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市の人ロ
（平成3年2月1日現在ト
世帯数58，647世帯（前月比128世帯増）
人口177，624人（前月比269人増）

平成

発行京都府宇治市
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● 毎 月 1 日 ■ Ｉ Ｉ 日 ・ 2 1 日発行

植物公園・新庁舎建設
など27事業を実施
紫式部文学賞イベント

市政施行40周年

ご期待ください多彩な記念事業

4月2日図太陽が丘体育館（秘書課）
●＜日・ソ対抗バレーボール試合

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝一

・チャリティ大相撲宇治場所

を迎えます︒市では︑市民の皆さんとこの記念すべき年

3月1日廊△文化センター
＼（秘書課）

一昭和26年3月1日に誕生した宇治市は︑間もなく40歳

｀なうか七めメロデ■ｆー歌謡シ自−」

一を祝うと共に︑輝かしい未来への飛躍の契機とするため︑

多彩な記念事業を計画︒そのあらましをご紹介します︒一

ニ【主要事業】犬
‥：・｀市制施行40周年記念式典と

女子宇治大会トト
犬7月21日旧）太陽が丘体育館（市民体育課）
・第1回紫式部文学賞・紫式部
市民文化賞受賞式
犬【その他の事業】‥

犬11月17日（日ト文化センター（企画課）

●宇部市・宇治市スポーツ交流大会
9月22日（日）・23日濁黄槃体育館ほか

●第8回宇治川マラソン
2月24日｛Ｂ）（市民体育課）

（市民体育課）
●りートピア

91市民ふれあいまつり

9月太陽が丘（社会教育課）
●第10回宇治市．「中学生の主張」大会

・紫式部文学賞イベント
レ∧一源氏ろまん

●さかえゆく宇治市の40年史・写真展

‥‥‥‥‥‥公民館まつり会場などで（各公民兪）

・特別展示「源氏物語の世界」（仮称）
‥＼10月中旬〜11月中旬／＜

‥△歴史資料館ト（歴史資料館）
………5月12日（Ｂ）、‥太陽が丘体育館で聡合開命式＼：二琴、゛゛＾°…………
゛゛ｌ

Ｓ｝

11月‥‥‥

産業会館（商工観光課）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（市良体育課）●源氏物語関連図書の収集・展示
十ｉ消防パｕ−ダＫくポ役所丿宇治橋ぞヤ＼レ＼・・ｊｊに．「源：屁物語へのいきダない・」

●宇治市民文化祭

二二二7月7日面…………

消ｍ本部）：

11月く………万………文化セン−9−：（社会教育課）
●第13回宇治市こどもてづ‥くり文化祭
上秋‥‥‥‥‥文化セン5

●＼第31111宇治川花火大会犬
……8月ｉｏａ土）＼

ノ‥10月1日（火）〜12月27日働∧∧
（商工観光課）

ー（社会教育課−）

ダ：中央図書館Ｉ（中央図書館）
・源氏物語散策の道整備二コ

●シンポジウム「宇治の原像を探る」へ

散策道路・万葉集歌碑建立・大吉山風致

平成4年3月文化センター（社会教育課）

し公園・史跡総合案内表示システムなど

●市勢要覧の発行／（広報課）

平成3〜4年度（企画課）

●市制40年誌の発行‥‥‥‥‥（計画推進室）

・宇治市植物公園整備‥十犬……＼〒黒無お，おオ。紫式部

絹紬ノ。ｉ

・新庁舎建設＼
‥‥‥‥平成4年3月完成．

文学賞

▲紫式部文学賞のシンボルマーク（上）
（管財契約課）とロニ！・タイプ＼‥

市政施行40周年記念

2月24日（日９午前10時
半
太陽が丘スタート

宇治川マラソン大会

第8回宇治川マラソンは︑2月24日剛︑午前

10時半に太陽が丘をスタート︒今回は︑市制
施行40周年を記念して︑2人の著名選手の招

待や︑記念特別賞を設けたこともあり︑府外19

都府県からの参加者を含め︑過去最高の28

01人が参加︒5キロ・10キロ・20キロに分か

︵市民体育課︶

れ︑ゴールを目指します︒市民の皆さんも︑

ぜひ温かい声援をお送りください︒

交通規制に

ご注意ください

第8回

ご協力ください

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
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（企画課）

