30︶に設け︑住民票の写し・
印鑑登録証明書・住民票記載

閉庁︵休み︶になります︒戸籍・

から︑毎月第二・第四土曜日は

宇治市役所は︑四月十三日出

務を行います︒また︑閉庁して

収集や保育所・幼稚園︑図書館
などの施設は︑今までどおり業

なお︑左上表のとおり︑ごみ

ださい︒

り扱っていますのでご利用く

1︲一一

住民票・印鑑登録・税務・国民

1

なお︑市内八ヵ所の市役所
連絡所︵左図︶でも︑予約す
れば︑住民票の写し・年金受
給者の住民票記載事項証明・
母子手帳などの交付が受けら
れます︒

10月1日︵火︶から８駅周辺

で実施

自転車の駐車秩序の確立に関する条例を施行

禁止区域内の

放置自転車のない安全で明

よい生活環境を守るため︑

るいまちづくりにご協力を

㈹までは︑試行期間とし︑

放置自転車は撤去します

市では︑駅前などの公共

保管期間は︑一ヵ月です︒

半額の千円としまず︒

お願いします︒

を確保するため︑四月一日

詳しぐは交通対策課︵内

の場所での良好な生活環境

から︑へ自転車の駐車秩序

線279︶にお問い合わせ

このほか︑市民課・国民健

の確立に関する条例﹂を施

ください︒

康保険課・市民税課・納税課・

行します︒

近鉄大久保駅周辺

近鉄伊勢田駅周辺

近鉄小倉駅西側周辺

ＪＲ宇治駅周辺

京阪三室戸駅周辺

ＪＲ・京阪黄粟駅周辺

ＪＲ木幡駅周辺

ましょう︒

防止のため防犯登録を受け

氏名を明記し︑盗難などの

また︑自転車には住所・
付事務・届け出事務などを行

との条例では︑特に自転

水道部営業課などの窓口では︑

ーを︑西小倉コミュニテ″セ

車の放置を防止する必要が

・十ｌｌ

交通安全を推進し︑住み

っていますのでご利用くださ

し︑今年の十二月三十一日

担として徴収します︒ただ

円を︑保管に要した実費負

ついては︑一台当たり二千

また︑撤去した自転車に

ることとしています︒

ある自転車は︑即時撤去す

は︑この区域内に放置して

指定︒今年十月一日㈹から

転車放置禁止区域﹄として

八駅の周辺＝下表︶を﹃自

園・広場・緑地向川など︒

ある公共の場所︵道路・公

ンター内︵ａ24・ 7511︶
と木幡公民館内︵豊31・85

Ｎｔ十

・

市民課では︑市役所窓口で
各種証明などを直接交付する
ほか︑郵便による戸籍謄抄本
や住民票の写しの交付︑年金
受給者の住民票記載事項証明
などを取輿
い合わせは市民課﹇内線28．

