テレホンサービス

レンタルビデオやカラオケ
ボックスの増加︑有害図書の
はんらん︑ダイヤルＱ２の登
場トＴに青少年奮驚脊ぐ状況
は︑悪化が進んでいます︒シ

・その他…●作品は未発表のものに限ります●応募作品は返却しません●
'91｣で発表・表彰

課
報
広
編集

京都府宇治市
発行

ンナー・覚せい剤などの薬物

■募集期p.v･･7月１日(月)‑8月31日出

次の運動か行います︒市民の

ヵ所で啓発ビラ配布︒

ド︑ターミナルな戸雨内８

○ポスター掲示による啓発︒

の募集と入選作品の発表︒

Ｏ小・中学生からの運動標語

皆さんのご理解とご協力をお
願いし柔ｙ︒
○７月７日㈲︑午前11時から
宇治橋通ひ街頭啓発バレー

敬老会を開催

者福祉課へ︒記入が不十分

文化センターで

９月15日︵祝︶

︵都計道路︶←ＪＲ宇治駅

座←京阪宇治←宇治橋西詰

研前︶・宇治方面・：宇治車

︵竹久酒店前︶←白川︵茶

寺下・志津川方面・・志津川

笠取方面⁝笠取小前←称名

戸・・明星町一丁目！門前・

隼上りし新田←森本←三室

︵重永医院前︶←菟道高校←

←病院前←黄槃←平野町

木幡←木幡山手町←南木幡

ヒー館前︶←御蔵山参道←

７月31日︵水︶までにはがきで申し込みを

市では︑長年にわたって

なものや電話での申し込み

は︑原則として受け付けま

社会の発展に貢献されてき

た高齢者の皆さんに︑敬老

せん︒

選し︑その結果か通知しま

申し込み多数の握ほ抽

の日差響︸く過ごしていた

す︒また︑時間︵午前・午

だこシと慾器を開きまず︒

参加申し込みは︑本日か

︵問い合わせ﹀高齢者福祉

７月31日團︵当日消印有効︶︒

︿応募期間﹀７月１日囲〜

いことがあり毒了︒

後︶は希耀とおりにならな

ら︒はがきで受け付けます︒

多数ご参加ください︒

︿とき﹀９月15日脚︑午前

と午後に１回ずつ実施︒

︿ところ﹀文化センタ←ハ

目川方面＝・目川←大河原

←総合庁舎←宇治市役所・

ホール︵折居台１丁目︶︒

課高齢者福祉係︵内線３３

西詰︵県通り︶←県神社一三

校←横島←中研前←宇治橋

︵京阪宇治交通︶←槙島小学

軒家方面⁝三軒家︵京阪バ

せしまず︒

者には︑・ぱがぎでもお知ら

知らせし示工︒また︑対象

十一日号の市政だよりでお

す︒詳しい日程は︑八月一ヽ一

受け取りに来ていたださま

ごとに日時と場所夕荻めて

なぐ︑９月上旬から︑地域

にmpmしするのでぱ

敬老祝金は︑慾芯当日

敬老祝金は
最寄りの
支絵会場で

←神明←城南荘←西町︒

田︵中西石油前︶←城南高校

原口←近鉄大久保←ＪＲ新

久保方面・・自産車体←緑ケ

道伊勢田︵京阪バス停︶一大

道大久保︵上新電機前︶←国

木方面・：名木←緑ケ原←国

宇治郵便局←ユニチカ一名

←近鉄小倉←小倉←蔭山←

田︶←北山住宅←小倉住宅

名木北口←酉小倉︵旧伊勢

ス停︶一浮面方面・＝浮面←

おり１一部忠言︑京阪

一東宇治方面・：中住宅←

します︒

号の市政だよりでお知らせ

す︒発車時刻は︑９月１１

宇治交通のバス停と同じで

スを運行︒停留所は次のと

︿送迎﹀例年どおり専用バ

３︶へ︒

︿応募資格﹀市内在住で︑

る合唱︶︒

宇治市少年少女合唱団によ

こいし︑浪曲⁚ｌ冨士月の栄﹀︑

︿内容﹀式典と催し︵演芸

の人だけ記入してください。

︿漫才＝夢路いとし・喜味

日

※市が運行する専用バスをご利用

登校拒否の増加なども︑これ

・発表・表彰…入選者に直接通知するほか、優秀賞は｢長寿社会フェスタ

●毎￨ 1 口･II日･2ia兌if

第922号

の乱用︑万引き・窃盗の多発︑

らのことと無関係ではありま

青少年を非行からまもる
全国強調月間
康だ︑社会環境浄化活動とし

﹁社会か明るくする運動﹂は︑

七月は﹁青少年を非行から

七月は﹁青少年を非行から

せん︒

て︑書店やカラオヶボ″クス

関係業者に青少年の健全育戌

などへの立ち入り調査を行い︑

への協力を要請します︒

将来の社必一を担之征であ
る青少年たち︒その健全育成・

歩ｓる全国強調月間﹂です︒

非行防止のためには︑家庭や

すべての国民が︑犯罪の防止

ついて︑それぞれの立場で力

なお︑青少年指導センター

と罪か犯した人たちの更生に

兌おせ︑犯罪や非行のない

学校・地域社会が一体となっ

りごとの相談を行ってい康司

では︑広く青少年の悩みや困