し3月1日廊から1年間

11月9日（±3文化センタ÷Ｔ（青少年婦人課）‥‥●第25回市民総合体育大会っ
●サンフエア宇治

91−

10月〜11月

人間らしく生活する権利︑働

ています︒生きていく権利︑

たい︑幸せになりたいと願っ

私たちは︑人賜らしく生き

人権﹂が︒さまざまな形で侵害

法で保障されている﹁基本的

わりでは︑残念なことに︑憲

しかしながら︑私たちのま

ていかなければなりません︒

偏見や差別が存在しています

精神に障害を持つ人に対する

差別する外国人差別︑身体や

様な文化と生活習慣の違いで

性差別︑民族の違いや多種多

るために起こるさまざまな女

私たちの人権と差別

く権利︑教育を受ける権利︑
されている事実があります︒

幸福を追求する権利など︑す

れるぶっに︑我が国の憲法は︑

て︑女性の能力や活動力を全

ちに対する差別をはじめとし

別に由来する同和地区の人た

事例は後を絶ちません︒

ど︑他人の人権を踏みにじる

きな社会問題となっているな

1！︱例えば︒封建時代の身分差し︑学校でのÅいじめ も大

さまざまな権利を保障してい

べての国民が等しく幸せにな

ます︒

働く機会が不完全にしか保障

ちに対する差別は︑今なお︑

面に生かすよＩつな社会環境が

な社会通念と慣行が残ってい

不十分であることや前近代的

私たちは︑お互いに人権を
尊重し︑このかけがえのない

とりにわけ︑同和地区の人た

権利を︑将来にわたって守っ

されていないため︑不安定な
仕事にしか就けないなど︑働
く権利と自由が奪われたり︑
結婚や交際をめぐって差別的
な言動を受けたり︑交際を拒
まれ︑婚約を破棄されたり︑
ある︒いは教育︑居住など生活
していくために欠くことので
きない権利と自由が侵害され
ているという︑深刻で重大な
社会問題です︒