Ｎ生
−

1

： ：に ト：：：

こ

−−−−−−︱︱︱−

健康保険・国民年金などの窓口

いても︑出生届・婚姻届・死亡
届の受け付けと埋火葬許可証の

事項証明︵年金証明を含む︶・

業務をはじめ︑一般業務も休み

発行は︒市役所本館一階の警備

1

●毎月1日・ｎ日・21日発行

第913号

戸籍謄抄本などの諸証明を取

になりますので︑皆さんのご理

1

▲市民課などでは︑昼休みもＩ

−

い︒

2︶へ︒

員室で行います︒

【市役所連絡所】

解とご協力をお願いします︒
1

窓口業務を行っています﹈

詳しくは、後日市政だより
でお知らせします。

忘れないで投票しましょう

4月7日︵日︶府議会議員

自転車放置禁止区域

1

昼休みも各種証明の発行や納
また
︑行
政サ
ーご
ビス利
コー用
ナ ください
行政サービスコーナー︑市役所連絡所︑昼休み
窓
口
も

手芸とカメラの店（木幡、御蔵山商店街）ジッノ書店詰ご阪木幡駅西側）
マツモト第3日・月曜定休

〒611京都府宇治市申
宇治琵胎3番地

テレホンサービス

年制

福祉関連施設・：保育所︑総合福祉会館︑
隣保館︑玉池集会所︑善法老人福祉セン

生活環境関連施設・：斎場︑清掃事務所

ター︑河原老人の家

︵事業課︶︑束宇治浄化センター兄浄水場
商工観光関連施設・：産業会館︑市営茶

教育施設・：小学校︑中学校︑幼稚園︑

室︑観光センター︑観光案内所

社会教育施設⁝公民館︑中央図書館︑

青少年センター︑教育研究所︑育成学級

体育・スポーツ施設・：体育館︑各体育

歴史資料館︑文化会館

消防施設⁝消防本部︵通信指令室︶ ︑消

スポーツ施設

その他施設⁝市限会館︑西小倉コミュ

一府道
八ぺ｜↑

眼科医院
ｌ

ド到卜

噺叩゛雨半 蜃

岫 大乱

畠
゛↑

防署︑消防分署・．

木幡公民館
松下時計店．？装諮ヽ。大開■7−ャト東砂
ォーＡ社書店（ＪＳｌｆＨＩ，近鉄大ダ保駅東側）
西小倉コミュニティセンター内昔24・7511
1：

隊

這

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

1231

−嚇回■㎜皿■■〃皿尋一嚇■

∧京都ユニハイレ銀行四

Ｔ

畠

ｊ

松下電子部品−

］
小倉デパー平和堂

寸但
￢

行政サービスコーナー
小山瑞泉堂万ぷでｒヽ西宇治高校南側）

加古士典

カメラの（小倉町、近鉄小倉駅前）
うさぎ堂金曜定休

7ＪＪ
府道

ｉ≒ド仙

あたりや？11Ｅ74，紫ヶ丘団地12の通り）
黄業薬局（五ヶ庄、宇治小学校西側）
定休なし

年
圖｜｜

ドダ叩

休みになります

ニティセンター︑ふれあいセンター

ゝ御蔵山商店街

團

勿言久し

脂

、ＹＩＩり

宇治市役所は4月から毎月第2・第4土曜日は
今までどおり開庁する施設

生
松下電子部品
行｜文＊店
｀京都銀
る入

（1

編集広報課

。20−0100

電話（0774）22−3141

ダ

宇治市政ダイヤル零

発行京都府宇治市

1
／
大
4
市政情報いつでも24時間

6
婦人週間
←4/1
4/10
男﹂︒女だから︑男だから︑一
というのではなく︑人としＩ

−㎜

よ回りを特ぐ緋鰐口

丿−

のびやかに女と男
しなやかに個性

し

を全国的に実施しています︒実際に婦人の地位の向上

て︑個人として︑自分らし
くのびのびと︑そして生き

んなでつくっていこうとい

生きと暮らせる社会を︑み

婦人の地位向上のための法え方や︑これから生じる慣
うものです︒それにはどフ

函連婦人の十年﹂以降︑や役割に対する固定的な考

律や制度が整備されたこと扮や行動様式を見直す努力
した6よいのか︑家族や職

基調講演「新しいパートナーシップを考える」

日本経済新聞婦人家庭部編集委員藤原房子さん

観光写真コンクール
情﹂をテーマにした︑第八回

宇治市観光写真コンクール
の審査会が︑三月五日に観
光センターで行われました︒
七百五十一点︵二百四十
八人︶の応募作品の中から︑
入賞されたのは次の皆さん
︵囲み内は作品題名︶︒表彰