求もる全国強調月間﹂︒また︒

始まり求ｙ︒この機会に今一
明るい社会夕桑こシとする全

市や少年補導委員会では︑

て取り組む必要があります︒

■応募資格…市内在住・在学・在勤であること

﹁社会か萌るくする運動﹂も

度︑青少年の非行防止につい

とって昭和二土︵年から始め

一人で悩ふヂ︑ご相談を︒

国的な運動︒法務省が音頭を

七月一日からは︑第四十一回

宇治橋通り街頭啓発パレード

てみんなで考えてみませんか︒

月間中︑街頭補導活動夕謡一化︒

対･象 小学生・中学生・高校生 印歳未満の人
6o濃以上の人
400宇詰め原稿用ti4枚以内
4(X⊃字詰め原稿用紙5
枚i内
規格 表紙を付け. a名・氏名■年齢・性別・住所・電話番号・学校名・学年･職業iti.入すること

たもので︑今年で四十一回目
夕迎え作チ︒例年七月になる
と夏休みの解放感から少年非
行が増えるため︑主に青少年
の非行防止と更生に力牽Λれ
た運動が展開されています︒
社会忿明るくする運動宇治
地区実施委員心一では︑運動の

大正10年９月16日以前に生

まれた人︵９月15日現在︑

定員は約２５０叉︒

御蔵山←西住宅←幼稚園前

その他のいずれかを記入して４
‑
‑ださい。

実施月間の七月中に地域活動

優秀賞の作品は当事葉のキャラクターとして
多くの行事に使用

の一層の推進による少年非行

その他

満70歳以上の人︶︒

︿応募方法﹀はがきに左の

見本のぷつに記入し︑高齢

←御園←町並︵長谷川コー

ｍ 宇治市宇治琵琶33

※専用がス（市が運行),自家用車。

ｍ 宇治市福祉部
回 高齢者福祉課行

□

※午前の部か午後の部かどちらか
を記入してください。
一一

青少年指導センター
宇治妙楽128−1
優秀賞の作品は曲を付け、多くの行事に使用

選考
･ It

優秀貫:1人(賞状. 1貫‑旅行券.a 農薬･有穣栽培木）
優秀賞：１人（賞状、副賞＝図書券）
佳作：２人（賞状、副賞‑図書券)佳作: 2人（ir状、l貰‑a書劈)

防止と更生への援助を目標に︑

原稿用紙に書いて。原8']
2番まで。
必ず題名を付けること
規格

官製はがきの裏面に書いて.1人１作品に限る。
白黒・カラーとも可.必ずa称を付けること

応募・問い合わせ先…市役所国民健康保険課(〒511宇治琵琶33、内線296）

◆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◆

名(ふりかな）

長寿社会フェスタ'91

募集します

市ではこの秋︑﹁宇治市長寿社会フェスタ91﹂を開きま

簾百讐呂過ごすため︑暮らしの在り方を

す︒これは︑﹁人生八十年時代﹂という長寿社会の中で︑
一人ひと１

）

バス停留所名(

考λよシといらもの︒そのイベントの一環として︑市民

）

利用する交通機関（

の皆さんか屋文か募集し︑ヽ優秀賞については︑当日︑発

）

希望時間（

表・表彰し季ｙ︒

所

住氏

年齢

電話番号
生年月日

郵便 はがき

敬老会参加申込書

する運動
内容

おばあちゃんに教わったこと
あなたs身が高齢期に向けて
やおじいちゃんの楽しみなど、 実践していることや、猫いて
おじいちゃん・おばあちゃん
いる511"!の生■iSli計など
とのふれあいを感じさせる
もの

今生きていることの喜び、今
のあなたを楕神的に支えてい
ること. 祈しくチャレンジし
たことなど
おじいちゃん・おばあちゃん
について思うこと

教育相談室
a22・5 1 62
イメージソング（歌詞）
18歳以上の人（高枝生は除く）
イメージギャラ゛クター
小学生・中学生・高校生
対象

また︑このフェスタは︑幼児から高齢者までみんなが

青少年電話相談室
，青少年電話相談室
青少年電話相談室
宇治こころの電話
一宇治こころ＼ニ
電話24・0800などからの相談
優秀賞：男女各I人
一宇治こころ
(B
犬十の電話−
(賞状、副賞＝0書券)
優秀貰：男女各1人
(賞状.副賞＝旅行券.低a薬・有機栽培*)
選考
‑詰岬器門) の電話
佳作：男女各３人
'
・貫
佳作：男女各3人
教育相談室
(賞状、副賞一図書券)
(賞状、副賞一図書券.)
電話22・5162
応募・問い合わせ先･･･市役所高齢者福祉課 （〒611宇治琵琶33.内線3
4 2）
保護者などからの電話・来室
による相談
くイメージキャラクター・イメージソング）
日･祝日、閉庁日、土曜日午後を
（除く午前8時半 午後5時
）