つくられた差別
本社会の発展過程の中で︑支

いた農民などの不満のはけロ

て︑人口の八割以上を占めて

分裂させ︑支配しました︒そし

いう身分制度を設け︑民衆を

解放への歩

度を強化していったのです︒

するために︑ますます身分制

揺らぐにつれて︑それを維持

同和問題は︑歴史的に︑日

配者である武士が民衆を支配

として更に低い身分の人々を

み
するための手段として︑政治

この身分の人々は︑当時の

的につくり出した身分制度か
徳川幕府は︑本来平等であ

つくり民衆を分断しました︒

ｊ学校2年大崎絵里さんの作品

ら起こっています︒

、権擁護啓発ポスターコングール」

私たちは︑新聞や本を読
んで︑いろいろなことを知
ったり︑手紙やはがきで自
分の意思を伝え︑相手の意
見を知るのに︑文字を使っ

至るまで厳しく制限され︑

されましたが︑同和地区の人

官布告︵解放令︶により廃止

一八七一年︵明治四年︶の太政

この封建的な身分制度は︑

なるでしょう︒

生活は︑一体どんなことに

えないとしたら︑この社会

ています︒

生活のあらゆる面で差別を受

々に対しては︑職業の保障や

主要な産業いでｌａと・ 〜
住む場所︑交際︑服装などに

より下がある﹂﹁上見て暮ら

生活の改善のための具体的な

しかし︑もし︑文字を使

すな︑下見て暮らせ﹂という

施策は行われませんでした︒

けました︒人々は﹁自分たち

ことで︑不満をそらされてい

が進められましたが︑同和問

義社会の建設を目指し︑改革

読み書きができることを

日常生活に必要な文章︒の

っ・たのです︒そして︑支配が

たのです︒このため︑一九二

のまま残されました︒同和地

題はヅ依然として深刻な状態

形式だけの﹁四民平等﹂だっ

二年︵大正一一年︶︑人間とし

区の人々は︑水平社運動の精

・﹁識字﹂﹃といい

マで︑京都新聞論説委員・吉田賢作さ

年をとおして人権を考える﹂ とのテー

人権週間記念講演会が開催され︑﹁識字

４平成2年ＣＭ月7日に文化センターで︑

は︑普段このよ

んが︑熱のこもつた講演を行いました

ますが︑私たち

うなことを意識

とんどないと思

できない人がいるという事

そのために読み書きが十分

よって教育が受けられず︑

や対話ができるようになり

りの人々と心を開いた交流

自分の世界が広がり︑まわ

きるようになることにより

文字を学び︑読み書きがで

世界のすべての人々が︑

な国もあります︒

することは︑ほ

います︒ところ

が︑文字の読み

きない﹁非識字

書きが十分にで

で︑十五歳以上

者﹂は︑世界中

の人口の約二十

万人もいると推

八％︑八億九千

二九八五年︑

定されています

子不スコ調査︶︒

世界的に最も

教育水準の高い

国といわれてい

る日本でも︑今日までの歴

実があります︒このような

史の中では︑貧困や差別に

事実は︑生きるための基本

にとって︑本当の自由が得

ます︒このことは︑その人

で︑私たち一人ひとりが︑

﹁国際識字年﹂にちなん

めの第一歩です︒

られ︑社会参加ができるた

的な権利が︑すべての人に

いヽ7ことでもあります︒

平等に保障されていないと

日本では︑このような事

みは︑約三十年前から﹁識

態を克服するための取り組

に目を向け︑一日も早く︒

その目標が達成できるよう

非識字者をなくす取り組み

努力したいものです︒

字運動﹂として広がってい

こ一月には国連総会で︑一

ます︒そして︑一九八七年

九九〇年を﹁国際識字年﹂と

それは︑非識学者をなく

する決議が行われました︒

すことが︒全世界の重要な

に︑以後十年間にわたって︑

共通課題であり︑そのため

集甲した取り組みを展開し

ようというものです︒

しかし︑全世界に目を向

けると︑国民の大多数が非

識字者であるという︑深刻

。差別の実態

るべき人間に︑﹁士農工商﹂と

Ｉ進会議主催ゾ

すべての人に文字を
て生きていく権利を自らの力
でかちとり︑部落解放を目指

保店で、写真

1991年（平成3年）2月21日発行（2）
り

一人ひとりの人権を大切に