月一日現在︶−Ｇ／
が発表されました︒土地売買の

売買の目安としてください︒
閲覧は︑中央図書館か用地課

どは︑飼い主が責任か痔っ

なお︑会場でのふん便な

ください︒

動物病院などで受けさせて

︵内線381︶でできまず︒

手数料二千四百四十円︑注
射済票四百六十円︶です︒

入賞作品決ま
﹁四季を通じた宇治の表

第8回宇治市

際は︑まず地価公示価格を調べ︑

入場無料参加自由

4月25日（木）午後1時〜4時

この機会に受けさせられな

て処理をしてください︒ま

式は三月二十四日に観光セ

▼推薦・：宇治市長賞＝通

ンターで行われました︒

円亮太郎︹観月茶会にて︺︑
肋宇治市観光協会長賞＝貝

体加入を募集

ボランティア保険団

法律上の賠償責任か負った

場合に適用︵傷害保険では

こ補償限度額・：対人賠償

ありません︶︒

一人上一千万円︑こ事故ａ

︿有効期間︾認定を受けて

万円︒免責額は一万円︒

五千万円︑財物賠償＝二百

補償保険の更新・新規申しポーツーレクリエーション

市ボランー回ア活動損害︽対象﹀社会教育団体︑ス
︹友だち︺︑㈹京都府観光連

これは︑社会教育団体な文化サークル︑福祉団体な

込みの団体を受け付けます︒団体︑青少年健全育成団体︒

京都府知事賞＝近藤大晴

原祥郎︹匙の暁︺Ｖ篇・・

盟賞＝服部政夫︹初冬宇治

チダム︺▼準特選：由日本

頭賞＝西田伸二︹光るアー

三者の身体・財物に損害をに起きた事故に限泉ます︒

の活動中に参加者などの第集合地がら解散地までの間

どの責任者や指導者が︑そど︒ただし︑団体活動中で

場合叙吹めて必要です︶︒

市役所の課・室で︵更新の

が︑団体活動に関係がある

︿申し込み﹀団体の代表者

後四時まで︒

から︑平成四年四月一日午

の朝霧︺︑宇治商工会議所会

観光協会関西支部長賞＝山

与えた場合の賠償責任を補︿内容﹀行事参加者の事故

となる固定資産の価格など

この縦覧は︑課税の基礎

事項に不服がある場合は︑

出・・・課税台帳に登録された

承諾書が必要︶▼不服申し

が縦覧する場合︑委任状か

平常どおり縦覧でき毒了︶

を登録した課税台帳を見て

5月10日倒までに︑固定資

▼縦覧場所⁝市役所本館Ｉ

いただく制度です︒土地の

産評価審査委員会に文書で

平成三年度の固定資産課

地目変更や︑家屋の新・増

審査の申し出をすることが

階資産税課▼必要なもの・：

築︑滅失のあった人︑土地

税︵補充︶台帳の縦覧を︑四

や家屋︑償却資産の納税義

都市計画税の第1期の納期

なお︑本年度固定資産税・

でき未哭

評価は︑登記地目に関係な

お問い合わせください︒

課︵内線259〜263︶へ

なり水子︒詳トは資産税

は︑5月13日圓〜31日面に

4時︵土・日曜日︑祝日も

預かりし︑後日連絡所を通じてお渡しします︒

ます︒ただし連絡所では︑申請時にはがきなどをお

スコーナーにと市内八ヵ所の連絡所で取り扱ってい

■市役所市民課のほか︑小倉・木幡の各行政サービ

数料が︑四月一日から無料になります︒

を提出する時に必要な︑住民票記載事項証明の手

■公的年金を受給している人が︑毎年一度現況届

手数料を無料に

公的年金受給者現況届の
住民票記載事頃証明

〜30日㈹︑午前9時〜午後

▼縦覧日時・：4月Ｈ日俐

く現況による評価です︒

てください︒なお︑土地の

務者は︑この機会に縦覧し

印鑑︵納税義務者以外の人

償する保険制度です︒に対し︑責任者や指導者が︑

保全課︵内線308︶へ︒

月十一日南から三十日㈹ま

崎置午男︹夕空映える︺︑Ｊ

︹琴坂秋日︺︑京都府写真材
料商業組合賞＝北川恵一
︹調教︺︑京阪電気鉄道株式
会社賞＝辻井まさ代︹宇治
の七︺ヽ京旱雲課芸
社賞＝高岡イサム︹出立︺▼
入選：浅田正義︑東岡国晴︑
綾部照政︑磯部文男示杉明
義︑小西保︑小林安伸︑久保
田茂︑佐藤春雄︑清水俊治︑
渋谷昇︑高井永之助︑田中武︑