区分

健康ｖmがいあるまちづぐり夕通める﹁ヘルスパイオ
ニアタウン事序の一環でもあります︒そこで︑このヘル
スパイオニアタウン事業でも︑活動的なイメージキャラ
クターとイメージソングの歌詞を募集︒発表・表彰は作

表（あて先）

裏

社会を明るく
高齢明を生きる
高齢期に向かつて
テーマ

おじいらVんの主張
おばあちゃんの主張
お父さんの主張
お母さんの主張
ぼくの主張
わたしの主張
区分

７月は、「社会を明るくする運動」が実施さ
れる月。「青少年を非行からまもる全国強調月

文と同様︑﹁長寿社会フェスタ肌﹂の場で行いまず︒

◆作文・イメージキャラクター・イメージソングの募集要項◆

明るい社
ふれあいと対話が築く

いずれも奮ってご応ｆｔvださい︒

1269

文〉
〈作

昨年の｢社会を明るくする運動｣の
作品の版権は宇治市に帰属します

青少年の彦防止と更生を
会

竃話(0774）22−3141

平成３年
(1991年)

慄20−0100宇治市政ダイヤル

〒611京都府宇治市
宇治琵琶33S地
察

１

７ ／
市政情報いつでも24時間

間」でもあります。青少年の非行防止には、家

庭・学校・地域社会が一体となって取り組む必。
要があります。市民の皆さんのご協力をお願い
します。

もうすぐ夏休み／・ この夏︑あなたは何をし
て過ごしますか？ 公民館などでは︑たくさん
の催しを用意して︑あなたを待っています︒さ

夏休みこども教室

あなただけの︑オリジナル

灯︵小さいもの︶▼講師・・・明

料▼持ち物・・・筆記具︑懐中電

・・・先着１００組▼参加費・・・無

料費・・・３００円▼持ち物・・・ぞ

中学生▼定員⁝先着40人▼材

民館▼対象・・・市内在住の小・

半〜４時半▼ところ・・・中央公

ます︒

合は︑抽選になることがあり

合は調整し︑調整１屁い場

求ｙ︒また︑希望が多数の場

フィルムの選定は同館が行い

星天文館館長・江上賢弓兄

月２日叫から︑同館へ電話か

み羨ん︑軍手▼申し込み⁝７

来館で︒

︒

30人▼材料費・・・５００円程度

年Ｌ中学１年生▼定員・・・先着

館▼対象・・・市内在住の小｀百

半Ｌ正午▼ところふ落公民

り︒時間はいずれも午前９時

▼日程・内容⁝下表のとお

取廠み孚︒

手づぐり工作︑科学工作に

夏休み工作教室

宇治公民館

▼協力・：天文サークル﹁夢見

り︒時間はいずれも午後Ｌ時

▼日程・内容・・・下表のとお

な絵皿忿？ｙＣよう︒

あ︑楽しい思い出をつくりに行きましょう／

中央公民館

親子天文教室

▼とき・・・一月20日叫︑午後
７時Ｆ９時▼ところ・：中央公
民館▼内容・・・天体観望石天体

から︑同館へ電話か来館で︒

地蔵盆巡回映画

中央公民館では︑八月二十
一日南〜二土︿日囲まで︑十
六ミリ映写機とフ″ルムの貸
し出しは行いません︒上映希
望の町内会の地蔵盆へは︑次
のとおり巡回上映し津す︒
▼巡回期間・・・８月24E出・
苔晶▼上映時間帯・・・昼間は
相談して決定︒夜間は午後７
時‑００時とｏｏ＄ｓｔ;‑ｏ)時15
分︒上映時間は約50分▼申し
込み・・・７月２日脚〜10日南ま
でに同館窓口へ直接︒なお︑

が︑やさしぐ指導し示７．
▼日程・内容・：右表のとお
り▼ところ・・・木幡公民館▼参

加費・：無料▼申し込み・・・同館
へ電話か来館で︒

小倉公民館

夏休み
こども切手教室

▼と亭・・７月24a團・25m
唄時間はいずれも午前10時
〜正午▼ところ・・・小倉公民館
▼内容・・・記念切手な忌胞っ
たアルバム作昨と郵便の話▼
対帛・・市内在住の小・中学生
▼呪具・・・︷響５人▼指導：字
鉛稽局局員︑日本郵儒器
必一員▼申１ 込み・：同館へ電話

▼申に込み・・・７月20ぼ出から
同館へ思ぷ来館で︒

広野公民館

親子サマークラブ
親と子が一緒に︑ゲームを
したり︑創作する喜び夕分か
灸号たμして︑心のふれあ
いか深め未了︒
▼日程・内容⁝下表のとお
り︒時間はいずれも午前10時
〜正午▼ところ・・・広野公民館
▼対象・・・市内在住の小学１年
１６缶尹その親▼定員・・・先
着10組▼材料費・：1000円
▼申し込み・・・同館へ電話か来
館１