差別のない明るい社会を築こう

国際識字年シンボルマーク

強く揺さぶる
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基本的

▲京都人権啓発推進会議主催尚

下に平等であって︑政治的・経

ることなく︑自由であり︑法の

いに人間としての尊厳を侵され

を﹁基本的人権﹂と呼び︑お互

類が長い歴史の中で︑数多くの

権宣言﹂で確認したように︑人

栄の基本であることを﹁世界人

から︑人権を守ることが人類繁

戦争の悲惨な体験とその反省

自由と正義︑そして平和を守

済的または社会的関係において

この﹁基本的人権﹂は︑すべ

るために大切なもので︑憲法で

犠牲をはらい獲得した成果なの

ての人間が︑生まれながらに持

永久の権利として保障されてい

です︒

っている権利で︑当たり前のこ

差別されないというごとを︑何

ありません︒︒

昔から確立されていたわけでは

を大切に

人に対しても保障しています︒

生きていくための基本的な権利

我が国の憲法は︑人間として

人権とは

りの人権
ます︒

平成2年度レリ
ダ努力賞宇治中学校1年芦生健太郎さんの作品

のための新たな運動を進めて

神を継承し︑国に対して解放

きました︒

して﹁全国水平社﹂が結成さ
戦後︑新憲法の下︑民主主

れ︑運動が展開されました︒

事業が完了しなかったため︑

生活環境の面では一定の改善

道路や公共施設の整備など︑

同和問題の解決へ向けて
同和問題解決に向けた運動の

定な就労実態や零細な経営状

審議会答申が︑国に対して出

五年︵昭和四〇年︶︑同和対策

対策審議会を設置し︑一九六

一方︑国は︑総理府に同和

七年︵昭和六二年︶からは﹁地

事業が残されており︒一九八

し︑なお引き続き実施すべき

定の改善がされました︒しか

より︑環境の整備をはしめ一

この十八年間の取り組みに

した︒全国的にも︑差別発言

た差別落書き事件が起こりま

封建時代の身分の名称を使っ

また︑宇治市においても︑

大きな影響を与えています︒

などの教育面や文化の面に︑

えず︑このため︑進路や学力

どう考えているかなどと気に

考えたり︑他人がどう見るか︒︑

で︑人間に上下関係をつけて

このぷっに︑身近なところ

方をしていないでしょうか︒

い″がどれないといった考え

の際に︑家と家との︒つり合

でしょうか︒あるいは︑結婚

いものです︒そして︑侵害さ

は︒その大切さに気が付かな

に︒人権が尊重されている間

における水や空気と同じふつ

大切です︒

積極的に行動していくことが

と考え︑差別をなくすために

ころから︑″なぜ″″どうして

国民的課題

を進めることができました︒

況にあり︑生活基盤の諸問題

しかし︑依然として︑不安

高まりにより︑同法は三年間
和五七年︶から︑﹁地域改善対

延長ざれ︑更に一九八二年︵昭

策特別措置法﹂が五年を期限

されました︒

域改善対策特定事業に係る国

や差別落書きなどの差別事件

して︑それに従ってし専っこ

が十分改善されているとはい

人類普遍の原理である人間の

の財政上の特別措置に関する

の発生が後を絶ちませんしＩ

とは︑自分で意識しなくても︑

として制定されました︒

自由と平等に関する問題であ

法律﹂が五年の時限立法とし

アマチュア無線とパソコンを
利用したパケット通信による

になります︒

結果的に相手を差別すること

れたときはじめて︑これは大

変だと気付くことが多いもの

新たな差別事象も起こってい

人権は︑私たちの日常生活

︲︲︱−︲−︱−−︲︱︲︲︲︲︲−︱

り︑日本国憲法によって保障

て施行されています︒

この答申は﹁同和問題は︑

された基本的人権にかかわる
課題である︒これを未解決に
放置することは断じて許され

解決こそ国の責務であり︑同

して︑積極的に解決に向け︑

として︑同時に国民的課題と

実在しています︒行政の責務

問題ではなく︑現実の社会に

同和問題は︑単なる観念の

から︑私たち一人ひとりの考

結果も出ています︒このこと

いている場合が多いとの調査