雄︑土居延吉︑中川敦夫︑前

田中均︑通円亮太郎︑鶴岡由

川敏彦︑待場武夫︵敬称略︶︒

▼とき・ところ・・・○5月

︿入賞作品の主な展示会﹀

8日伽まで︑観光センター
○5鳳八一日俐〜6月6日俐︑
ポルクストリードギャラリ

た︑当日は犬を押さえられ
る服装でご来場ください︒
問い合わせは︑宇治保健所
︵ａ21・2191︶か︑環境

で行います︒

Ｒ西日本社長賞＝中川敦夫

る

見渡せばく残っているヽ女性の能力

により︑制度面の平等はかを続けていかねばなりませ
場でこの機会に話し合って
みませんか︒・

なり達成されてきました︒ん︒
一一こい作一根強い生き生きと

軸・

4月6日（土）・7日（日）

ＷＷ

︒婦人週間≒て？
我が国の女性が初めて参
政権を行使したのは︑昭和

4月は土地月間

千円︵登録料二千百円︑注射

性にとらわれず、生き生きと暮らせる時代を築こう
婦人週間 京都のつどい
い飼い主は︑責任か痔って

固定資産課税台帳の縦覧

二十一年四月十日︒これを

暮らせる社会を

だまだ見臼れる不平等︑ま今回の﹁婦人週間﹂のキ

てください︒費用は一頭五

4/11（木）〜30（火）

一
ぶ
職場 家庭
域などで圭

来︑四月十日から十六日を

た不平等を反映して発生すヤ″チフレーズは﹁しなや

アパンティホール（京都駅八条口）

地ら日
価レ平｀三
公一成国月
示三土二

記念して︑昭和二十四年以

﹁婦人週間﹂と定め︑婦人の

市制匹十年誌の

る実生活上の様々な矛盾・⁝かに個性のびやかに女と

茶コーナー⑤宇治川春の
市＝植木・竹細工・農産物な
どの販売⑤ステージショ

寄りの会場で必ず受けさせ

し毒ｙ︒犬の飼い主は︑最

今年度は左表のとおり実施

と注射を義務付けてい毒司

写真を募集

飼い主に︑年に一回の登録

狂犬病予防法では︑犬の

犬の登録と狂犬病予防注射を実施

ー＝影の杉良太郎︵歌まね・
漫談︶︑もだんたいむダンサ
ーズ︵女性による歌と踊り︶︑
御陣乗太鼓︒両日とも午後
1時と3時○茶そばコー
ナー⑤伏見銘酒試飲コＪ
ナーよ
ら︵レデ″Ｉスタイム・正午
から︶Ｏ炭山陶器まっり
○伝統工芸名陶展示コーナ
ー＝4月18日出まで︑観光
センターで開催中○宇治
川まっり＝7日収︑午後1
時から○ＫＢＳラジオ番
組﹁源治郎・美智子のおじ
ゃまします﹂公開録音＝6
日出︑午後1時から︒
前売り券発売中

▼料金・：2000円︿煎
茶券・茶そば券・寿司券・ス
テージショー入場券︑名陶
抽選券︑炭山ラ︒キープレ
ゼント券付き﹀▼販売所・：
観光センター︑観光案内所
︵宇治橋西詰・大久保駅構
内︶︑商工会議所︑京阪交通
社各営業所▼問い合わせ⁝
㈲宇治市観光協会︵酋23・3
334︶へ︒
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月日
時間
会場
9：30〜Ｕ：30
東宇治中学校．
4／101）
13：30〜15：00
名木集会所（一丁目）
9：30〜10：10
木幡河原隣保館
4／2火 10：30〜11：30
東木幡集会所．
13：30〜15：40
小倉公民館
9：30〜11：30
御蔵山集会所
4／3（刈
13：30〜15：00
木幡公民分館（許波多神社）
9：30〜10：30
伊勢田北集会所
10：50〜11：40
小倉山際町内会集会所一
4／4（恥
13：30−14：40
三室戸集会所
15：00−15：20
志津川喜撰会館前
9：30〜11：30
開公民分館
4／5哨 13：30〜14：20
折居台北集会所
14：40〜15：30
蓮池集会所
9：30〜10：20
洗道集会所
ｉｏ：3Ｏ〜11：40
明星町集会所
4／801）
13：30〜14：00
南山集会所（木幡）
14：20〜15：30
南部福角集会所
9：30〜9：55木幡熊小路集会所
10：05〜10：25
東目川公民分館
ｉ／ 3｛10：40〜11：40
Ｋｌ
農協楡島支店前
13：30〜14：00
南木幡集会所
14：20〜15：30
羽戸山集会所
9：30〜10：00
西目川集会所
10：20〜11：20
紫ヶ丘公民分館
4／ｌｅｘ昶
13：30〜14：15
南遊田集会所
14：30−15：30
砂田集会所
9：30〜11：30
南陵町集会所
4／ｌｌ（木）
13：30〜14：00
善法隣保館
14：20〜15：30
広野三軒家集会所
9：30−11：00
農協大久保支店前
4／121＊）
13：30〜15：40
西小倉集会所
9：30〜Ｕ：30
広野集会所
4／1501）
13：30〜14：10
広野集会所
14：30−15：20
旦椋公会堂
9：30〜11：30
城南荘巣会所
4／16（ 13：30〜14：40
Ｍ
城南荘集会所
15：00〜15：20
自川集会所
ｔ／ｎ羽 9：00〜16：00
炭山・二尾■笠取・池尾
4／18困 13：30〜15：40
宇治保健所

