私たちの人権

ep相次ぐ差別事象

同和問題の解決を市民みんなの手で

426億6342万円に

議会選出の監査委員に浅見健二議員

だより

一般会計予算総額は

12月定例会

1/11

宇治市政
じレ
ど乃･¶儲みts‑どお禦is
生閃昆i

差別のない社会を目指して

同和問題の解決を市民のみんなの手で

談話啓発の一層の推進を決意
話

市教育委員会は︑十二月
十岩
四渕
日淳
のさ
定ん
例︵
会六
で十
︑五
委歳
員︶
長
に

市教育委員会
委員長に
岩渕さんを再選

同和問題とは・・
・

一

一一一一一 一一一一

一一一一一一

▼とき：ｉ月17日㈲︑午前
会﹀
︿親子たこ作り・たこ上げ大
年センター︒
着40人▼申し込み・：同館︵容
場所はいずれ梨ハ久保青少
象・：市内在住の人▼定員・・・先
1月の催し
⁝弁護士・杉本孝子さん▼対
大久保青少年センター
遺言︑少年と非行など▼講師
問題︑親と子の問題︑相続と
・：裁判制度について︑夫婦の
▼ところ・：広野公民館▼内容
研け午前９時半ト︶︒５回
く︶︑午前10時〜正午︵第１
日の福米曜︵２月11日か啄
▼とき・：︱月28日〜３月４
学び毒ｙ︒
家庭の中の初歩的な法律を
法律を学ぶ〜
〜家庭にかかわる

︿おはなし会﹀

ンター︵き44・7447︶へ︒

▼とき・：１月秤吊・27日
伽︑午後３堕Ｔ４時▼対象
⁝幼児よ学校低学年︒参加
は無料︑当日直接合一場へ︒

市民かるた大会

▼とき・・・１月召晶︑午前
９時半驀扮け︑10時開会▼
ところ・：中央公民館▼級別・・・

く︶︑午前10時〜正午︒５回
日
の福昆曜︵２月13Eは除
λ級ｏ経験者︑Ｂ級Ｆ初心者︑
ｃ級▼
＝小
と学き
校・
低学
・年・
▼１
参加
月
費23日Ｉ２月27
・・・高校生以上＝５００円示・
〜囲碁を楽しもう〜
中学生a300円▼問い４1１８

▼種目・受け付け・対象・：

ｏ男子２等陸士・海士・旱±

4年度第4次自衛官募集
場へ︒
21︶へ︒参加は当日直接会
す・・市民体育課︵豊内線26

▼ところ⁝木幡公民館▼内容

込み・：同館︵豊22・468

家庭看護講習会

家庭での正しい看護の方

法の講習会︒現在︑家庭で病

人などを看護している人も︑

▼日程・内容・・・下表のと

そうでない人もご参加曳

おり︒時間は午後工ロＴ

３時半▼ところ⁝保健医療

センター▼定員・：先着20人

▼講師⁝日本赤十字社京都

府支部・増田千賀代さん▼

申し込み・・・高齢者福祉課健

康管理係︵き内線2318︶

へ電話﹃参加は無料︒

7︶へ ０参加は無料︒

館▼定員・：先着30人▼申し

おり︒時間は午後１時半ト

▼日程・内容・・・左表のと

３時半▼ところ・：小倉公民

む︶に給与奎又払った人は︑
二月一日㈲までに︑市民税
課へ﹃給与支払報告書﹄を
提出してください︒
また︑Ｏ給与所得の源泉
徴収簿○報酬︑契約金など
の支払調書Ｏ不動産の使用
料などの支払調書︑その他
の法定調書は︑同日までに
税務署へ提出してぐださい︒
詳しぐは市民税課︵四内
線治
2税
1務
2署
1(
〜０
2５
1:
24･
︶４
か１４
宇
−︶へ︒

平︑
成ア
四ル
年バ
中イ
にト
︑な
従ど
業を
員含
︵パ
ート

150

らせ
お知
宇治市成人式
▼とき・・・１月咎渦︑午後
Ｏ時半ト３時半▼ところ⁝文
化センタト大ホール▼内容・：
記念式典︑講演︑爆笑トーク
ほか▼対象・：昭和47年４月２
日〜48年４月１日に生次れた
市内在住の人▼問い合わせ⁝
社会教育課︵萱内線2616︶
広野教養講座﹁法律﹂