など︑身のまわりのぐから聞

かも︑家族や近所の人︑友人

たとする人が大半を占め︑し

知識は中学校卒業までに知っ

かをはっきり理解し︑人権が

を尊重するとはどういうこと

とりが︑人権とは何か︑人権

ためには︑まず私たち一人ひ

私たちは︑日々の暮らしの

などしたことがないから関係

とが大切です︒泊分は︑差別

てまいります︒

広報紙づくりに生かし

直すとともに︑今後の

写真掲載のあり方を見

市といたしまして・は︑

おわびいたします︒

ご迷惑をかけたことを

このため︑関係者に

です︒

ずに掲載を行ったもの

と保護者の了解を取ら

い︑また︑事前に本人

とは無関係のものを用

の写真は︑植樹祭事業

月21日号で使用した新

と問題が、鋭く問いかけられ、見る人の心を、

解決し︑子供たちの時代に持

昨年の市政だより8

おわび

尊重される社会を築きましよ

私たちが幸サな生活を営む

時に国民的課題である﹂と︑

取り組んでいかなければなり

です︒

同和問題解決の責任を明らか

宇治市においても︑同和地

ません︒

また︑同和問題に関しての

にしました︒そして︑一九六

区の人々の社会的︑経済的な

ます︒

宇治市の取り組み

九年︵昭和四四年︶︑十年間

地位向上を図るために︑生活

ないことであり︑その早急な

の時限立法として﹁同和対策

えや行動が︑まわりの人や子

供たちに大きな影響を与えて

いることが推測できます︒

展「すきです人間一部落差別は、いま」が開催

緑の中で遊ぶ子供たち

同和問題は︑私たちの手で

▲平成2年11月14日・15日の2日間、ニチイ大久

ち越さないためにも︑あらゆ

中で︑職業や学歴︑出身地な

ない︑と考え1に︑身近なと

る機会にみんなで話し合うこ

どで人を判断することはない

暮らしの中で

事業特別措置法﹂が制定され

産業の振興︑雇用の安定︑教

環境の改善︑社会福祉の増進︑
法律面の裏付けを得て︑全

ました︒

育の充実など︑総合的に取り
一組んでぎました・その結果ヽ

国で同和対策事業が取り組ま
れてきましたが︑期限内には

平成2年度﹁人権擁護啓発ポスター コンクール﹂

Ｉ京都人権啓発推進会議主催

1215

一人ひと
とのように思われていますが︑

努力賞宇治中学校1年松本陽恵さんめ作品

内容でした＼

▲京都人権啓発1
尚平成2年度『人権擁護啓発ポスターコンクール』

ｒＵＪ
治
宇
（3）第909号

努力賞宇治ｑ

市では︑在宅老人の生きが
い対策の一つとして老人園芸
ひろばを開設︒六十歳以上の

三月十五日に切れる︑芝ノ東・
︿申し込み﹀3月7日㈹まで

齢者福祉課︵内線333︶へ︒

に︑本人が印鑑か痔って︑高

応募者多数の場合は抽選とな

中宇治・宇治大谷の各園芸ひ

︿応募できる人︾市内に住民
ります︒
大久保老人園芸ひろば
空き区画利用者を募集

多数の場合は抽選︶▼申し込
歴史資料館︵ａ20・1311︶

日直接心一場へ▼問い合わ芋・

生︑他の家族と編成可︶・女

︵保健予防課︶

︵容21・ＣＭｉ−191︶へ︒

一人暮らし老人

料理教室

高齢者の健康を考えた︑栄
養のバランスが良く︑にに妬も

▼とき・・・2月28日困︑午前

簡単な料理麗歩未了︒

10時〜午後2時▼ところ・・・総
合福祉心一館▼対象・・・65歳以上
の一人暮臼しの人▼定員：30
人︵先着順︶▼内容・：菜めし︑
白身魚のあんかけ︑ひじきの

軽にご利用ください︒
▼とき・ところ・・・左上表の
とおり▼内容・・・乳幼児のしつ

400枚入ｌｌｆｉ

133

男爵1001！
24
0 26．3：≫ 16
キャベツ中里約Ｕｇ
267 8．1 37．63（｝9
2㈲
Ｍサイズパック入10個
鶏卵
224 9．8 3≪．：ｉ
245 175
日清サラダ油ポリ容器1000Ｂ
食用油
509 1．211．651）4
・143

バレイショ

しよう油キ■／コーマン浪ロポり容器入1≪
301 2．719．4368 252
｀243
砂糖
上白1ｋＫ
▲4．7 2．5 276 2（｝，1
小麦扮 日清小友粉フラワー1㎏（薄力粉）
2114．15 3．0 2−15
Ｉｔｌ3