地位向上のための啓発活動
︱

つりが︑府立宇治公園中の
島一帯で開かれます︒今年

まつりなど内容は盛りだく

ルｆ池川春の市︑炭山陶器

さん︒ぜひお越しください︒
▼とき・ところ⁝4月6
日出・7日間︑午前10時〜午
後4時︒府立宇治公園と観

ら
●連絡所は1面に掲載しています●

一年庁十一のか六

ヅソ

ＯＰＥＮ ＴＨＥ ＷＩＮＤＯＷ
オープン・サ・ウィン
ドウ

字治川さくらまつり

第十五回宇治川さくらま

第15回
光センター▼催し物⁝○前

４月１日か

4

定期狂犬病予防注射の日程

1991年（平成3年）4月1日発行（2）

宇治市政だより
第913号

1232

︵京都府の他の奨学金を受け

月25日の毎週水曜︑午前10時

人場無料参加自由

10 11，700

4724〜6／1
水・土

18：30〜2ｉ：00

20・10，400

申し込み・問い合わせは同
センター︵萱46・0688︶
へ︒

日困＝横島・伊勢田の各ふれ
あいセンターで︒午後3時半
〜4時︵伊勢田だけ午後2時
半〜3時︶▼内容⁝紙芝居︑︒
おはなし︑読み聞かせほか︒
えほんのじかん
▼とき⁝4月10日困︑午後
3時半〜4時▼ところ⁝中央
図書館集会室▼内容・：絵本の

4歳児▼問い合わせ⁝中央図

読み聞かせほか▼対象⁝3・

おはなしたまてばこ

書館︵容20・1511︶へ︒

▼とき⁝4月13日出︑午後
3時Ｆ3時半▼ところ・：中央
図書館集会室▼内容⁝昔話・
絵本・物語の素話▼問い合わ
せ・：大西雅子さん︵容24・4
087︶へ︒

公民館

高齢者教室

受講生を募集

す︶▼申し込み・・直接来館

の特別聴講生を受け付けま

または︑はがきに住所︑氏名︑

中央今治・木幡・小倉・広

野の各公民館では︑今年も

ス︒定員は各コースとも60

経済コース④社会福祉コー

ス②健康管理コース③政治

︵先着順︶⁝①文学歴史コー

開講日・定員︵先着順︶⁝Ｏ

午前9時半〜正午▼会場・

ら来年3月までの全12回︑

▼開設期間と時間⁝5月か

▼対象：命歳以上の市民

いずれも一年間で終了︒

室
中央
公民館宇治鳳凰大学へ
高齢者教
︵特別聴講希望者は4月15
者教室広野
日㈲〜19日宙に︑中央公民
小倉 高齢
館へ直接問い合わせを︶︒
許乃国教室
学級木幡
宇治 鳳凰