囲碁入門講座
41・7450︶へ︒

９壁Ｔ午後１時▼ところ・・・

⁝囲碁のルール︑定石︑対局

へ︒参加は当日直接会場へ︒
︵豊41・7450︶へ︒

申し込み・・・同館︵容20・１４
広野公民館▼講師・・・万福寺典

練習ほか▼対象⁝市内在住の

し込み・：材料費奎添えて同館

−︱︶へ︒
座長・吉野玄輝さん▼対象・・・
普茶料理教室

人▼定員・：先着20人▼講師・：

以上の人▼定員・・・先着40人▼

10時〜正午▼とこる・・中央公
民館▼対象・・・市内在住の18歳

▼とき・・・１月召品︑ 午前

新春茶香服教室

公民

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

一 一

Ｏ円︵要印鑑︶▼申し込み⁝

ｔＸ２・５ワ︶１枚が必要︒

図書

17日旧︑午前９時から同館︵豊
33・4001︶へ︒顔写真︵３

館

ー
市民
ツのひろば 館
一・一 一一一一一一一一 一

Ｊ11111111j1111jj111jlj1111111111jljljjj111j一ｊｌｊｌ−

スポ
フォークダンス講習会

▼と亭：１月17日㈲︑午前

10時〜正午▼ところ←落公
民館▼参加費・：５００円▼持
ち物・・・ゴム底の靴▼問い４ａＱ

えほんのじかん

日本棋院五段・川島季雄さん
▼申し込み・：同館︵豊32・8
290︶へ︒参加は無料︒

さん

せ・・・中塚茂さん︵萱22・29
48︶へ︒参加は当日直接必一
場へ︒

人▼材料費・：８００円▼申

ぶ

女性セミナー公開講座

食生活改善推進
2/22 若さを保つための食事
員｢若葉の会｣
試食とはなし
C月）まとめ
市栄養士
市保健婦

市内在住の人▼定員・・・先着30
▼とき・・・２月３日伽︑午前

広野町小根尾．
0688︶へ︒︒
申し込みは同センタよ容46・

▼とき⁝１月21日困︑午後

ビデオシアター＆トーク

日本折り紙協会
2/15 手先を使ったあそび
■Am
(月) 折り紙教室
陶山ヤス子さん

給与支払申告書
などの提出

2/8 60歳代の体の特徴 宇治保健所所長
大矢 紀Bgさん
C月）

▼とき・：１月13日困︑午後
３時半トｔ時▼ところ・・・中央
図書館▼内容・：絵本の読み聞

Ｈ３・12・28①

山口 大輝くん

では︑左表の講限一を開きます︒

税

︵萱内線2126︶へ︒

頴竹蛋す︒詳しぐは同課

格を決定し︑固定資産税を

ださい︒申告に哉ついて価

でに資産税課へ提出してぐ

申告書は︑二月一日㈲ま

応接セット︑陳列棚なべ

写機︑パソコン︑ワープロ︑

置Ｏ工具・器具・備品・：複

ン︑迢琲な蕉箱械・装

所内の舗装部分︑門︑ネオ

例えば︑○構築物・：事業

詐性格のものをいいます︒

や必要経費に算入されるべ

申告・提出はお早めに

ｽﾀｼﾞｵﾋﾟﾋﾞﾂF代表者
伊勢村喜久子

市民スキー教室

▼と孝：２月７日０▼とこ

かせほか▼対象・：３・４歳児
▼問監Ｂｔ・：同館︵容20・
1511︶へ︒参加は無料︑

学

Ｌ時〜４時▼ところ・：産業

充実した老雪詣哭るた

めに︑六十歳代の間に何を

師

講

ろ・・・福井児呈３６５スキー
場▼対象・・市内在住・在勤の
人と家族▼定員・・・先着50人▼

当日直接会場へ︒

城南地域職業訓練センター
OA講座

会館▼講師・・・スタジオ﹁デル

しておけばいいのか︑学び

タ﹂・松井寛子さん▼問い合

2703︶へ︒参加は無料︑

わせ・：青少年婦人課︵容21・

の

のお知らせ

事︒

お急ぎください

による所得の計算上︑損金

法人税法か所得税法の規定

のうち︑その減価償却額が︑

屋以外の事業用の固定資産

償却資産とは︑土地・家

里蚕してぐださい︒

に使っている人は︑所定の

ビス業な芦すべての事業︶

業︑販売業︑建設業︑サー

却資産を所有じ︑事業︵製造

一月一日現在︑市内で償

償却資産の申告

京都府体育指導委員
1/25 オリエンテーション
足立 小石さん
(月) 講演「輝ける人生」

四

‑
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ぶ二^
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健康教室

内・
容
月 日
l/18(月)家庭に病人がでたら
1/21俐 体の動かし方
1 /2哨） 体のふき方
1 /27困 病人の食事と薬
2／l(月)手当てについて、排せつの世話
2／3團 復習と反省
2／8月 老年期の理解・老人の体
2/12吻 老年期の理解・老人の心
2/15(月)老人に起こりやすい病気と看護
2/17團 ねたきり老人看護（1）
2/22㈲ ねたきり老人看a(2）
2/24團 宇治市のねたきり老人施策
2/25吻 復習と反省

