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ましたが︑ここではゆっく

ヶ庄西川原在住︶は︑﹁少

た﹂という水口徹さん︵五

だったので︑予約をしまし

﹁目当ての本が貸し出し中

りと見呉れるのでいいです

本を探す時間が限られてい

わ﹂と笑顔で答えてくださ

し待ってでも︑読みたい本

人でしたら一人に一枚お作

るか︑通学・通勤している

貸し出し中であれば返却さ

録で探すこともできます︒

ご自分でコンピューター目

すね︒

の図書館﹂を目指したいで

の情報も得られる﹁みんな

です︒今後は︑東宇治地域

て気軽に立ち寄れる図書館

りまで︑だれもが本を求め

ます︒赤ちゃんからお年寄

敷きで︑ベビーカーもあり

ここは︑全館じゅうたん

ター目録︒

に便利なコンピュー

ＳＥ目当ての本を探すの

と話してくださいました︒

が読めるのがいいですね﹂

いました︒
利用のコツは

ますから︑便利です︒窓口

りします︒これで一回五冊︑

れ次第連絡しますし︑中央

6年１月14日（金）文化センター大ホール

前売り券好評発売中

午後６時半開演

(当日各500円ti)

大募集

﹁ぬ年生まれが家族に二人以上

いる﹂﹁姓や名前に﹃戌﹄・﹃犬﹄

の字を使っている﹂など︑いぬに

縁のあるご家族はいらっしゃいま

せんか？

広報課では︑市政だより平成六

年一月一日号に︑家族そろって写

真とインタビューで登場していた

だく﹁いぬ年ファミリー﹂を募集

歌劇「フィガロの結婚」･序曲

日応募者に通知します︒

▽その他⁝選考のうえ︑結果は後

印有効︶

プレイガイド

▽応募期限⁝11月15日卯︵当日消

３１４１︑内線2070︶へ

て︒広報課︵宇治琵琶33︑S22・

号 ④我が家の簡単なＰＲを書い

家族全員の氏名・年齢 ③電話番

▽応募方法・：はがきに①住所 ②

募ください︒

くユニークなご家族は︑ぜひご応

いぬ年ファミリー

本紙6年1月1日号に掲載

ニューイヤーコンサート

﹁我が家こそは﹂という︑明る

市文化センター／市観光協会／観光案内所（宇治橋西詰・近鉄大久保駅構内）／松下時計店（伊勢田ボンヌ
前）／小山瑞泉堂（西宇治高校正門西）／うさぎ堂（近鉄小倉訳前）／あたり屋（項a紫ケ丘団地i2筋目）／黄壁
薬m （宇治小学校西）／手芸とカメラのマツモト（mm.山mis街）／宇治書店（宇治呪通り商店街）／西小倉コ
ミュニティセンター／富±書房（近鉄久浬川駅前）／アルフラザ以陽（嬬湯市）／藤田薬局（宇治田原m）

もうすぐ開館1周年
気軽に寄れる
身近な図書館
友達同士誘い合わせて来
たという︑東宇治中学一年
の久世陽太郎さん︑浜本清

その場で出会える本が多い

リクエストと予約

は︑﹁中央図書館まで行く

のがベストでしょうけど︑

ていた松岡美佐緒さん︵左

読める︒本はまあ好きな方

のは遠かったですが︑ここ

ここにない本はリクエスト

史さん︑森川篤史さんは﹁買

やし︑気軽に来βれるので︑

ができて︑便利になりまし

すれば取り寄せしてもらえ

での手続きもいつもスムー
ズにいっていますし﹂とお

また︑今年八十一歳で

る﹂という三野なみさん采

﹁健康のため毎回歩いて来

﹁借りる当てなしに来て︑

学校の帰り道に時々寄りま

た︒雑誌がもっとあればい

上写真・木幡南山畑在住︶

す﹂と︑読みかけの本をめ

いのですが﹂と話されます︒

わなくてもいろいろな本を

くりながら話してくれまし

児童書のコーナーで子供

た︒

さん二人に本を読み聞かせ

︵木幡南山在住︶︒また

っしゃるのは竹沢玲子さん

とはコンピューターで結ば

三週間借りられます︒貸出

館にあれば取り寄せます︒

大阪フィルハーモニー交響楽団

します︒

(防宇治市文化センター昔20‑2111 圃［O］メンデルスソーンヴァイオリン協奏曲ホ短調
□主催京都府、財宇治市文化センター
ベートーヴェン 交響曲第６番へ長調‑"田園」作品68
大阪フィルハーモニー協会

モーツ列レト

□問い合わせ・電話予約

幡南山在住︶は︑﹁前に利用
していた移動図書館では︑
●●・●●・１●・参・●

当館の蔵書数は二万四千

れていますので︑その蔵書

﹁地域の図書館
です︒気軽に
立ち寄って
ください﹂

冊︒本以外に︑雑誌︑新聞︑カ

券は中央︑東宇治︑移動図

また︑所蔵していなければ

お探しの本の名前か著者

もすぐに調べられます︒
本を借りるには貸出券が

セ″トブックもあります︒

書館﹁そよかぜ号﹂と共通

購入するか︑ほかの図書館

必要です︒市内に住んでい

です︒どこで借りても返し

朝日放送・ｙレビプローこＩサー松本 修さん

−全国アでバカ分布考・はるかなるｎ葉ｓ旅路−﹂

﹁テレビ番組から生まれた方言研究書

１ 差料・参加自由

ています︒

るだけご希望におこたえし

か居孤るなどして︑でき
本棚を見回すと︑本が少

森田暉館長

11月17日伽午後１時〜２時半・中央公民館

高校生以下3,000円

[亘亘]

4,000円

一般

芸術文化振興基金助成事業

府民芸術劇揚

r？ｔ？?三71

てもいいんです︒

ないなあと感じる方もおら
れると思います︒徐々に増
やしていきたいとは考えて
いるのですが・・・︒でも︑目
当ての本が見付からなくて
もあ淑らめないで︑私たち
にお尋ねください︒中央館