インスタントコー
ヒー
ネスカフェエクセラ瓶入150ｓ
▲5、Ｏ

▲ 印 Ｉｔｓ
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一般家庭への防火指導︑事

か推進するため︑期間中︑

消防本部では︑火災予防

財産を守りましょう︒

て︑火魔から夭切な生命や

口が不断の防火意識を痔っ

となるこの時期︑一人ひと

火災が発生しやすい気候

予防運動を展開し未了︒

をスローガンに︑春の火災

そう火への鈍感無関心﹂

金から七日俐まで︑﹁まず消

消防本部では︑三月一日

月十日ごろから︑順次︑郵

市では︑新保険証を︑三

期限が切れます︒

今年の＝一月＝一十一日で有効

さんが今お持ちの保険証は

替えの年です︒加入者の皆

保険者証︵保険証︶の切り

今年は︑国民健康保険被

の投げ捨てをしない︒

①寝たばこや︑たばこ

ト﹂を実行してください︒

の﹁火の用心七つのポイン

意を︒また︑家庭でも︑次

り扱いについて︑十分ご注

ロや暖房器具など︑火の取

いため︑今一度︑ガスコン

我が家から火事を出さな

の街頭検査などを行います︒

消防訓練︑危険物車両など

山火事防止等の街頭広報︑

業所への防火査察をはにめ︑

まず消そう火への鈍感無関心 春の火災予防運

シャンプー 液体ポリ容8ｉ220ｃｒ花王エッセンシャル
−
299

固定資産課税台帳の縦覧は︑今年は4月11日︵木︶から30日︵火︶までです︒詳しくは市政だよリ八月1日号でお知らせします︒︵資産税課︶

み⁝2月22日面〜26日㈹に社
へ︒︵歴史資料館︶

▼とき・・・3月ｏ日旧︑午前

ボール大会

市民ソフトバレー

会教育課︵内線475︶へ︑
印鑑持参で︵電話・郵送での
受け付けはしません︶︒
︵社会教育課︶

子の部︵中学生以上の女子︶・

白参兄など▼準備物⁝エプロ
ン︑マスク︑三角きん▼参加費

価格状況

瀧 鰍
対前月比 対前年比

ろばの利用者を募集します︒

登録︵外国人登録を含む︶をし
ていて︑3年4月1日現在︑
満60歳以上で︑他の老人園芸
ひろばを莉用していない人

園芸ひろば︵大久保町大竹10

昨年九月開園の大久保老大

の1︶には︑まだ約二十の空き

︿所在地と区画数﹀○芝ノ東

画○中宇治︵横島町外︶＝43区

︵五ケ庄芝ノ東48の3Ｔ92区

9時から▼ところ・・・黄聚体育

学の人で編成するチーム▼チ

おはなし会
▼とき・・・2月習吊︑午後

ーム編成・：ファミリーの部・

区画があります︒

3時半〜4時▼ところ・：中央

︵夫婦と小学校4年生〜中学

し︑よみ見笹︑紙芝居ｙ入場

一般の部︵中学生以上の男女

177 1．1 6．0 20ｈ ＨＩ）

ワイシャツ白の長そで

洗岬代

画Ｏ宇治大谷︵宇治大谷31て
受け付けは先着順︵区画定

図書館集会室▼対象⁝5歳〜

料・・・無料▼申し込み・：当日直

各ｔ人︶︑いずれも監督人・

ワープロ講座

け︑言葉︑健康など︒︑︵保育課︶

城南地域職業訓練センター

孚︒

では︑左表の講座を受け付け

︵き46・0

食ノゝン

館▼対象・：市内在住・在暫在

数金｀えた応募者は待機とな

小学校低学年▼内容・：おはな

接会場へ▼問い合わ芋・中央

︵高齢者福祉課︶

り未了︶︒申し込みは同課へ︒

図書館︵容20・1511︶へ︒

″アグループ﹁青梅﹂▼申し込

・・・100円▼指導・：ボランテ

み⁝社会福祉協議会︵豊22・ＬＯ

︵社会福祉協議会︶

650︶へ電話か来館で︒

育児相談
申し込み・問い合わせは︑

688︶へ︒

同センター
る心配事や悩みを少しでも解

お母さん方の︑育児に関す

決客尻ぱと︑市では保育所

︵商工
観光課︶

忠言に︑電話と面接による
育児相談を行っています︒気

みそ

149区画︒1世帯1区画︑
10平方肩
︿利用期間﹀平成3年4月1

基準は︑標準世帯︵夫婦と子

▼援助の認定・・・認定の所得

供2人︶で︑前年の総所得金額

容・：講演﹁思春期の心と体﹂

塩さけ 切身100ｇ

417▲3．7
▲0．5494 288
▲17．9 5ｉ：ｉ
298▲7．7
237

すき焼用中程皮100ｋ

牛肉

0
299 298
808 1．8 1．3978 552

ｉｌｉｉ用粉石けん
2．4ｋｇ

1，301）
▲2．137．8
1，070

1，145

灯油

（クリネバス・スコ・フティｌ

ティッシュ
ペーノ｛−

円 1 ， 0 8 5 ％ ▲ 3 ． 5 ％ 3 4 ． 0 円 1 ． 250 円98（

詔

規格
18￡店頭
ｌｅｔ配達
品目

Ｈ2（） ▲3．2ＫＨ4757
タヶヤミソｌＭ 393 ▲1．51（1．1
ＪＫｌ
： ａ7
普通品1斤
6
（スライスしたもの）
■Ａｉ；（ｉ
Ｈ
169 ▲ Ｉ ） ．▲1．2

