容

館▼受講料・・・40200円▼申

いずれか▼ところ⁝宇治公民

時〜正午か午後7時〜9時の

ヵ月間︑毎週木曜日︑午前10

▼とき⁝11月8日團から3

入門講習会

国際語エスペラント

293︶へ︒︵商工観光課︶

▽とき⁝Ｈ月17日犬・午

88︶へ︒ ︵商工観光課︶

は︑同センター︵容46・06

け毒司申し込み︑問い合せ

後2時〜8時半︑18日間・︑

します︒

0

講師・藤本統紀子

講演と室内楽のつどい

水・土18：30〜21：00
6 20

には︑母親の﹁在職証明書﹂な
ど保育で参ない旨の証明書が

二日⊥八十年四月一日生次む

実地検分を行シなＩ慎重に

補者か選定︒この中から︑検

7，200
パソコン（Ｃ言語中級）
11／17−12／8

套万毒ｙ︒証書の回収が︑

必要です︒早めに用意してく
取征後︶︑郵便で返送いただく
といらもの︒詳しぐは︑十一

人間ドックを実施します︒

月証書に同封の﹁お知らせ﹂を

保育も申し込みを受け付けま
▼とき・：3年3月の平日の

ださい︒

午前中▼ところ・・・京都第一赤

就学時の健康診断

ご覧ください︒福祉年金課︶

す︵園により保育開始月齢が

付時間はいずれも午前10時〜午後4時

宅フェア9
10，800
パソコン中級
火・金18：30〜21：00
11／16〜12／18
9 10
（仕入・ｍｍ理、蓼ｓ團

演奏■．ムシーク・クライン室内合奏団

市民体育課内線479

十字病院健診センター▼検査
項目⁝尿・血液・胸部レントゲ
ン・胃腸透視・心電図一内科・子

無料︵ただし精密検査は本人

の保護者で︑健康診断の通知

来年四月に小学校に入学ず

負担︶▼申し込み・：Ｈ月30日

宮がん▼定員⁝68人▼費用・・パ

幽までに福祉年金課母子児童

が届いていない人は︑学校教

﹃▼対象・・ヽ・昭和20年4月2日

家庭奉仕員募集

ださい︒︵学校教育課︶

育課︵内線469︶へご連絡く

福祉係窓ロヘ︵電話による申
︵福祉年金課︶

社会保険相談
▼とき⁝11月9日面︑午後
Ｌ時〜4時▼ところ・・小倉公

審査します︒この結果︑不起

察審査会事務局が再び﹁く

〜35年4月1日生まれで︑老

訴不当または起訴相当の議

じ﹂七士人︵府内︶か決定

︵福祉年金課︶

決に至った場合は︑検察官

し示ｙ︒

しい検察審査員が選ばれま

今年もこの十一月に︑新

がこの議決を参考に事件を

す︒あなたが検察審査郷﹂

再検討︒起訴相当の結論に
達した場合︑起訴手管昂

ご協力をお願いし毒了︒

選ばれた時には︑よろ？

とらなチ︒

選定は﹁くじ﹂で

市民体育のお
知らせ

異なります︶︒

が事件莞起訴しなかったこ
との是否について検察審査
会で審査することです︒
具体的には︑犯罪の被害
者や犯罪を告訴・告発した

を不服として︑検察審査会

人が︑検察官の不起訴処分

審査を開始︒十一人の審査

︵選挙管理委員会事務局︶

曜日

左表の日程で集中受付か行

三室戸保育園・あさひ保育園

−21世紀ゆとり空間の創造−
●闘靉Ｉ
1月は「犬の適正飼養推進月間」

︿申し込みができる人﹀

西小倉保育所・北小倉保育所

︿入所申請受付日と場所﹀

広野保育所・ひいらぎ保育園

国民の代表として︑検察官

同胞保育園・くりくま保育園
く．りくま保育園
大久保保育所
に申し立て聚行っだときに

検察審査員は︑各市町村

パソコン中級

火・金18：30〜21：00
11／16−12／18
9 10 10，800
（財務会計・給与計算）

個人の家庭で保育す

12／14吻

検察審査員の主な職務は︑

12／13（和

員全員で会議を開き︑事件

1177

なかよし保育園・宇治保育所

三室戸保育園

時間 ミ 奥 受講料円
文化センター小ホール

小倉双葉園保育所
ひいらぎ保育園

期間
講座名
時

伊勢田保育園・南浦保育園
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11月の燃えないゴミ・し尿収集日程表
燃えないゴミ（清掃事務所内線316〜318）

し尿（城南衛生管理組合電話075−631−5171）
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