中央図書館豊2}‑1511

◆この宇治市政だよ︲は︑再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆
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問い合わせ

館長から一言

a （0774）22‑3141
平成５年

〒611京It府宇治市
宇治琵琶33番地

傘

京都府宇治市
発行

(1993年)

第1006号

● 毎 l l 1 I I ･ 1 1U･21ロ発行

年を迎えます。この図書館は中央図書館

東宇治図書館が、今月15日で開館１周
に続く第２の図書館として、宇治小学校

の北東隣にできたもの。９月末までに13
万冊もの貸し出しがあり、地域め身近な

図書館として、定着しているようです。

は、この東宇治図書館について、利用者

n月９日までは「読書週間」。今号で

の声を聞きました。

源氏ロマン'93
平安建都1200年プレイベント

文化センターで
源氏ろまん

1993年（平成５年）11月１日発行（2）
り
よ
だ
j改
rfJ
宇i台
第1006号

◆第３回紫式部文学賞・市民文化賞受賞式

ー

三一〜万言言瓶蘇 ⁝⁝・
ニ︸一説三一⁝

＆ハイパー能﹁浮舟・夢・源氏﹂

０

１討ドレ

114日佃・午後２時〜４時
ロＵ

た愉
のし﹂
受賞作品﹁旅ゆけバ

ｍ匹皿難皿繍皿皿一 ︒ヂ犬一

︸︒︷一一ＥＪ︒皿 Ｅ｀馬Ｊ

畜座談順一⁚⁚｀⁝⁝一︒︑ 宍｀・・

1 皿大言
当選した人が優先となります
鸚
4
︵敬称略・五十音順︶ 奉愁願11 9願ＪＩＩ豺 一
﹁受賞式出演者﹂

︿第３回﹁紫式部文学賞﹂受賞者﹀
石牟礼道子受賞作品﹁七ぺ卦貳﹂

市島絢

︿第３回﹁紫式部市民文化賞﹂受賞者﹀

蓮沼徳次郎 受賞作品﹁人麻呂渡しＩ律令からのメッセージ﹂
︿紫式部文学賞選考委員﹀
梅原猛・大庭みな子・瀬戸内寂聴
竹田青嗣・多田道太郎
︿紫式部市民文化賞選考委員﹀
木股知史・塩見啓子・鈴木貞美・坪内稔典
水川喜夫・宮城宏・山路興造
︿音楽﹀
宇治シティフィルハーモニー
︻バイパー能﹃浮舟・夢・源氏﹄︼
源氏物語宇治十帖の﹁浮舟﹂を︑現代のテクノロジーを使って
再構成︒紫式部のひとり語り︑シンセサイザーなどを加え︑伝

作曲・演奏・：束祥高

ひとり語り：土藤夕貴

統芸術を超越した新しい芸術空間です︒
監修・：小松左京
演能：哀世栄夫

首二
゛

⁝

⁝⁝⁝⁝

⁝ 一一

〜︸〜大

建都1200年プレイベント

◆文化フォーフム﹃平安京と宇治・平等院﹄

113日出・午後２時〜４時︵開場は１時半︶

都が平安京に移され︑来年で千二百年を迎えます︒その平安京で栄

■文化センター小ホール ■入場無料・自由

華を誇った藤原氏一族の遺産といえる﹁平等院﹂をメーンテーマに︑︒

近年の発掘調査の成果を盛り込み︑﹁京﹂﹁宇治﹂の地にはぐくまれて
︻出演者︼

きた文化を考え︑新たな文化創造の契機にしていくものです︒

パネリスト・：尾崎左永子︵作家・歌人︶︑宮城宏︵平等院住職・甲

南女子大学学長︶︑村井康彦︵国際日本文化センター︶

映像出演⁝西村公朝︵愛宕念仏寺住職︑元助美術院国宝修理所長︶

コーディネーター・：浜中博久︵アナウンサー︶
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◆宇治十帖スタンプラリー
111月３日固︑午前９時半〜午後４時
スタンプラリーを行います︒スタンプ帳は当日︑観