いる人は︑国民健康保険課

なお︑保険料を滞納して

か郵送で返却してください︒

琵琶33︶の窓口へ直接持参

国民健康保険課︵干Ⅲ宇治

ペンなどで×印をつけて︑

まで︒旧保険証は︑サイン

一日から五年三月三十一日

︵消防本部︶

やすいものか近付けない︒

︑⑦ストーブには︑燃え

い︒

⑥風呂の空だきをしな

すいものを置かない︒

⑤家のまわりに燃えや

は︑その場を離れない︒

④天ぷらを揚げるとき

き火をしない︒

③風の強いときは︑た

ライタよ落理せない︒

②子供には︑マッチや

3月1日
〜7日

日〜5年3月15日

お知らせ

▼とき⁝3月4日囲︑午後

思春期母性教室

478︶へ︒令民体育課︶

着︶までに︑市民体育課︵内線

▼申し込み⁝3月1日廊︵必

選手4〜6人▼参加費⁝無料

0宇治﹂を発刊しました︒こ

月に︑宇治文庫2﹁平安時代

歴史資料館では︑昨年十一

歴史講座

︵中央図書館︶

がおおひね264万円以下▼
支給方法・：各学校を通じて支
給▼援助対象の種類・・・学用品

給食費︑学校保健法で指定さ

の本の内容についての理解を

費︑校外活動費︑修学旅行費︑

この公表価格は、2月初めに実施した消費生活モニター店頭価格調査
時間 回数定貝受講料

就学援助申請
受け付け中

れた病気の治療費など▼問い

深めていただぐため︑講演会

市教育委員会では︑経済的
理由によ1原不困難な児寓
合わせ⁝学校教育課︵内線4

士壁丁ボ時▼ところ⁝京都

70︶へ︒︵学校教育課︶

府宇治地方振興局▼対象⁝思

＝府立医科大学助教授・衣笠

春塑砺哭る子を持つ親▼内
2時〜4時▼ところ・：中央公

▼とき⁝3月8日面︑午後

を開催します︒

牛徒の保護者に︑市立小・中

合唱団団員募集

宇治市少年少女

学校で必要な学用品費︑給食
費︑校外活動費などを援助し
てい毒了︒平成三年度にこの

民館ｙテーマ・圭朝時代の宇

ワープロ講座の日程・内容

お年寄りに無料でお貸しして
います︒
老人園芸ひろばは︑野菜や
花作りか薬しみながら土を耕
援助を希望する人は︑各学校

円8，200
回12 人20
ワープロ（中級）3／4−3／25
月・火味・金9：30〜
12：00

すことで︑健康を保ち交流を

治▼講師・：歴史資料館館員▼

昭彦さん▼受講料・・・無料▼問

木幡Ｓ32・7123

お買物のめやす消費者物
価20（2月分）
北小倉Ｓ24・4113

▼対象・：平成3年4月に小
学4年生になる市内在住の児

い合わせ・：京都府宇治保健所

午前10時
午前10時
小倉双葉園Ｓ24・7552
〜正午
〜午後4時

にある﹁就学援助受給申請書﹂
に必要事項を記入し︑学校へ

参加費・・・無料▼申し込み⁝当

民館︵ａ21・2804︶へ電
話か来館で︒︵宇治公民館︶

育児相談日

深めていただくことを目的と

童▼募集人数：30大︵応募者

員⁝各コースとも30人︵先

がん予防③3／11（月） がんの予防と早期発見 宇冶久世医師会完岡市光さん
治療について

してい毒了︒
提出してください︒

ころ・：木幡公民館▼対象・・・

着順︶▼申し込み・：宇治公

同胞Ｓ44・3632 月曜〜金曜午前10時−午後3時

有効期間は︑平成三年四月

退職者国保はうぐいす色で︑

は︑一般国保はクリーム色︑

今回お届けてる新保険証

ます︒

今回から︑郵送交付になり