か来館で︒
第５回
人形劇夏まつり
▼とき・・・７月20日出︑午後
CM時〜▼ところ・・・小倉公民館

︵小倉そＥ夭形劇団︶︑へ

▼内容⁝おむすびころりん

っこき・あねさがぷめにきて

場料・・・無料▼申Ｌ込み⁝当日

︵・フディヴシュ︶︑クイズ▼入

直接会場へ︒

望さん
木や竹で
大久保
おもちゃをつくる（2）

き▼申し込み・：７月２日脚

女兄︑筆記具▼指導・：食生
活改善推進員﹁若葉の命︒
︿乾電池作り﹀
▼とき・・・７月30日脚︑午後
１時半Ｆ３時半▼対象・・・市内
在住の小学１年〜中学生▼定
員・：先着20人▼指導・・・近畿松
下テクニカルサービス・平岡
義明さん︒

夏休みこども教室

木幡公民館のサークル心一員

山城谷 隆 さ ん

の話▼対象・・・市内在住の小学
４年Ｉ中学生参での親▼定員

木幡公民館

夏休みジュニア教室

いずれも︑申し込みは木幡
公民館へ電話か来館で︒参加
費は無料︒心一場も同館です︒
︿こども料理教室﹀
▼とき・・・７月24日團︑午前

10時〜午後Ｌ時▼対象・・・市内
在住の小学４年ト中学生▼定
員・・・先着24人▼内容・・・お米を
使った料理▼持ち物・・・エプロ
ン︑三角声ん︑手ふきタオル︑

近畿i下ﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ
平岡 義明さん
３ 8/25 乾電池つくリ
(月)
//
(2度染め、完成）
３ 7/29
(月)

正啓さん
中宅

２ 8/22
團
一緒に茶の葉染め体験
宇治茶 の 葉 染 め 研 究 家
(下 絵)
２ 7/24
困

内
容
講
師
木や竹で
8/20
(火) おもちゃをつくる(1）京都造形活動研究所
ｌ
全国文 化 運 動 協 会 指 導 員

7/23
(火)

親子で楽しむ
レクリエーション
ｌ

3時半

月日

作品鑑賞

20
人
午flil時半

回

絵つけ(磁器皿に塗ってあるうわぐすり
7/25團

師

２ 8/2(iiを釘などで削リながら絵をかきます)
陶
器
作
り

夏休み工作教室の日程・内容
親子サマークラブの日程・内容

（本焼き) 公民館で行います。
陶芸
サークル
(粘土は用意 彩 炎
します)