︑
ｉ卜 113L ︲゛ＩＩ ｆ゛︒︒ Ｉ

｜

ノ

ｊｊ４ヽ″ＩＩφ一

源氏ろまん・サンフェアヘのご来場は無料バスで

⁝⁝ ⁝⁝⁝

ＩＩ｀ ｉ；ｌ ！ｒ ︒！；Ｉｐ ！ＬＩＩ ゛Ｆ ゛ＬｔＩ Ｉ ｉ！ ！゛７；Ｆ︒ Ｉ ｒＩ″ ド︒ ＾１Ｆ゛ｔ゛

○

⁝一⁝⁝⁝⁝

11月13日出・14日旧︑午前９時〜午後５時まで︑万文化センタ
１と主要駅を結ぶ無料バスを運行します︒ユースは︑

文化センター︵循環︶の２コース︒停留所は路線バ

−ＪＲ宇治−文化センター︵往復︶︑近鉄小倉−近

し

す︒駐車場には限りがあります︒ぜひバスをご利用ぐだぎい・

一

りｔ﹄ＩＩ ！ｊ りＩＩｓ﹄Ｉ．

ごぷｰ'〃

'ぷー−ミご一心丁

‑．ＪＩＺ●‑ｊ−

源氏物語﹄宇治十帖の古跡を中心に市内を巡る
◆源氏物﹃語
関連商品の販売・お茶席

配布︒コースは基本コース︵約四・七ｊ︶︑健脚コー

13:00〜

光セ
タ日
ーと
京日
阪・
Ｒ宇
︑近
大料
久保
ので
各駅で
■
1ン4
︵
︶Ｊま
で治歴
史鉄資
館

10:00〜

ス︵
九茶
ｊ︶
に‑
分か
てい
す︒
べを
てを
回心
った
人ー
に﹂
◆﹁大
名約と
師
三れ入
宛まの
書す状
中
に

10:00〜

○ウォーリーの冒険めざせ!宝島

t
lゝ ・
戈..̲..̲−

主催…サンフェア宇治'93開催委員会（宇治商工会議所・咄宇治市観光協会・宇治茶商工業倒）

︻抽選会一

おもしろ2daysサンフェア宇治'93

は︑当日観光センターで参加賞をお渡しします︒

グッズ50点。何ももらえなかった人

特別展

特別賞をお渡しします︒

よで門謳蕪繋体験をする

114日㈱︑午後１時〜１時半

抽選会応募用紙を提出した人を対象に抽選を行い︑

にも、復活抽選会でマウンテンバイク５台ほか

はマウンテンバイク50台、Ｊリーグ

‑

クバス料理試

■
2化8
︵
︶ーま
でス中
央ジ図書館で
Ｉ文
セ日
ンタ
ー日
前オ
プン
テー
◆﹁源氏物語と平安文学﹂
源氏物語関連図書展示

十三日・十四日とも︑中央公民館東側入口に絵はがきなど関連商品の販売店
三五〇円︶は観光センター︵a23・3334︶︑文化観光課︵内線2223︶で発

10:00〜

宇治の名産品や、Ｊリーググッズ、中国物産など

(豊23−3101)

問い合わせ…宇

昧自慢のお店がぎっしり

具が当たる各種

○お祭り昧のれん

11:30〜

○バザール＆バザール

ツトとおでんの

参加費500円

の展示・販売

を︑文化センター大ホールロビーにお茶席を設置します︒お茶席の前売り券
売中︒

プレゼント
ご
Ｏ商工会議所婦人会ふれあいチャリティノザー

四十

参加費300円。二つに分かれた地

クイズ、園芸

丸太切り競争、

図のもう片方を見つけだそう。賞品

試飲、ブラッ

教室、木工教

○ミス宇治コンテスト

○農林漁業祭

9 :30〜

○オープニングセレモニー

……10:oo〜16:00
lｎヨ圓I
……10:00〜16:00
IEII∃111111

Ｏ秋満載！わくわく鍋アイランド

Ｏ中国物産展

Ｏロマネスク宇治

◆市民文化祭展示の部︵第二部︶
■12日吻〜14日㈱︑午前10時〜午後４時
手工芸品・写真・額装品・拓本・文芸・木彫・木工芸・映像などを展示しま
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一中央公民館
す︒源氏物語にちなんだ作品もあります︒

13日（土）、14日(日)文化センターで源氏ろまんと同時開催

第1006号
1993年（平成５年）11月１日発行

り
よ
だ
攻
rfJ
宇1台
(3)

紫式部文学賞・紫式部市民文化賞受賞記念イベント

13日（土）、14日（日）

″

申込用紙と﹁しおり﹂

３日廊まで︑市役所１階
員に通知するほか︑12月

届け出前の二年間分の

保険料については︑厚生

年金や共済組合が負担し

ますが︑それ以前の期間

り︑将来受け取る年金額

については未納期間とな

が少なくなったり︑もら

えなくなったりＬ蚤す︒

※第＝一号の届け出後も︑

必ず届け出をＬ︒

扶養者の退職︑転職や離

の就職︑収入口増加など

婚︑第三号被保険者自身

なることがあります︒必

で︑第＝一号に該当しなく

ず︒その都度届け出を︒

268

います︒結果は応募者全

所

12月１日團︑午前９時

年に1度は注射と登録を
予防注射と登録は行ってい

第三号被保険者としての

届け出をしてください︒

▼必要なもの・：夫婦両

方の年金手帳︑印鑑︑事

業主から被扶養配偶者で

あることの証明を受けた

第３号該当届︵健康保険

被保険者証︑共済組合員

証でも可︶

扶養者の加入している

★保険料は

担︒給料から天引きされ

厚生年金や共済組合で負

たり︑自分で納めたりす

ることはありません︒

国民年金課年金保険料係︵内線2310︶

14:30〜15:10 広野宮谷集会所

半から市役所で抽選を行

︻使用者と区画の決定︼

市では︑下表のとおり狂

020円▼会場へは︑犬を

▼登録・注射手数料・：5

ますので︑ご利用を︒

コントロールできる人が連

きは︑たき火はしない ④

館

★届け出が遅れると

健

治

犬病予防注射を行います︒

三ヵ月以上の犬の飼い主は︑

れて来てください▼心一場で

天ぷらを揚げるときは︑そ

11月９日 11:00〜11:40 名木集会所（1丁目）

国民年金保険料の納付は便利で確実な口座振替で

所

保

会

14:30〜15:10 宇

民

公

倉

集

田

11月11日 11:00‑11:40 砂

狂犬病予防法では︑生後

年一回︑狂犬病予防注射を

の犬のフンは︑飼い主が責

受けさせることと︑犬の登

わせ・・・宇治保健所︵豊21・

任を持って処理を▼問い合

2191︶か市役所環境保

録をずることが義務付けら

も受け付けますので︑今年

全課︵内線2254︶へ︒

れています︒会場では登録

の四月以降︑まだの人はご

なお︑動物病院でも常時︑

利用ください︒

訓練の経験の有無が︑いざ
という時︑明暗舎分けるこ

また家庭でも︑次の﹁火

とにもなり兼ねません︒

の用心 七つのポイント﹂

では︑一人暮らしの高齢者

の場を離れない︒⑤家心周

う資格で︑国民年金に加

入しなければなりません︒

市役所国民年金課で︑

★第３号になる仁は

10:00〜10:40 紫ヶ丘集会所

所

11月10日 11:00〜11:40 小

天ヶ瀬墓地公園

トル1120区画 ○４
は木幡公民館︑各コミュ

第2期分墓所使用者を募集

市では︑三年十月から
平方メートル＝１１６区

月9日〜15日
秋の
火災予防運動

の実践してください︒
①寝たばこＩたばこｓ
投げ捨てをしない ②子供

の住宅の出火防止や︑天ぷ

サラリーマンや公務員

には︑マッチやライターで

らなべ︑放火による火災の

りに燃えや︒すいものを置か

に扶養されている20歳以

の防火対策﹂が︑今年の運

防止対策に重点を置いて︑

ない ⑥ふろの空だきをし

遊ばせない ③風の強いと

啓発活動や消火器の扱い方

前を正確に ○目標となる

﹁第３号被保険者﹂とい

上60歳未満の配偶者は︒
トーブには︑・燃えやすいも

ないよう気を付ける ⑦ス

皆さんも︑地域で訓練か

のを近付けない

ものも付け加えて Ｏ状況

知っていますか

あるときにはぜひご参加を︒

正しい通報

などの訓練を行います︒

動の大きな目標︒消防本部

防火訓練にご参加を
消防本部では︑十一月九
日から十五日までの問︑秋
の火災予防運動を展開しま
す︒スローガンは﹁防火の
輪 つなげて広げてなく
す火事﹂︒
最近の建物火災のうち︑
大半を占めているのが住宅

