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Ｉシルバー人材センターと

職業のあっせんやいわゆる

事務局長･山崎龍三さん

るのでしょうか︒またお願
いすればすぐ仕事をしても
らえるのでしょうか？
仕事や時期によってかな

ころです︒労働省・京都府・

的な仕事のお世話をすると

だけるぷつな短期的︑臨時

り︑家事の補助︑宛名書き

場などの管理業務︑ビラ配

事︑建物の清掃や市営駐輪

な惣ヽ除草ヽ簡単な大工仕

すね︒ふすま張り︑庭木の

屋内外の軽作業が多いで

が︑今後の課題と言えるで

就業希望者と仕事量の調整

ないようなものもあります︒

が足りなくてすぐにはでき

事をお受けしても会員の手

余り来ないものや︑逆に仕

という会員がいても仕事が

り差があります︒やりたい

宇治市の援助により設立さ

や賞状の筆耕︑袋詰めやラ

しょう︒

事がありますか？

−具体的にはどのような仕

れた︑公共的な性格を持つ

ペル張りなどの内職︑経理

働く意欲のある高齢者の

ものではありません︒

団体で︑営利を目的とした

センターは会員制です︒

事務など︑多種多様です︒

皆さんに︑適度に体を使っ

生きがいの一つにしていた

雇用関係はありませんし︑
−事務局長さんは﹁生きがいづくりのお手
伝い﹂

シルバー人材センター登録者募集
定年でお勤めを退職したり︑

現役は引退した︒再就職はしな
いけれども︑まだまだ働けるし︑
社会参加もしたい・： そんな方
にお勧めしたいのがシルバー人
材センターです︒この号では﹁宇
治市シルバー人材センター﹂を
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あなたも﹂緒に始めませんか？

●

家業を子供さんに譲ったりして

●

訪ね︑お話を聞きました︒

市内在住で︑働く意欲と能

−センターの業務の仕組み

に仕事を割り当てます︒連

希望職種の登録をした会員

のお手伝いをするところで

社会参加と生きがいづくり

センターは︑そういう方の

仕上げた後︑センターから

仕事に掛かります︒そして

うことをお願いしたいので

もちろんですが︑﹃こうい

う高齢者の皆さんの登録は

物を年代ごとに﹁石の道

年に引き続いて︑考古遺

今回の企画展では︑昨

心発掘調査の中から︑平

等院小御所跡など五つの

遺跡を取り上げ︑詳しく

紹介します︒

２月５日(土)〜４月17日(日)入場無料

開催

は︑簡単に言えばどんなと
ころですか？

力のある六十歳以上の人な

て健康を保ちながら︑何ら

五十人で︑会費は年間千二

絡を受けた会員は︑その仕

かの収入を得ていただく︒

は？

ら︑どなたでも加入できま

百円です︒

す︒現在︑会員数は約二百

−職業安定所や人材派遺業

センターが会員にふさわ

配分金を受け取るという流

す︒やってみよシかなとい

しい仕事を請け負い︑会員

具﹂﹁うっわ﹂﹁戦い﹂な

とどう違うのですか？

の希望に沿ってその仕事に

すがｙという発注者のご利

問い合わせ

紹介するほか︑ここ一年

れです︒

歴史資料館企画展
｢考古遺物でみる宇治の歴史と文化｣
みんなで従事します︒心一員

豊20‑1734

どのテーマ別にまとめて

(京阪宇治駅東へ徒歩5分)