7/25俐

20
人
ち
ぎ
り
絵

講
容
月日

内
回

夏休みこども教室の日程・内容
はさみ、
手ふきタオル ちぎり絵
サークル
(材料は用意 さわやか
します)
7/25團

指 導
サークル

詐

5 8/9吻 窯出し

容
回 月日
内
１ 7/3O㈲下絵づ＜リ
市内在住
の小学３
午後1時半年〜中学
〜3時半 生

習

ぞうきん、
エプロン

市内在住
の小学３
年〜中学
生

習字道具

20
(半紙は用意 サークル紅
人 します)
字

市内在住
午前lO時 の小・中
〜正午 学生

絵

市内在住
午前10時 の小・中
〜正午 学生

内容
夏休みこども教室日程・

四季彩・彩
絵具などの絵
をかく道具
20
人･ (画用紙は用
意します)
7/25俐

持ち物
対象
日時
内容

1991年（平成３年) 7月１日発行(2)
よ
だ
j改
rfJ
1台
宇
第922号

夏休みこども特集

こども料理教室

いずれね式蕩は大久保青

少年センターです︒

親子木工教室

▼とき・・・７月23E㈹︑午

前９時１正午▼内容・・・おも

ちゃの舟︒つくり▼対象⁝市

内在住の小学生と七の親▼

審貝・・・先着20組▼教材費・：

１２０円▼持ち物⁝小刀

同センターへ電話か来館で︒

︵ある人だけ︶▼申し込み・：

夏休み星空映画会

▼とき・・・７月26日面︵雨

天の場合は27日出︶︑午後

おいしいお米夕便つて︑

自分で料理夕作り︑みんな

▼とき・ところ⁝・７月

で楽Ｌｙ︑食べましょう︒

22日囲＝小倉公民館・26日

倒＝宇治公民館・30日ｓ=

広野公民館︒時間はいずれ

も午前９時半１午後Ｌ時▼

内容・：お米か便つた料理▼

対象・：小学１年生以上▼定

員・・・各先着20人▼参加費・・・・

無料▼持ち物・・・エプロン︑

三角政ん︑ふきん︑筆記具

︒﹁若葉のき︵22日︶︑︑保健

▼指導・・・食生活改善推進員

予防課栄養士︵26日・30日︶

▼申し込み⁝希望の公民館

へ電話か来館で︒

ち物⁝エプロン︑三角含ん

▼申し込み・：同センターへ

電話か来館で︒

おはなし会

Ｉツみつ豆とジュースづく

校低学年児童▼申し込み・・・

〜ｔ時▼対象・・・幼児と小学

日叫いずれも午後３時半

▼とき・：７月10日困・24

り▼対象・・・市内在住の小学

当日直接会場へ︒︒

▼とき・・・７月13日出︑午

おはなしたまてばこ

会場へ︒

無料▼申し込み・・・当日直接

象・・・３︑４歳児▼参加費・・・

３年生以上▼定員・よ蓉茄

中央図書館

えほんのじかん

▼とき・・・７月10日伽︑午

後３時半〜４時▼ところ・：

中央図書館集会室▼内容・：

後３時ｒ３時半▼ところ・：

中央図書館集会室▼内容・・・

絵本の読み聞かせほか▼対

昔話・絵本・物語なとの素

７時〜９時▼参加費・・熹料

▼上映作品・・・銀河鉄道９９

へ︒

雅子>^{a24・4807︸

したまてばこ﹂代表・大西

台幻せ・：サークル﹁おはな

み・・・当日直鐘蕩へｙ問い

話▼参加費・・・無料▼申し込

９︑やさしいライオン︑一

休会几▼申し込み⁝当日直

接会場へ︒

料理教室

▼とき・：７月31tｎＳ 午

前９時〜正午▼内容・・・フル

▲自分で作った料理は、おいしい／
(昨年のこども料理教室で)

人▼材料費・：１００円▼持

大久保青少年センター

おいしいお米をもっと食べよう！

1270

▼とき・ところ・：７月12日

社会保険相談所

ます︒

数の場合は抽選のうえ決定し

２ヵ所に限定し︑申し込み多

市民のひろば
お知らせ
●●●●●●●●●●●●
育成学級
アルバイト学生募集

菟道谷下り
東
美栗ちゃん
Ｈ２・６・22①
橋たもと▼内容・：漫才︵海

ころ⁝宇治公園中の島朝霧

話予約一・・囲宇治市観光協会

大久保駅︶▼問い︷Ｂせ・電

光案内所︵宇治橋西詰・近鉄

発売所・・・観光センター．．観

文化センター大ホール全自由席

7／10（水）前売り開始

一般2,000円

ご竿生1.500円

■援：NHK京都放送局、NHKサービスセンター

無担保︒返済は４ヵ月据

▽貸し付け条件・：無利子︑

円以内︵夏期年末合計︶

▽貸１ 付け金額・・・年間10万

金を貸し付けます︒

にお困りの世帯に︑牛顎一資

業や病気︑事故など牟涵

社会福祉協議必一では︑失

宇治橋通り

7月7日同正午〜午後1時

雨天の揚合は28日に順延

消防パレード

いる場合に限る︶

内に６ヵ月以上在住して

護している人も︑京都府

ている人︵お年寄りも介

上の人を︑家庭で介護し

以上続いていt<？満65歳以

▽甕曾りの牛居が６ヵ月

件に該当する人です︒

に在住し︑次のすべての要

寝たきりのお年寄ぴが市内

のは︑今年七月一日現在︑

今回激励全喜けβれる

す︒

万円の激励金をお渡ししま

しているご家族に︑年間九

りのお年寄りを家庭で介護

市では今年から︑寝たき

世帯は対象外︶

スのない世帯︵牛居保護

５倍以内で︑夏期ボーナ

入が生活保護基準の１・

︵外国人︶登録があり︑収

市内に６ヵ月以上の住民

▽対象・・・７月１日現在で︑

え置きの20回月賦

市文化センター／市観光協会(観光案内bIt)／≫2下時at店
(伊勢田センター前)／小山端s.堂(西宇冶高校正門西)／う
さぎ堂(近鉄小倉駅前)／あ15.り屋(ｷ重島紫ケ丘団地i2筋目)
／貫聚桑局(宇冶小字校西)／手芸とカメラのマツモト(a
蔵山SSfii中央)／宇冶倉店(宇冶橋通り商店街)／西小倉
コミュニティセンター／冨土書房(近鉄久津川駅Su)