１階市民ギャラリー▼内

火災です︒このため﹁住宅

いずれも参加は無料︒ぜ

の展示︒〜

容・：福祉機器や介護用品
詳しぐは同協議会︵S

ひご来場ください︒

22・5650︶へ︒
ふれあい劇場

消防と市民の結び付きを

○事故の内容・程度 ○場

二人が見ているなぞの物体はい

ターで行われている﹁野外彫刻展﹂

ったい⁝？・ 実はこれ︑文化セン

の出品作のひとつ︒同展ではこの

io:4o 西小倉集会所

10:oo

皿
｀−−

宇治金井戸に︑墓地公園

行政サービスコーナー︑

ニテ″センター︑南宇治

︻使用料・管理料一
市役所環境保全課と同事

画︒

左表のとおり︵使用料

︻受付期間︼
11月10日困〜24日出
︵当日消印有効︶︒

れあい月凹と定めてい
ます︒今年は﹁ふるさと
宇治かぶれあいの町に﹂
をテーマに︑次の催しを

羽宇治福祉まつり

象徴するダイヤルナンバー

を正しく︑詳しく

所と目標となるものを ○

★救急車を呼ぶときは・：

・1191これにちなんで定め

﹁119番の日﹂︒市民生活のよ

今︑電話している﹁あなた﹂

られたのが︑十一月九日の

旦層の安全確保への願い

の名前と電話番号を

が込められています︒
ところで皆さんは︑実際

緊急の場合だけに︑つい慌

必要なのは以上のこと︒
んなことを伝えればいいか

されています︒期間は十一月三日

ほかにも︑大小様々な作品が展示

鰯まで︒ぜひご覧ください︒

てたり焦ったりしがちです

にぽ番通報害葛とき︑ど

14:30‑15:10 束木幡集会所

ご存じでしよシか︒

はっきりと言ってください︒

13:30‑14:10 三室戸集会所

(木)

13:30〜14:10 城南荘集会所

(水)

の建設を進めています︒
この程︑第二期分・四百

は１平方メートル当たり

務所にあります︒

完了しましたので︑墓所

六十二区画の造園工事が

帯１区画に限ります︒

事項を書き︑天ヶ瀬墓や

なお︑申し込みはＩ世

25万円︑管理料は同年額
2000円︶⁚

﹁区画﹂

郵送で︒

市社会福祉協議会では︑
ボランティア活動への関
心を深め︑積極的に参加
していただくきっかけに

行います︒
▼とき＝11月21日㈲︑
午後１時半〜４時▼とこ
ろ・・・中央公民館▼上映作

▼とき・：Ｈ月７日面︑
午前10時〜午後３時︵雨

品⁝﹁息子﹂︵宇幕付き︶︒

狂犬病予防注射と登録実施日程
が︑できるだけ落ち着いて
★火事になったとき︑見
つけたときは・・・ｏ場所と名

14:30〜15:10 北広野集会所

会

集

堂

会

公

椋

10:00〜10:40 旦

陵

13:30〜14:10 南

(火)

13:30〜14:10 南部福角集会所

（月）

‰昌D

11月8日（月）〜11日（木）

▼とき・：１１一月28日㈲︑

宇治ボランティア集会

午前10時〜午後４時▼と
ころ⁝市民会館▼内容・・・
○講演﹁ボランティア活
動・迷い・つまづき・喜び﹂
文教短期大学講師・加藤
博史さん Ｏ分科会︒

11月８日 11:00〜11:40 西川原集会所

第3号の届け出

場

会

間

時

実施月日

忘れないでね

使用者を募集します︒
天ヶ瀬墓地公園がある
のは︑天ヶ瀬ダムの南西︑
斎場近ぐの緑豊かな山あ
い︒雨では今後も︑落ち
着きと親しみのある墓地

8,000円

公園管理事務所へ︑必ず

の町に

ダｲ湊

公園を目指して造園工事
を進めグ順次︑使用者を
募集してい泌歪す︒
︻資格一
宇治市に住民登緑か外
国人登録があり︑市内在

100万円

︻申し込み一︒

住の人︵既に天ケ瀬墓地

6,000円
4 ぼ

公園Ａ区を使用している

4,000円
75万円

所定の串込用紙に必要

bO万円
3 ぼ

世帯の人を除く︶︒

2 m‑

○２平方メートルー２

ふるさと宇治をふれあい

狂犬病予防注射
天中止︶▼ところ・：市役
所駐車場▼内容・・・パレー
ド︑模擬店︑ステージ発
表︑こども広場︵紙芝居︑
ヨーヨー釣りほか︶︒︒
介護用品展

▼とき：11月18日俐〜
30日㈹︑午前８時半〜午
後５時▼ところ⁝市役所

119番の日

管理料(年1頁)

使用料
種別

しようと︑十一月を﹃ふ

｜

福祉まつりでは、簡単な手話が覚えられる
ミニ手話教室も開催（写真は昨年の福祉ま
つり）

使用料・管理料一覧

福祉に関する催しを開催

２６区画 ○３平方メー゛

93ふれあい月間

10:00〜10:40 木幡河原隣保館

カメラで
おじゃま

11月9日は

皿
」

‑＝＝‑ミ
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〈ワープロ・初級入門〉30日〜12
月17日の火･が￡7800円。くワー