〜13日出︵当日消印有効︶に︑

コースを書いて4月2日㈹

年齢︑性別︑電話番号︑希望

高齢者教室を開催に荼す︒

教室で豊かな知識や教養

か身に付け︑生良示いのあ

る老後を送りませんか︒

宇治鳳凰大学

原則として四年間で四コ

ースを履習し︑卒業︒

▼対象・・65歳以上の市民

▼開設期間と時間⁝5月か

ら来年3月まで全13回︑午

前9時半〜正午▼会場・開

講日・：中央公民館・5月17

人︵定員に満たないコース

日金▼募集コース・定員

は︑鳳大ＯＢの1年間限り

＝＝

これまで︑学生は国民年

ないなどの場合は家族に連

住民票を居住地に移してい

が︑任意加入していないと︑

老齢基礎年金を受けられる

年金に加入すると︑満額の

い020〜60歳の40年間国民

障害基礎年金が受けβれな

詳？は国民年金係へ︒

は本人の申請とな皇子︒

めてい未了︒この免除制度

免除基準とは別に基準を定

申請・：学生の場合︑現行の

口座振替で▼保険料の免除

市から送付される納付書か

宇治公民館15月10日金・

12叉○木幡公民館＝5

月9日俐・15叉Ｏ小倉

公民館＝5月9日俐・12

叉○広野公民館＝5月9

日閑・12叉▼内容・：健

康管理︑文学歴史︑ 政治経

済︑社会福祉などについて

の総合的な学習▼申し込み

・・・直接来館または︑はがき

電話番号 ﹁高齢者教室希

に住所︑氏名︑年齢︑性別

芦と書いて︑4月2日叫

〜13日出︵当日消印有効ご

希望の公民館へ︒

折居台︱丁目︱

●中央公民館

公20・1411

●宇治公民館

萱21・2804

宇治里尻71−9

木幡内畑34−フ

●木幡公民館

容32・8290

小倉町寺内91

●小倉公民館

萱22・468フ

●広野公民館

広野町寺山17−403
容41・フ450

後Ｌ時〜ｔ時︒

Ｉ宇治公民館︒いずれも午

日廊＝木幡公民館・26日廊

▼とき・ところ⁝4月12

社会保険相談所︑

公民館では回収しません︒

年金係へ送ってください︒

ぞの場で封筒に入れ︑国民

証書は︑年金を受け取った

驀駈ることがで塗手か︑

四月大日團から郵便局で

れている老齢福祉年金は︑

以前に生衆れた人に支給さ

った明治四十四年四月一日

国民年金に加入できなか

4月期回収について

老齢福祉年金証書の

民年金係︵内線299〜301︶へ
問い合わせは福祉年金課国

このため国民年金法が改

などの問題がありました︒

正され︑四月から︑二十歳

以上の学生も必ず加入する

ことになりました︒

・▼加入手続き・＝住蚤笞

登録している市町村の国民

金には任意加入だったため︑

絡して手続きを▼保険料額・

年金の係で︒下宿していて

○在学中に障害者となって

卒業後公的年金制度に加入

納入方法・：月額9000円︒

しても満額は受けられない

﹈も︑任意加入していないと

一−

同館︵豊22・4687︶へ電話

ている人を吸く︶▼支給年額

〜午後3時▼ところ・：内職セ
難な重度の心身障害者で︑医

18：30〜21：00
9

8

か来館で︒

歴史講座
宇治と禅定寺

職業訓練センター︵容46・0

内に引き続きａ年以上居住し︑

・・・乳幼児＝9000円︑小学

ンター▼対象・・・和裁の経験が

のいずれかに該当する人①視．

ＯＡ講座の日程・内容

では︑右表の講座を開幸栄す︒

歴史資料館︵電話20・1311︶

688︶へ印鑑持参で︵電話

就業サービスセンター︒

は不可︶▼主催・：京都府女性

ｏ円▼持ち物・・・ゴム底の靴▼

す：岡村光芳さん︵ａ22・4

参加・・・直接会場へ▼問い合わ

学資の支出が困難で︑他の奨

生＝1万8000円︑中学生

なく︑1年間続けて受講でき︑

10 10，400
ワープロ（中級）
ｉ／Ｕ〜6／1
水・土 1 8 ： 3 0 〜 2 1 ： 0 0 8

なお︑小倉子ど影人形劇団
では団員を募集中です︒希望
・者は同館へ︒

スポーツ
フォークダンス
3ぶ3︶へ︒

ＯＡ講座
城南地域職業訓練センター

おはなし会
ふれあいセンター
おはなし会
▼とき・ところ⁝4月3日

学金か受けていない人▼募集

︒＝3万6000円︑高校生＝

将来に和裁での内職か考えて

＝一

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

市民のひろば
30日固までに青少年婦人課

申し込み・問い合わす：4月

科幹部＝年間を通じて︑免許

歳未満○男子・女子医科・歯

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

お知せ
︵Ｂ22・5Ｌ62︶へ︒

生＝5月8日伽〜6月25日㈹︑

公民館

指人形づくり教室

▼とき・：4月9日㈹︑午後
初心者講習会

講座
ワープロ科講習会

▼とき⁝5月Ｂ日側〜6月
25日脚の毎週月・火・木・金
曜︵祝・休日か賑く︶︑午後1
時〜5時︒全26回▼ところ・：

内容・・・ワープロの基本操作と

㈲＝菟道︑10日困＝平盛︑17

城南地域職業訓練センター▼

機能の習得▼対象・：就業を希
四手﹈る女性▼定員：加人︒受
講者は後日︑抽選・面接で決
定▼受講料・：無料︵テキスト
代などは自己負担︶▼申し込
み・：4月9日脚〜1111日俐に同