金人がお届けした世帯も︑

予定です︒また︑前回は集

︵国民健康保険課︶

︵内線297︶へ︒

詳しくは国民健康保険課

い︒

印鑑か痔ってご来庁くださ

を1ますので︑旧保険証と

ます︶︒この時に︑納付桐談

ります︵事前に文書通知し

歴史資料館企画展考古遺物でみる宇治の歴史と文化〜最新の発掘成果送を
3
月
17日︵日
︶
ま
で
場
︵加
普通え
郵便苓
︶で
交付
する
窓口
での
切ぴ
替・
え交入
付と
な 無糾

新保険証は郵送で
交付

市内在住で準備にも参加で

京都府立医科大学東健さん

． 139
ガソリンレギュラー1ｔ現金売り135 ▲2．99．Ｓ

国民健康保険証の切り

毎月第1金曜
毎週金曜
宇治Ｓ24・7551

曜日
期間
講座名

きる人▼定員⁝15人︵先着

「若葉の会」

面接相談
電話相諭
保育所名

順︶▼指導：生活改善グル
ープ・村田叔子さん▼持参
品⁝筆記用具︑エプロン▼
材料費⁝800円▼申し込
み⁝木幡公民館︵容32・82

来館で︒采幡公民館︶

90︶へ︑材料費か添えて

がん予防②

今回︑二年間の使用期限が

公民館がらのお知らせ

みそづくり講習会
無添加・低塩分のみそを︑
こうじづくりから学んでみ

体操指導者伊勢村紀久子さん

午後1時半〜4時
がんの特性

煎茶道教室
▼日程・内容・・・①3月4
日囲上烈茶道とは②11日囲
⁚︱煎茶のお点前③18日㈲＝

ませんか︒
いきいき健康講座

﹁がん予防コース﹂﹁心の
健康コース﹂のどちらかを
選んでご参加ください︒両

▼日程・内容⁝左表のと

コース受講も受け付け柔ｙ︒

心の健康．②
午前ｉｏ時〜正午
3／7（木）
心と体のリラックス

▲ 12．2 163 100
129 ▲3．1）
台所用ラップサランラップ30Ｘ20ｍ
218 ▲3．59．0 245 183
アルミホイル25ｃｉｎＸ8ｍ 163
0 ▲18．1 194 ・121

替え

玉露のお点前︒時間はいず

▼日程・内容・：︿こうじ
づくり﹀2月27Ｅ困︑午後

れも午後︱時半〜3時半▼
ところ・：小倉公民館▼講師

26日㈹午後︑27日南午前︑

午︒ほかに準備として2月

3月1日胞︑午前10時〜正

1時半〜4時︿み気つくり﹀

座終了後もサークルで活動

・：藤本隆園さん▼対象・：講

できる人▼定員・ふＪ人︵先

おり▼ところ・：宇治公民館
▼対象・：市内在住の人▼定

がんの発生と進行の
午後ｉ時半〜4ＩＩ＊
メカニズム

募集

着順︶▼材料費・・・600円

28日俐午前・午後のいずれ
か1回︑作業分担あり▼と

がん予防①

宇治久世歯科医師会
松井敏子さん
若さと美しさを保つ
午後2時〜4時
歯の健康
／1
合同

京都府立医科大学土橋康成さん

午前ｗ時

利用者をに

▼申し込み・：小倉公民館

いきいき健康講座の日程・内容

芝の東
中宇治
宇治大谷

老人園芸ひろば
︵き22・4687︶へ電話か

健康で長生きのための食生活
高齢者福祉課栄養士食生活改善推進員

午前10時〜午後1時
3／14（木）
（調理実習を含む）
合同

心の健康と病気−ストレス
京都府精神保便センター
マネージメントー 岩重達也さん
心の健康①

3／4（月）
〜正午

講師
−Ｔーマ

時間
月日
コース
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