募集

・『税を知る週間』の催し

プロ･初級プラス〉12月２日

■京都職業能力開発促進センター

6年

1万1700円。

12月16日の月・木曜、7800円。
お知らせ

二二三止比比ニブﾚ

１
・

匝同館｡先着40人。

■大久保青少年センター(豊44−
・宇治公民館(S21‑2804)

7447)

く市民スタッフによる講座｢親
と子のミュージカル講座J〉C〉13

無料、ぜひ参加を。【〉○21

日田から６年３月までの土･日曜、
午前10時

a(日吽

正午を中心に12回[〉

後１時

表、自由参加の;l刳其・卓球・ゲー

の参加も可)圃同館。先着親子

トボール大会ほか

lo鯉

〈女性m座〜作法〉日本

６年３月22日(火)の月・火曜のう

い。対象となる子供の保護者には

ター(長岡京市友圖1‑2‑1,

品展示ほか。

形、手紙の書き方、食事作法など

〈踊りま専料〉日本舞踊

から発展した｢新舞踊｣を学びま

親子201且。
■宇治公民館(豊21
−2804)

所(豊20−8509)｡12月６日(月)まで。

③パドミンlヽン④けん玉⑤折

・京都高等技術専門校6年度生

り紙【〉いずれも午前９時半〜正

①卓球

E〉募集科‥自動車整備科、建築

■小倉公民館(S22−4687)
折り紙教室

ッシュアートコース[〉対象…高卒

4141）。

C〉指導…折り紙研究家・吉野博さ

卒に限るバ〉選考日…11月24日伽

ん。
・広野公民館(mi

時〜正午【〉①は６年３月までの第
月12日出まてこ

講座・教室

相談

■同和問題を考える市民講座

■巡回無料法律相談

犬のフンは、飼い主が責任
を持って処理しましょう

[〉14日(日陛前1〔時

大会

正午、城南

内在住で肢体障害のある人(車い

発見してみませんか｡[〉11日出･18

すでの参加も可)[圏社会教育課

日出･25日俐､2月１日伽･15日俐、

(内線2516)。8日(月)まで｡先着20人。
■城南地域職業馴練センターの講座

午前lC時〜正午[〉内容…自然と人

[〉いずれも午後6時半 9時
圃同センター(容45−0588)。

図書館

るま

・市民秋の見学会〜加古川の水運

ミントン
ぷ;;