◇

わせください︒

近での民生委員にお問い合

へ申請を︒詳にＩは同係か︑

高齢者福祉係︵内線ａ︶

日側までに︑高齢者福祉課

該当する人は︑七月十五

る人

時通って直接介護してい

りと同居しているか︑常

マ介護を深けているお年寄

など︶

めいと︑それらの配偶者

弟姉妹・おじ・おば・おい・

の親族︵父に・子・孫・兄

りの︑配偶者か３親等内

▽介護Miｔｅているお年寄

議会︵豊22・5650︶へ︒

住浴鱈本金砂入て同協

に相談のうえ︑申込書に

で︒地区担当の民生委員

▽申し込み・：７月20日出ま

る世帯は︑貸付額の半額

※既にこの資金を盾りてい

くらしの資金 夏季貸し付け

９月10日(火)午後６時半開演

花火観覧・アトラクション入場券発売中 8月10日

宇治の夏の夜空を彩る宇

原さおり・しおり︶︑演歌︑

字治川花火大会

治川花火大会の︑花火観覧

フラメンコショーほか︒花

︵商工観光課︶

・︵豊23・3334︶へ．

とアトラクションが楽しめ

▼とき・：７月22日囲〜８月

宇治市水泳学園

48︶へ︒

せ・：中塚茂さん︵S22・29

上げ▼料金・・・2000円▼

火は30種7000発を打ち

る入場券を発売してい求了︒
▼とき・・・８月10日出︑午
後５時から︵雨天順延︶▼と

10時１正午︵雨天中止︶▼とこ
ろ・・・菟道第二小学校運動場▼
内容・・・ルール講習と実技指導
▼申し込み・・・当日会場へ▼問

勢宇治市文化センター、勢自治総合センター

・主催：京都府,

野公民館︒午後１時〜ｔ時▼

Ｉル︑フリーテニス︑クロリ

４日間︑午前10時Ｉ正午▼と
ころ・：黄聚公園プール▼対象

着３０叉▼費用・：6500

・：小学２年生以上▼定員・：先

(当日各300円増)

皿/〃ft1
レ1……｡交響組

静

バイオリン独奏：石川

指揮：秋山和慶

吻＝小倉公民館︑26日圖＝広

問忿Ｓせ・：福祉年金課国民
年金係︵内線２９９︶へ︒
以上の子供とほ親▼定員⁝先
鉱易せ・：市民体育課︵内線
４７８︶へ︒

市民歩こう会

円︵指定かばんのあ今人は6

▼とき・・・７月14日間︑午前
８時半京阪宇治駅集合︵雨天

000円︶▼申し込み・：７月

12日出〜14日間︑午前10時１

の場合は21日旧︶▼行章？

午後４時に同プール特設テン

宇治田原町・鷲峯山痕等方
面︑約13＊■▼持ち物・・・昼食︑

トで︵印鑑・受講料持参で︶▼

ＯＡ講座

城南地域職業訓練センター
では︑左表の講座を開講︒申

688︶へ︒

し込みは同センタ ︲︲・︵豊46・0

・電話予約：(財)宇治市文化センターn20･2111

●問い合わせ

▼期間・・・７月22日側〜８月
31日出︵日曜と８月13日〜16
日は除ぐ︶▼勤務時間・：午前
８時半〜午後５時▼賃金・：日
ティー︒

▼とき⁝７月７日㈲︑午前

伽・19日吻︑午後７時半〜９

︿北宇治中学校体育館﹀

着30組▼申し込み・：市民体育

Ｈ時〜午後７時︵雨天の場合

時半▼内容・：ソフトバレーボ

課︵内線４７８︶へ︒

▼申し込み⁝市販の履歴書に

は28日間︶▼ところ・・・宇治橋

七夕カーニバル

写真をはって︑10鳳蜜でに

通り商店街▼内容・・・ゆかた姿

額5500円▼対象・：大学生

社会教育課︵内線４７６︶へ本

ール︑フリーテニス︑ターゲ

軟式テニス

雨具なぺ交通費は各自負担

問い合わ苓：上林昌三さん

学ぶ

宇治市水泳協会︒

︵き22・3777︶へ▼主催・：

▼問い＜ａｃｉ？)‑：木村長次さん
︵豊21・3633︶へ︒

フォークダンス
初心者講習会

▼７月４日出・18111S=午
後１時半〜３時半︑７日面＝

４０Ａ講座の日程・内容

演奏会

お渡しします

ｙとき・・・７月15日側・17日

人が持参で︒
コンテスト︑カラオケ大会︑
防火映画の上映
ットバードゴルフ︒

ほか︶︑歌謡ショーほか▼主催・
問監Ｂせ・：同商店街振興組
市町村対抗予選会

▼とき・・・７月７日㈲︑午前
９時から▼ところ・・・黄柴公園
テニスコート▼種目・・・一般
︵高校生以上︶男女・壮年男女
▼参加費・・・Ｉチーム８００円

いずれも申し込みは当日会

ニュースポーツ教室

お笑いショー︵ゼンジー北京
町内︵自治︶会の要望に応じ︑
消防職員が地蔵盆で防火映画
を出張上映し示す︒
●●●●●●●●●●●●

合︵豊21・2285︶へ︒

スポーツ
場へ︒上靴が必要︒問い合わせ

い合わせ⁝市民体育課︵内線

▼申し込み・：当日会場で▼問

︿西宇治中学校体育館﹀

は市民体育課︵内線４７８︶へ︒

午前10時〜正午▼ところ・：宇
夏の季節料理教室

▼とき・：７月19日出︑午後
１時〜４時▼ところ⁝城南勤

東京交響楽団特別

激励金を

ｙ上映時期⁝８月19日間1

午前９時〜午後４時に︑中署
●●●●●●●●●●●●
母と子の水泳教室

４７８︶へ︒

▼とき・・・７月19日出〜26日

▼とき⁝７月８日囲・10日

治公民館▼参加費・：３００円
▼持ち物・・・ゴム底の靴▼申し
込み・：当日会場へ▼問い４０８

労者福祉会館▼定員⁝先着24
人▼講師・：星野美智子岑ん▼
費用⁝1200円︵材料代︶▼
持ち物・・・エプロン︑筆記具︑持
ち帰り容器▼申し込み・・・同会
館︵豊46・0780︶へ︒