稲利タクシー
利用券の交付
宇治市福祉タクシー︵三年

の支給対象となっている児童

人数⁝30人程度▼貸与月額⁝

5万4000円︑高校入学支

いる人▼定員：10人︵申し込

4／28〜5／6
間 好 き な 日 9時〜16時の好きな時間
9 20 8．000
日〜月・9日

連休期間パソコン教室
（ＢＡＳｉＣＣＯＢＯＬＯＳ等礎ｌ

取得者○男子︒・女子幹部候補

22歳以上26歳未満○男子・女
子技術海上幹部＝6月1日出
〜7月5日面︑大卒で38歳未
満Ｏ男子・女子技術海曹＝6
月1日出〜7月5日面︑第1

3時〜5時▼ところ⁝小倉公

級無線通信士ほか16種類の国
家免許取得者で20歳以上35歳
民館▼対象⁝小学2年生以上

困︑午後7時〜9時▼ところ

▼とき⁝4月3日困・10日

100円▼指導・：小倉子μｒ︶
・：宇治公民館▼参加費⁝30

▼定員⁝先着20人▼参加費・：

未満○女子看護︵膝曹︶Ｕ⁚6
月15日出まで︑免許取得者で

人形劇団指導員▼申し込み︒・

なお︑申請は毎年必要です︒
昨年度支給を受けていた人も
新たに申請を︒詳しぐは福祉
年金課母子児童砺祉係︵内線

のうち︑三年四月に小学校に

高校生＝公立740・ｏ円・私

度金13万円▼申請⁝所定の

み多数の場合は抽選︶▼申し

度分︶の利用券柴交付します︒

入学する児童については︑三

立1万3000円︑大学生＝

用紙︵福祉年金課か母子福祉

込み・問い合わせ・・・9日㈹ま

﹁Ａ﹂︒

4／26−5／31
火・金

パソコン（Ｃ言語初級）

暦 定日（Ａ）
1肘
時間
曜日
期問
講座名

10 11，700
4／26〜5／31
火・金 18：30−21：00
9
パソコン
（財務会計・給与計算）

西宇治高校吹奏楽部

第6回定期演奏会

と苧・4月5日金︑午後

6時開場・6時半開演▼とこ
ろ・：文化センター小ホール▼
曲目・：エルカミーノーデアル
ほか︒

ハローワーク宇治

36歳未満○女子2等陸士・海
土・空士＝5月31日倒まで︑

梅木春幸くん

木幡内畑

Ｈ2・3・19①

母子児童福祉係︵内線336︑
510︶へ︒
母子家庭奨学金

336︑510︶へ︒

月三十一日で受給資格かなぐ

国公立1万3000円・私立

推進員に請求を︶で5月中に

でに内職センター︵木幡南端

ｌ了こ口口Ｕ

−−−−■−

4月から20歳以上の学生も必ず国民年金に加入することになりました

︵公共職業安定所︶
電話番号を変更

18歳以上27歳未満▼問い合わ
せ・：宇治募集事務所︵豊44・
7139︶か市役所企画管理

ハローワーク宇治︵公共職
業安定所︶の電話番号が︑今

部総務課︵内線432︶へ︒

㈲▼行き先・・・中国︵大連・北

▼とき・：8月7日困〜19日

近畿青年洋上大学

日から変わり水子︒新しい電
話番号は︑﹁︵ＳＯ■ｏ6︵ＤＯＯ︶ｊ
です︒

自衛官の募集

京・天津など︶︑韓国︵釜山︶
▼内容・・・シンポジウム︑講義︑
グループトーク︑交流会など
▼対象・：京都府在住で満20〜
30歳の人︵国籍不問︶▼定員・：
12叉▼参加費・：16万円▼

なお︑既に申請済みの人や
現在受給中の人は︑申請は不

市奨学生の募集

要です︒

今年度の申請を

なりました︒また︑小学校入学

1万〜00円︑高専生＝9

福祉年金課へ︒以降も随時受

48−15︑酋31・8298︶へ︒

▼対象・：乳幼児か疸局校生

前の児童を含め二人以上の児

000円▼申し込み⁝所定の

け付け来か︑支給は翌月か

▼対象・・・本人と保護者が市

童を養育していて︑児童手当

願書︑学校長の推薦調書︑成

らになります︒

中央図書館児童書テー
マ展示
「花が好き本が好き」

▼種目ふ好付け・対象・：
○男子2等陸幸海士・空士＝
6月30日㈲まで︑18歳以上27
歳未満ｏ男子技術海曹＝6月
1日出〜7月5日宙︑大学・
短大・高専卒︵見込み︶で24