②折り紙教室＝花ぐ

･ ･‑‥

インフルエンザ予防接種

体育館[〉対象…市内在住・在勤・

若原英弐さん[〉45a]円圃宇治市

在学の人(トリムの部は市内在住

読書クラブ協議会・前川さん(a

に限る)c〉チーム編成…監督１人

21−3458)か小畑さん(S22−85

と競技者４〜６人

38)。5日出まて1

○トリムの部

＝30歳代と40歳代の男女各１人

催し

○ファミリーの部＝夫婦と小学４

■第10回暴力追放・少年非行防止

c〉5日出午後2時

の女子４人○一般の部＝中学生

／五ヶ庄西川原

入所を希望する場合

●６年度も続けて

保育所
入所申請
問い合わせ保育課︵内線2323︶

保育課で受け付けます▼申

▼甲し込み・・入所申請書

●産休明け保育

▼対零：６年２月２日ま

でに出生届け出のあった６

⁝12月13日㈲〜６年２月２

ヵ月未満の乳児▼申し込み

日脚に保育課へ︒なお︑保

育所︵園︶によって︑保育開

始月齢が異なります︒

＊いずれも︑一斉受付期

間を過ぎて申請した場合は

二次募集の扱いになります

ので︑ご注意ください︒

生と中学生▼集令＝当日午

前９時40分に橋寺へ︒参加

証をお渡しし︑10時から文

ます▼感想文・：当日会場で

化財についての説明を始め

お渡しする４００字詰原稿

用紙３枚以内︵写真や図を

別に付けても構いません︶

に書いて︑抑一月15日困まで

7︶へ▼表彰・・・市長賞・教

に社会教育課︵内線261

12月13日︵月︶から受け付け

込用紙と必要書類・：申込用

と保育できない旨の証明書

明書が必要です︒早めにご

在︑生後６ヵ月以上６歳未

紙は12月１日困から︑各保

などを︑12月９日出入１１一日

時間はいずれも午前10時〜午後４時
育長賞・文化財愛護協会理

事長賞と︑入選若干名を決

め︑１月下旬に表彰式を行

う予定です▼交通費↓感想

文作成の経費︵写真代など︶

は参加者負担です／作品は

返却しません︒著作権は教

育委員会に帰属するものと

します︒

用意ください︒

満の乳幼児︒保護者が家庭

育所︵園︶と保育課でお渡し

出に︑現在入所中の保育所

広野保育所・ひいらぎ保育園
広野保育所 小倉双葉園保育所
12/15
團 なかよし 三室戸保育園・あさひ保育園
ｲ呆育園 なかよし保育園・宇治保育所

し込みができない人は︑ｐ一

の内外で仕事をしているか

します︒申請には︑保護者

私たちの宇治市には︑重

要な文化財がたくさんあり

ます︒その文化財を見学し

て学んだこと︑感じたこと

を感想文にして応募してく

ださい︒

▼とき・・・11月13日出︑午

前10時〜正午▼会場・：橋寺

・塔の島十三重石塔▼対象

・・・市内在住の小学５・６年

北木幡保育所・木幡保育所
明星保育園
のぼ引呆育園・明星保育園
12/14
(火)
いずみ保育園 いずみ保育園■槙島保育所

6年度ｉ

月13日囲〜24日出の午前８

病気などで保育ができない

︵父母など︶の﹁在職証明書﹂

伊勢田保育園･南浦保育園
西小倉保育所･北小倉保育所

●初めての入所の場合

場合に限る▼入所受付日・

︵園︶へ提出してください︒

象務課(内線2052)。会場へは無料
園

日出までに広報課(内線2070)へ

時半〜午後５時に︑市役所・

場所⁝左表のとおり︒やむ

など︑保育できない旨の証

対

４年11月生まれのお子さん。10

▼対象・：６年４月１日現

を得ない事情でこの日に申

11月13日（土）橋寺に集合

雅

念講演ほか[〉主催…宇治防犯協会

同胞保育園 同胞保育園・くりくま保育園
大久保保育所
12/13
伊勢田保育園

和輝くん

甘えん坊のカズ、元気で
大きく育ってね。

4時半、文

・城腸防犯協会囲企画管理部総

側

久貝

女子大学謝受・大塚義孝さんの記

書で15日(月)(必着)までに、市民体

場所

●

化センター小ホールc〉内容…京都

以上の男女各２人[躬所定の申込

日時

･,･?･.･‥l･｀.･

H4.10.19R

宇・城・久住民大会

成可)○女子の部＝中学生以上

小・中学生の
文化財感想文
コンクール

10時
?，

R宇治駅前ほかレ講師…

年生〜中学生(ほかの家族との編

o対象…保育所・幼稚園に通っている3歳i上の幼児と、小・
中学校で受けられなかった児童、生徒 ○実施方法‥i〜4週
間隔で２回接種 ○当日は必ず体温を測り、保護者同伴で
※車では来ないでください
圃保健予防課(内線2261)

E〉①は午前９時

r〉10日限午前９時〜午後５時半、
集合はJ

日(日)、開会式は午前1(時‑。黄粟

S･･笠取第二小学校 ll/30(火)■M/l(火)13:30〜14:00
卜笠取小学校 n/30(火・2/7㈹ 14:30〜15:00

③自由遊び＝一輪車・バド

あとは午前９時〜正午。

と滝野町周辺の文化を求めて

市代表として出場できます。E〉28

麗仁器ト。〜15:30

メモをとる表情も真剣i昨年のコン
クール、平等院で）

①体操教室＝リズムダンス・ト
ランポリン

第13回府民トリムのっどいに宇治

として生きていることの喜びを再

生、恋と愛と、詩歌とわたくしど

7447)

電話予約を。先着10人。

トリムの部の優勝者チームは、

荘児童公園(現地集合)[〉対象…市

詩人や歌人の作品を通して、人間

・大久保青少年センター(S44−

広報課市民相談係(内線2080)へ

・第5回市民ソフトバレーボール

ゴルフ

−7450)

に少し余裕があります圃m館。

スポーツ

■肢体障害者教室〜グラウンド・

〈文学講座ヽ･珠玉の詩歌に学ぶ〉

稚園児、小・中学生が対象。定員

協会京都文部・京都弁護士会圃

2221)。

人

除<)が対象、先着30人【〉②は幼

所市民相談室[〉担当‥順が剖拿扶助

田賢作さん暦同和対策室(内線

習の成果を発表圃同館。先着30

２土曜。小学生(前回の参加者は

E〉9日(火)午後l時〜q時、市役

たい｣＝京者μ斤聞社論説委員・吉

月２日出の宇治公民館まつりで練

②ハーモニカ

音楽を楽しみませんか【〉午前10

公共職業安定所(S20‑8609)。11

館E〉講演｢｢解放の日々｣を生き

ち10回、午前10e#〜正午。６年３

①英語で遊ぼう

121‑3、S075‑542‑4451)か宇治

E〉2日(火)午後７時〜、中央公民

5年２月25日の金曜のう

−7450)

圃同校(京都市伏見区竹田流池町

4時[〉

C〉午前1(時〜正午

か18歳以上(自動車整備科は高

[〉入校…６年４月。期間は１年

〈おはなし会〉10

②フライングディスク

午。

設備科、印刷デザイン科、フィニ

幼児〜小学校f氏学年。

す。できるだけ着物でご参加を。

269

ンター。雨天中止圃同館。先着

圃同セン

5‑951‑7391)か宇治公共職業安定

円程度の実費が必要な講義もあり

卜･保健医療センター

午前９時半〜正午、東宇治浄化セ

13）へご連絡を。

内容…お話、紙芝居などE〉対象…

先着40人。参加は無料ですが300

■広野公民館(S41

■木幡公民館(酋32−8290)

ていない人は学校教育課（F゛ﾖｷ泉26

23日(弓午前９時〜午後

日出・24日叫午後３時半

[〉対象…市内在住の女性匝同館。

【〉12日

11／13第2土曜子供の催し

４時半＝同センターサークルのイ乍

慶弔のきまり、正月の祝いと折り

ます。

20)。

S07

竹馬。竹馬だけは参加費350円)
○21日(日)