宝くじコンサート

在宅の寝たきり老人の介護者に

26日間︑午後７時〜９時▼申
し込み・・・７月８日間〜12日出︑

︵雲22・0119︶︑西署︵豊
20・3900︶︑東宇治分署︵豊

吻︵日曜怠７︶︑７回︒午後５

時半▼内寮・・ソフトバレーボ

團・12日吻︑午後７時半〜９

31・8759︶︑伊勢田分署︵豊

時半〜７時半▼ところ・：西宇

グラウンドゴルフ教室

治公園プール▼対象・・・小学生

▼とき・・・７月７日面︑午前

は子宮申告を

関する控除など︶か受け

市民税府民税申告していない人

平成三年度の市民税・府

※時間はいずれも午前10時〜正午
8.000
20

43・4780︶︑横島分署︵豊24・
5105︶のいずれかへ直接

琵琶33︑内線４３２︶へ︒

企図管理部総務課︵〒611宇治

の遺産﹂︱−核兵器の｀劣し

※昨年の参加者は応募で■ｗｈｍ

﹁平和こそが次代への最高

さや戦争の非布さ︑人の命の

せん︒

１昨年の訪問先で

︵市平和都市推進協議白

尊さを知り︑﹁平和﹂夕考える
一助にしてな旨尼め︑小・
中学生の訪問団か派遣し康ｙ︒

る人︒

▼日程・内容・・・右下表のと

民税は六月か絹付してい

郷土史講座

ただいていますが︑次に該

なお︑所得がない︑少な

おり▼ところ・：広野公民館▼

◇

§▼訪問先・・・広島市︵平和記

当し︑まだ申告していない

る人でも︑福祉関係︑国民

いなどで非課税の対象にな

▼とき・・・７月29日囲130m

念公園・平和資料館など︒市

①前年︵平成２年︶中︑公的

人は至急申告してぐださい︒

〜地域をめぐる文化〜

在住の小学６年生と中学１年

子宮がん検診

s:do〜

６
16:00の好
きな時間

月〜土

im〜i/3

師
講

高齢者福祉課︵内線360・505︶

基本健康診査

同館︵き41･t‑４５０︶へ︒

定員・・・先着30人▼申し込み・：

詳しては市民税課︵内線

申告してぐださい︒

とし乖ゐで︑必要な人は

課税証明︶などの基礎資料

健康保険関係︑所得証明︵非

のパスタ莉用︶▼対象・・・市内

②同じぐ公的年金︑給与所

年金︑給与以外の所得が

得だけがあり︑各種所得

生▼募集人数・：25人︵５募多

無料▼応募方法・・・直接采庁か

控除︵医療費︑社会保険料︑

あった人︒

はがきに﹁広島参加﹂と︑①住

数の場合は抽選︶▼参加費・・・

所︷罠名③性別④学校名⑤保

２５６︶へお問い令幻せ欠

茶寄合の発達
7/16(火)−婆沙羅(ばさら)と風流一 若原英弐さん

夏休み中のパソコ
ン教室
(BAsic基礎ほか)

府文化財
保護指導委員
7/15(月)南北朝の宇治

社会教育課職員
大王と古墳時代
一庵寺山古墳の発掘m査から−

7/11俐

容
内
日程

内容
郷土史講座の日程・
回数Ej定員囚受講料阿

曜日 時間

この欄に掲載するお子さん（･２年

︒失探険料︑扶養家族に

実施中ト

期間
講座名

7月生まれ）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。

護者名⑥電話番号mき︑12
日吻︵当日消印有効︶までに︑

1271

佐を

平和の藤と宇
広島で学ぼう

20 7,800
20 18.200
20 7.800
20 9.600
20 9.600
ワープロmm) 7/24〜8/10水･土
６
18:30
パソコン(初級) 7/16〜9/6
火 ･金
14
パソコン
S
(MS･ＤＯＳ)
7/18〜8/5
月 ･木 21:00 ６
ワープロ夏期集中 7/22〜7/24月・火
・水
9:00 ３
･金
7/25〜7/27木
・土
16:00
S
ﾉ/
３

健康でズタズタと育ってね｡/
みくちゃん。

来署で▼その他・・上映は１日

団員募集！
小・中学生広島訪問団

第922号
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や心身障害︵児︶者のいる家庭

ひ堅八十五歳以上のお年寄り

日常生活に支障のあるおお

ンター︵総合福祉会館内︶に ンター︵容23・0510︶まで

遣申請書﹂をホームヘルプセ

か受け夭とする人は︑﹁派

芸蒙庭奉仕員のサービス

登録家庭奉仕員を派遣

で︑家事の援助サービスが必

ホームヘルプセン

提出してください︒申請書は︑お問い４０８＾ください︒

ィネーター︵調整

日曜日を除く毎日受け付け。家庭児童相:

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)。

:…………………………………………………………………j

●青少年相談(18日､宇治公民館13時〜16時)。

移動図書館

日
９日図

御蔵山小学校

六地蔵公会堂前

駐車場所

詳しくは︑ホームヘルプセ

派遣にます︒

駐車時間
３・
・３
０〜１
４・
・０
０
Ｉ

明0
星保育園上ル
13⁚30Ｓ14⁚1
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０
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４
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５・
・３
０
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３・０ ４・０
１・３〜１・２

岡屋小学校

南部小学校

羽戸山集会所横

平尾台
第一児童公園

平尾台

Ｏ・
・Ｏ
Ｏ〜︱
Ｉ・
﹃０
０
１

御蔵山

六地蔵

地 区

そよかぜ号巡回日程

10日團
羽戸山
南．部

宇治小学校西門

汚水処理場横

Ｏ・
・Ｏ
Ｏ〜︱
Ｉ・
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０
１

13⁚30ー15一3
木0幡公民館前

岡 屋
12日幽 木 幡

︲日團

●法律相談(4日,

決定して︑登録家庭奉仕員を

要な家庭に登録家庭奉仕員を

ターと高齢者福祉

係︶が家庭を訪問

30日(宇治病院一I3時半〜15時半)。

４
１・
・０
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西小倉一応北門

北横島小学校

大久保小学校

開公民分館前

伊勢田小学校

ユニチカ社宅前

南落合12の通り
八木ガレージ

キ
ま
Ｘ
ー
ｆ
ー
ｍ
亦
ｔ

翁
Ｗ
ふ
口
Ｗ
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り

Ｏ・
・Ｏ
０〜１
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０
旦椋公会堂前 臨
１
大久保小学校
担
13泌〜14⁚2西0
ｅ宙
平必
盛小学校
14一40〜15
緑0
ヶ原蔭田緑地 ︷
13泌ー15⁚3
れ
10⁚00〜Ｈ⁚1南
0 小倉小学校
ふ
古
ｔ

４・
︑Ｏ
・〜
０１・
５３
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派唇子るホームヘルプセンタ

このサービスか莉用するた

センターのコーデ

申請があると︑

あります︒

課高齢者福祉係に

洗濯︑掃除︑買い物︑関係機関
なμとの連絡︑その他必要な

めには︑世帯の生計中心者の

事情をお尋ねする

し︑本人や家族に

家事介護のお手伝いです︒

前年度所得税の年額によって︑

ミ会館3

なかで︑派遣の必

〜正午と13時〜15時半、紫ヶ丘町内会主催)、

し尿（城南衛生管理組き電話075‑631‑−5171）
月の燃えないゴミ・し尿収集日程表
燃えないゴミ（清清掃事務所内線316〜318）

無料または一時間あた旦︵百

載。ご利用ください。

振興会主催)、19日(m島郵便局前=

黄 案

３・０ ４・０
１・３ＳＩ・０

北小倉小学校

北棋島

宇治市中央図書館︵豊20・１５１１︶

※16日の黄槃は、工事のため駐車場所を変更しています。

サービスの内容は︑調理︑

階の家庭児童相談室（n23･8698）:

ーか七月一日から開設します︒

ミで。

相談あんない

要性や回数などを

ｌ談は月〜金曜日の10時〜16時に総合福祉

五十円までの費用負担が必要

このほか、市政相談と一般生活相談は
市役所市民相談室で、消費苦情相談は自
治振興課で、教育相談は教育委貝会で、
10時

Ｎ

です︒

分館−10時〜正午と13時〜15時半、開商業

志津川バス駐車場

16日出 志津川

４・
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０ーー
５・
・２
０
１

５日吻
︲日團

南陵第２１参園

３・
・３
０ＳＩ
５・
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０
Ｉ

伊勢田

２日州 棋 島
25日團 蔭山

24日南南小倉

から、定HI回先着10人)。

Ｏ・
・Ｏ
Ｏ〜１
Ｉ・
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０
１

明星町

遊 田

南陵町

17日閑 北小倉
18日凩

西大久保

大久保
平 盛
23日叫緑ヶ原

19日1

福祉協議会・豊22･5650、受け付けは13時

開
４日團
30日出 広 野

３日園
26日吻

18日、25日、社会

・人権･：

心配ごとなどの相談日程や､行政
r費生活・精神薄弱者相談の日程は,
3
年度版「市民カレンダーと手びき」に掲

時〜正午と13時〜15時半)｡16日(開公民

登記・：

社会福祉協議会の年金・結婚･
10

17日、京都府
●京都府交通事故相談(3日,
献血

10時〜13時と14

保険・衛生・相談・移動図書館︵7月分︶

11日,

……………l

時〜15時半)、12日(〈株〉西友宇治店=

ホームヘルプセンターを開設
7月1日から
宇治地方振興局・合2i･2049､9時〜16時）。
●４日｡(保健医療センター=
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し尿収集漏れ
にはご連絡を
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