2/ 1 エアロビクス
C月）グループワーク

参加費・：大人︵中学生以上︶5
000円︑子＾Ｍ)ｃＯＬＯ００円

児童書テーマ展示
中央図書館児童書コーナー
では﹁コ″コーケッコー
とりのとし﹂と題し︑今年のえ
と・とりに関す呑本の展示・貸

顎 ？M

▼貸しス千︲代・：大人350
0円︑早戸石2500円▼申

のもの︒日本国内に住む二十
にしよ
る傷害などに備えるため
込み・・・参加費奎添えて市民

安体定
も
よ2り
病︶気
育は
課︵
萱と
内線
6︑
21
へや
︒ 事故

国民年金は︑老後の牛活の

トレーニング機器

ＯＡ講座の日程・ 内容

容

内

月日

60歳〜69歳の人
当日直接会場へ︒

20

年金

かっている○けいれん︑ひき
つけ菰匹こして１年以内▼持

10 10.400

2≒

国民年金に加入を
行ってい未了︒ぜひご利用鴛

健康

20 15.600

勺沁 ホ･土18:30〜
21:00 ８

し出し蔵一月三十Ｅ出まで

手足・耳の不自由な

ち物・：母子手帳︑問診票︒当
日は体温を測っておくこと▼
問い合わせ・：保健予防課︵酋
内線2261︶へ︒車での来

ｙとき・：１月22日圖︑午後

15,50(〕

実技講習会

20歳になったら
▼とき・・・１月23日出︑午後

0︸へ︒
歳以上六十歳未満の大は︑学
生む含めて︑だれもが加入し

ツベルクリン反応

１時半〜４時▼ところ・・・宇治

9:30〜
12:00 12

月･木 18:30‑
21:00 ６

課国民年金係︵︷−内線231

人の巡回更生相談

▼とき・：１月18a㈲︑午後
Ｌ時〜３時▼ところ・：曼履
祉会館▼相談内容・：ｏ身体障

▼対象・：４歳未満児▼営けら

13:00〜
15:30 ９

民館▼問い今石せ・・・福祉年金
なければならない公的年金制
度です︒二十歳になって厚生
年金などに加入していない人
は︑必ず加入手続き鴛

場はご遠慮ぐださい︒

れない児童・：Ｏ三種混合予防

﹁パーキンソン病の治療と日
常牛活について﹂国立療養所

日

福祉
１時〜４時▼ところ・：広野公
▼とき⁝１月22日脚︑午後
社会保険相談所

検査とＢＣＧ接種

手帳の交付・再交付申請に

接種舎客そ１週間以内○麻

害者手帳の交付や再交付に必

は印鑑と顔写真１枚︵４惣×

しん︑おたふくか閣風しん

南京都病院神経内科医長・杉

難病講演会

年金に加入している人の種別

３ｔ︶が︑補装具の交付・修

予防接種を受けて１ヵ月以内

山博さんＯ質疑応答▼申し込

社会人１年生は

▼日程・会場・：４年ぼ眼市

は﹁第一号被保険者﹂︒１ が

理申請には印鑑が必要です︒

○麻兄︑おたふくかぜ︑風

要な診断ｏ補装具の交付や修

し︑就職すると︑種別は﹁第

また︑現在補装具奎居じて

しん︑水ぽみモヶが治って１

﹁種別変更﹂の届け出を

二号被保険者﹂に変幻ります︒

いる人は︑必ずその補装具の

民カレンダーと手びさに掲載

今年就職する人は︑住民登録

持参凭相談は無料︒詳しぐ

み⁝20日㈹までに宇治保健所

理に必要な診断︒

している市町村役場へ﹁種別

︵豊21・2191︶へ電話で︒

地方振興局▼内容・・・Ｏ講師

屈呂の届け出欠

ヵ月以内Ｏとびひ︑手座口病︑

二十歳以上の学生で︑国民

この欄に掲載するお子さん（4年

突発性発しん︑紅んご病にか

2/監
パソコン
(初級)

／＼*ノコン
(C言ii中級)

１月生まれ）を募集しています。今月
16日までに広報課へご連絡ください。

は福祉年金課厘福祉係︵容

20

日

7,800
日

ワープロ
(中級)

20 11,700
ワープロ
(刀級)

元気で大きく育ってね、
内線2306︶へ︒

詳しぐは福祉年金課国民年
金係︵容内線2310︶へ︒

7,800
2/尉 ホ･土 18:30‑
パソコン
(初s.)
21:00 12

ノ＼‑ノコン
(CSil初級)

10
６

7.800

13:00〜
15:30

恂
雪

愁

20
ワープロ
(初級)勺沁 火･金 18:30‑
21:00 ６

15 10.800
9:30〜
12:00 14

1/監
ワープロ
(初級)

回数
(回)

間
講座名 期間 曜日 時

大ちゃん。