ちla回、午前l時〜正午[〉内容…

６日c札期間は６ヵ月

遠慮＜ださい。E〉工期…６年３月

敷き物､ブラバンのキーホルダー、

でのｲ乍法を学びます。C〉9日(火)〜

…12月10日出[〉入所日…６年１月

で行います。必ず受診してくださ

31日まで（予定）庶同署（S44−

形劇、作って楽しもう大会(花の

の文化、伝統を見直し、日常生活

１日生まれ）を対象に、各小学校

工事期間中は、車での来署はご

○23日(?i)=人

画の展示[Ｍ市民税課(内線21

親子グラウンド・ゴルフ広場【〉

児（昭不D62年４月２日〜6S年４月

ナンス科だけは45歳以上[〉選考日

■宇治税務署の増改築工事

5時＝子供クラブ活動発

対象…小学生と保護者(子供だけ

稚園児・小学生の、税に関する絵

…年齢・性別は不問。ピルメンテ

既に通矢口していますが、まだ届い

〈第２回こども文化祭〉入場は

[〉募集1キ･･設備保全科、物流サ

ナンス科、情報サービス科[〉対象

来年４月に小学校へ入学する幼

もの日常ほか

公民館・青少年センター

市民ギャラリー[〉内容…市内の幼

科、デザイン工芸科、ピルメンテ

・就学時の健康診断

●
ｉ
人４．｀ｉあ４ｔら４し皿い

[〉11日俐〜17日出、市役所１階

5年度1月期生

ービス科、電気設備科、電子制御

ｓ

BOX

第1006号

送迎パスのご利用を。

〈パソコン・c言語中級〉29日〜

ごこ

1993年（平成５年）11月１日発行

り

育課(内線2622)へ。

１月13日の月・木El,

萱22‑3141
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図書館（1
時間を決めます。

おはなし会

1月分）

献血
■社会保険相談所
●２日吹)。午後l時半〜q時半、宇治保

時
3時半、宇治黄

１京都府交通事故相談
正午と午後i時〜

10日困･24日伽、

10日南､24日南

○東宇治

10日伽

いずれも午後３時半

4時

振興局。[圃同振興局a21−2049o
■暴力にかかわる困りごと相談

飼えなくなった犬・猫
●毎週月曜、午前９時〜10時半、宇治保
健所。

相談あんない
・青少年相談

か
○中央

午前９時〜午後4時、京都府宇治地方

３時半、㈱西友宇治店。

おはなしたまてばこ

１日(月)、

午前９時〜午後4時、京都府宇治地方

子供から大人まで年齢問わ

振興局。電話での相談も可。圃京都府

ず。内容は主にス｡トーリー

暴力追放運動推進センター昔075‑451‑

テリング

8930.

○中央

20日出
午後３時‑3時半

25日困、午後l時

4時。

●

宇治公民館。
毎週木曜、午後1時半〜o

○東宇治

●

市、社会福祉協議会では、この

●

●
●

・法律相談

4時。[Ｍ京都南社会保険事務所豊

075‑643‑354L

梨病院。
●25日團、午前10時

3歳以上の子供が対象。内
容は読み聞かせ、紙芝居は

26日圖＝広野公民館。いずれも午後1

健所。
●12日圖、午後i時半

12日出＝小倉公民館｡

移動図書館そよかぜ号巡回日程

保健・衛生・相談（11月分）

ほかにも各種相談事業を実施して

17日困
午後3時半

●

4時

●

・います。詳しくは５年度版'‑市民
：カレンダーと手びき。バ市民の手

き先着10人。社会福祉協議会公22−06

問い合わせ

●
●●●

時半、総合福祉会館。定員は１回につ

●

中央図書館き20−1511
東宇治図書館S32−2232

：引き」をご覧ください。

00へ電話予約を｡受け付け順に相談日・

日

地区
駐車時間
駐車場所
六地蔵 13:30〜14:00六地蔵公会堂前
御蔵山 14:20〜15:50御蔵山小学校
羽戸山 10:00〜11:00羽戸山集会所横
４日俐 福 角 13:30〜14:20五ｹ庄福角市営住宅
岡 屋 14:50〜15:40岡屋小学校
５日圖 木 幡 13:30〜15:30木幡公民館前
三室戸 10:00〜11:00府営三室戸団地内
９日(火) 志津川 13:30〜14:00志津川バス駐車場
明星町 14:20〜15:20汚水処理場横
10日出 平尾台 14:40〜15:50平尾台第V児童公園
南小倉小学校
11日俐 南小倉 10:00〜11:10
吹 前 14:00〜15:30槙島小学校
io:oo ii:00南陵第2児s.公園
12日６ 南陵町
遊 田 14:00〜15:30西小倉中学校北?1
大久保 io:oo ii:00 旦椋公会堂前
16日(火) 西大久保13:30‑14:20 西大久保小学校
平 盛 14:40〜15:50平盛小学校
17日團 北小倉 13:30〜15:30北小倉小学校
18日俐 広 野 15:00〜1600 大久保小学校
司落合12のiきり
13:30‑14:20 / " V 木 ガ レ ー ジ
19日金 棋 島
蔭 山 14:50〜15:40ユニチカ社宅前
24日出 緑ヶ原 13:30〜15:30緑ケ原蔭田緑地
25日出 伊勢田 13:30〜15:30伊勢田小学校
25日(金9 北棋島 14:00〜15:30北槙島小学校
２日(火)

11月の燃えないごみ・し尿収集曰程
し

燃えないごみ環m事業所萱内線3003）
六地蔵(J
4

,ぷ､･Z
言j

R以東・以北の全域）

ｌ

15 24 12/4 ≒‑^にツ白域）
五ヶ庄(広岡谷,

J R以東の芝ノ東）

六地蔵（J

R以西・以南の全域）

木

R以西の全域）

幡（J

･厦
l
1

五ヶ庄（一・二・三番割、梅林、大林、折坂、
5

18

16

25

12/6

北ﾉ庄、新開、高峯山、谷前、壇ノ東、
寺界道、西浦、西川原、西田．野添、

I;
E

雲雀島、平野、古川、J

n

東,

R以西の芝ノ

J R以東の福角、京大宿舎）

19
20

塚、戸ノ内、日皆田、J
域）

羽戸山（全

2

24

谷下り(全域)、出口(全域)、森本(全域)、中筋、大谷、東中、西中、
藪里、段ノ上、東隼上り、西隼上り

4

25

折坂(JR以東)、平野(JR以東)、福角(JR以東)、一番割、二番割、三番割一部

5
6

26
29

南端(
J R以東)、芝ノ束(府道両側)、西浦(J
R以東)、新開(JR以東)、三番割
南山(Ａ)、中村(sつきヶ丘)、広岡谷、芝ノ東(府道以東)

8

30
9

1

R以西の福角）
域）

10

･f

6

17

26

12/7

志津川（全 域） 明星町（全．域）
宇
治（壱番、乙方、金井戸、下居、善法、
塔川、東内、東山、又振､,妙楽、山田、
山本、蓮華、J
白

宇

8

R以南の宇文字・里尻）

川（全･域）棋島町（大島）

治（池森／大谷、米阪、蛇塚、弐番、
野神、琵琶、J R以南の御廟･天神･
矢落・若森、壱番一部〔都計道路以
西〕、下居一部〔上権現町〕）

18 29 12/8琵琶台（全域）折居台（全域）
天神台（全域）南陵町（全域）
神
明（全 域） 小倉町（奥畑）
羽拍子町（J
R以東の全域）
開
町（J
R以東の全域）
広野町（小根尾一部）