福祉
児童手当の消滅

和裁初級講習会

︵特例給付︶の支給申請をし

績証明︑在学証明かそろえて︑

▼とき・：4月17日〜4年3

ていない人は︑福祉年金課母

4月30日脚までに福祉年金課

障害程度がＩ級④療育手帳が

子児奮福祉係︵内線336︑

現在︑児童手当︵特例給付︶

レこの欄に掲載するお子さん（2年

510︶へ︒

1233

4月生まれ）を募集しています。今月
Ｉｆｉ日までに広報課へご連絡ください。

ノぐソコン唯入唄売管理顧客管理）

「花」に関する本を集
めました５月30日（
木）まで

好奇心いっぱいの春幸ちゃん、心〉
の大きな人に育ってね。

〜4月2日から開始〜

10時〜正午、宇治青年会議所共催、南京都信用金庫本店＝−13時半〜15時半）。22日（く株）ニチイ大久保店＝−10時〜正午と13時〜15時半）。
宇治地方振興局・容21・2049、9時〜16時）。

飼えなくなった犬・猫の引き取り
●毎週月曜日（宇治保健所＝−＝9時〜10時半。ただし、4月29日〈祝〉は除く）。
相談あんない

ツベルクリン反応検査と
ＢＣＧ接種

｜社会福祉協議会の年金・結婚・登記り

●青少年相談（19日、宇冶公民館13時〜16時）。●法律相談・（4日√11日、18日ミ25日4社会福祉協議会・Ｓ22・5650、受け付けは13時から、定員1回先着10人）
ｉ じヽ配ごとなどの相談日程や、行政・人権・：

保健予防課（内線312）
おたふくかぜ︑風しん︑ポ

週間以内②麻しん︵はしか︶︑

種混合予防接種を受けて1

▼受け白れない乳幼児⁝①3

このため︑新？宇治公民館

接種を︑本年度は行いません︒

てきた保健医療センターでの

で予防接種会場として使用し

場が狭くなったため︑これま

庁舎建設工事に伴い︑駐車

びき﹂をご覧ください︒

三年度版市民カレンダーと手

センタ1で毎月実施します︒

公民館︑西小倉コミュニテ″

ついては︑宇治公民館︑木幡

また︑三種混合予防接種に

日程など詳しくは︑﹁平成

予防接種会場が一部変更に

リオ予防接種を受けて1ヵ

と城南荘集会所を︑予防接種

コド

そよかぜ号巡回日程

移動図書館

二心ぐし

平成三年度版﹁市民カレンダ

月以内③麻しん︑おたふぐ

会場として増設しました︒

べ、：

ーと手びき﹂をご覧ください︒

かせ︑風しん︑水痘︵みず

会館3階の家庭児童相談室023・8698川

▼対象：4歳未満の乳幼児

ぼうそう︶が治って1ヵ月

Ｌ二卜卜

突発性発しんにかかってい

以内④とびひ︑手足口病︑

る⑤けいれん︑ひきつけを

談は月〜金曜日の10時−16時に総合福祉

起して1年以内

日曜日を除く毎日受け付け。家庭児童相：

測定しておいてください

このほか、市政相談と一般生活相談は：

ノ四＝／工ｒ・二ｌ．四叫．●．ふ＝●・●．−心．●Ｉ．●ふ●−〜Ｉ．、、．：
市役所市民相談室で、消費苦情相談は自
−−− ｆｌｍ・■ ｓ¶■■ｍ●治振興課で、教育相談は教育委員会で。

▼注意・：体温は︑事前に必ず・

遠慮ください︒

年度版「市民カレンダーと手びき」に掲
載。・ご利用ください。。

▼持ち物⁝母子手帳と問診票

消費生活・精神薄弱者相談の日程は、3
ｊ，Ｊ・●ｌｓ−ｒｌ．トー丿．、．、．ｊ．．‥：

※各会場とも車での来場はご

保健・衛生・相談・移動図書館(4月分)

四月二日㈹から︑ツベルク

●京都府交通事故相談（3日、17日、京都府

リン反応検査とＢＣＧ接種が

●17日（宇治保健所＝

始まります︒日程や会場は︑

献血

4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）

お知らせ

し尿収集漏れにはご連絡を
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