激

16

鋲

･

腿¨･.:

東

1
6

19
22
29

8

30

相
生

9

ミ

広野町（新成田・成田・小根尾一部の３地
9

.19 30 12/9 大久保町で↓除Å宍域二山台（全
府営西大久保団地に棟〜21棟・44棟）

域）

in

小倉町（新田島を除く近鉄以東の全域、西山）

1

10

20

羽拍子町（j

R以西の全域）

｜

開

R以西の全域）

12/1

町（J

伊勢田町（井尻、ウトロ、浮面、大谷、蔭田、
北山、毛語、新中ノ荒、中荒、中ノ

宋

偏

田、中山、南山、若林、名木）
府営西大久保団地（22棟〜43棟）
市￨

11

22

12/2
宇

小倉町（西山を除く近鉄以西の全域）
伊勢田町（砂田、中遊田、南遊田バ
安田町（全域）

12

23

12/3

R以北の宇文字･御廟･里尻・

ffl

天神・矢落・若森）
横島町（大島･外一部〔寺内町内会〕を除く全域）
小倉町（新田島）

S'ylll｀

言
。
gHirkJ‐

ごみ袋は、片手で持てる大きさと重さで、口をし
つかり結んで、決められた場所に出してください。

半白、志津川
乙方、山本、蔭山、東内、又振、山田、紅斎
田原、旦椋、井ノ尻、北ノ山、山ノ内、西裏
戸ノ内、矢落(jR以北)、若森(J R以北)、寺山(JR以西)、茶屋裏、久保(JR以西)、
上ノ山、大竹、南ノロ、平盛
R 以西)、
12/1石塚(心華寺通り以西)、丸山、一里山(府道以南)、桐生谷(J
東裏(J R以西と府道以南)、白川、金井戸

10

R 以北)、小桜、樋ノ尻、石塚(心華寺通り以東)、
12/2弐番(府謐以北)、池森、米阪、蛇塚、里尻(J
宮北一部、寺山(J R以東)、宮谷、尖山一部(4
番地)、中島、久保(
J R以東)

11

12/3

一里山(府道以北)、桐生谷(J
R以東)、東裏(J R以東の府道以北)、開町

12
15

12/4
12/6

宮東、宮西、宮北
大谷、野神一部、小根尾、大開、尖山一部(2番地・６番地)

16

野神、大谷一部(上権現町を含む)、琵琶、弐番(府道以南)、矢落(j
R a南、
12/7 若森(J R以南)、宇文字、壱番(宇治橋通り以北)、妙楽(宇治橋通り以北)、里尻(J
R 以南)

17

12/8

下居、善法、壱番(宇治橋通り以南)、妙楽(宇治橋通り以南)、蓮華、塔川
南浦(30〜33,
80‑98、100,‑110)、大京団地、山際一部
山際
ｊ
・
寺内、久保、天王(府道以北)、老ノ木、西山(IB国道〈府道〉以東)、蓮池

1

22

天王(府道以南)、東山、中畑、西畑

2
4

24
25

西浦、南堀池(田中づ大和一部西２号通り以北)、堀池
南堀池(本通り以北)、南堀池(本通り以南)、南堀池(大和32〜36)

5

26

6

29

8

南堀池(大和)、南遊田、遊田、砂田、毛語一部、中ノ荒、井尻、中ノ田、名木、
浮面．安田町 ｉ
中山(近鉄以西)、毛語、若林、南山、ウトロ
神楽田(山中含む)、西山(1日国道〈府道〉以西)、中央台、北山Ａ・B
･ C・Ｄ団地、
毛語(府道以北)、若林一部

30
9

治(蔭山、小桜、戸ノ内、半白、樋ノ
尻、J

3

12/2 北畠、桧尾、平尾、須留、炭山
六地蔵(J
R以西・以南の全域)、陣ノ内{
J R以西)、正中(JRVX西)、河原、北島、
12/7 東中(J R以西)、西中、大瀬戸(JR以西)、内畑、熊小路、中村(JR以西)、西浦、
南端(J
R以西)、Jtノ東

｜

広野町（新成田、成田）

2

南山（Ｂ）、金草原
六地蔵(J
R以東・以北の全域)、陣ノ内(J
R以東)、正中(J R以東)、御園、
12/1
南山畑、北山畑、中村(JR 以東)、大瀬戸(JR以東)、東中(JR以東)、北畠一部、
北御蔵山(平尾)、中御蔵山、南御蔵山、畑山田、花揃、赤塚

18
･19
20

1言

棋島町（ﾀﾄｰ部〔寺内町内会〕）

野添、谷前、梅林、西浦(J R以西)、新開(JR 以西)､ 平野(J
R以西)、折坂(JR以西)、
笠取、池尾、門前、池山、岡谷、只川、河原
福角(J RU西)、日皆田、岡本、上村、大八木島、一里塚、戸ノ内、車田、丸山、平町
荒棋、田中、大垣内、妙見

φ･.･.
jE

道（仝

−5171）

11'

五ヶ庄（‑里塚、上村、大八木島、岡本、瓦
菟

尿（城南衛生管理組合豊075−631

寺界道、古川、西田、北ノ庄、大林、芝ノ東(J
R以西)

12/1

中山(近鉄以東)、大谷、羽拍子町

11

春日森、−ノ坪、島前、大町、石橋(大川原線以西)、中川原(大川原線以西)、
12/3 大川原、東目川、西目川

12
15

12/4
12/6

16

中川原(大川原線以東)、十一(大川原線以東・国it以東)、十六(国道以東)、十八(国il以東)、
12/7 吹前(市営住宅除く卜

17

12/8

南落合（Ｏの通り〜13の通り）
薗場(大川原線以北)、大幡、北内、門口、幡貫、郡、石橋(大川原線以東)、吹前(市営住宅)

南浦、西浦一部、神楽田一部(近鉄以西)

○し尿収集漏れの場合は、収集口側から確認のうえ、翌日(日・祝日の揚合はその翌日)に城南衛生管理組合へご連絡を。

270