用もお待ちしています︒

宇治東内36−5

−入会すればすぐ仕事はあ

社団法人

と仕事の発注者との間には

いろいろコツもあるんです

健康維持にと思って始め

よ︒

たのですが︑納めた品物に
おほめの言葉をいただいた
りすると︑まだまだ社会に
貢献しているなと感じて︑

○平等院旧境内遺跡・塔

︿発掘調査から﹀

物の礎石が発見され︑文

面にあたる池の対岸で建

阿弥陀如来のちょうど正

献の記載を裏付けること

ノ川バイパス関連

ている金色院は︑当時の

寛子が建てたと伝えられ

となりました︒

平安時代の平等院の境

ていたと考えられていま

文献には出てこないため︒

内は現在よりかなり広く︑

した︒昨年開通した塔ノ

その真偽は分かっていま

藤原頼通の娘・四条宮

川バイパス工事に伴う調

せんでした︒調査では︑

○白川金色院跡︵左写真︶

査では︑平安時代の庭園

平等院の瓦と同じ窯で焼

西は県神社︑南は府道を

の跡や多数の瓦が発見さ

越えて山すそまで広がっ

れ︑鳳凰堂の南にも庭園

見され︑金色院が平安時

かれたと見られる瓦が発

代に建て呉れていたこと

や建物があったことが明

が分かりました︒

らかになりました︒

○平等院旧境内遺跡・宇

宇治公園内の調査では︑

ての村などが発見されま

時代から奈良時代にかけ

一昨年の調査で︑古墳

○旦椋遺跡

治公園関連︵左写真︶

建物の基礎と見卵れる石

が発見されました︒文献

にある多宝塔の跡ではな

いかと考えられています︒

また︑さらに下の層から

は古墳時代の住居の跡も

発見されました︒

○平等院小御所跡

鉄を溶かす炉や鋳型︑鉄

くずが大量に発見されま

したが︑昨年は新たに︑

した︒ここには︑鎌倉時

平安時代の文献による

御所と呼ばれる建物があ

と︑鳳凰堂の対岸には小

り︑ここから鳳凰堂での

を拝んだりしていたとあ

が分かりました︒

鋳物の工房があったこと

法事を見たり阿弥陀如来

ります︒昨年の調査では︑

詣扇面面嚢

︱会員さんは﹁まだまだ社会に貢献できる﹂

七年程前からふすまの張

年代が同じということも

ラれしいですね︒

あり︑仕事仲間と話戈にっ

欠い︑力を合わせて︑こ

て楽しいですよ︒知恵を出

宇治市シルバー人材センター

◆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◆

鸚君
皿皿

り替えをしています︒定年
後︑家でぶらぶらしている
のももったいないですから

最初は苦労しました︒しわ

れからも頑張ります︒
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・・・︒結構細かい仕事ですし

にならないようにするには
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今年も︑住民税・所得税・消費税の申告の時期となり
ました︒税金は豊かなまちづくりのための貴重な財源で
あり︑正しい申告と納税は市民社会のルールです︒申告
の期間や場所などは︑次のとおり︒申告期限間近になる
と︑窓口は大変混雑しますので︑申告は早めに済ませて
ください︒
得証明などの基礎資料とな
や国民健康保険の関係︑所

市役所市民税課へ

住民税の申告

も︑児童手当など福祉関係
いなどで非課税となる人で

月〜金曜︑午前８時半〜午後５時

なお︑所得がない︑少な

２月16日(水)〜３月15日(火)

■確定申告が必要な場合
①事業収入や不動産収入
がある場合や土地や建物を
売った場合などで︑平成五
年中の所得の合計額が︑基

原農政収票︑ 収ぺ征珂彗″

①平成五年中の収入金匹

や必要経費が分かる書類︑

■申告するときの注意点
申告が必要です︶︒
控除を受ける場合などは︑
る場合や︑年末調整以外ふ
または年金以外の所得が｀
れている人︵ただし︑給べ
金等支払い報告書が提出七
給与支払い報告書か公的作
所得者で︑勤務先などか二

¨い人でも︑次のような場合
荏︑源泉徴収された所得税
石還付されることがあ皇
す︒

どで買った ○病気︑けが

○マイホームをローンな
礎控除や配偶者控除︑扶養

などで多額の医療費を支払一

②生命保険料の所得控除

どを持参してください︒

証明書︑医療費の領収書な

③扶養配偶者やそのほか

どを添付してください︒

の扶養親族がある場合は︑

また︑配偶者特別控除を受

漏れなく記入してください︒

ける場合は必ず︑配偶者の
所得額を記入してください︒

申告書は二月十日俐に発

主催 宇治税務署

所
確得
定税
申・
告消
説費
明税
会

▼消費税＝午後３時半〜４時半
▼所得税＝午後１時半〜３時20分
２月２日(水)・宇治商工会議所で

宇治税務署へ
受け付け中︑３月31日(木)まで
高計算票﹂｀などの用紙は︑

課税個人事業者の平成五

想されます︒申告は︑でき

なお︑所得税の申告と重

青色申告決算書や収支内

るだけ早めに済ませてくだ

なる期間は窓口の混雑が予

訳書から消費税の申告書を

なお︑還付を受けるため屁に受け付けを行っていま

郵送でも受け付けます︒︒手

さい︒

える ○給与を二ヵ所以上一り前からできます︒また︑
からもらっている場合など︒一

作成するための﹁課税取引

の申告は︑二月十六日伽よｙ︵三月三十一日俐まで︶︒

た ○昨年の中途で退職し︑一

控除などの所得控除の合計

2月25日出 小倉公民館
羽拍子集会所
税務署にあります︒

った Ｏ災害︑盗難に遭こ

2月22日脚 西大久保集会所
西小倉集会所

再就職していないなど︒ 芦分消費税の確定申告は︑

額を超える場合︒
②サラリーマンで︑○給
与の年収が千五百万円を超

2月17日俐 宇治市農協伊勢田支店
京都みやこ信用金庫六地蔵支店
2月18日出 東宇治消防分署
2月21日(月) 紫ケ丘集会所

消費税の申告

ご利用くださ
い
住民税の申告
住民税の申告については、下表のとお
出張受け付け

続きはお早めに︒

確定申告をする義務のな⁚

金額計算票﹂や﹁課税売上

受け付け開始

ーターの簡単な操作︑Ｌ

ソフトの鑑賞︑コンピュ

▼内容・入イビジョン

をお待ちしています︒

多くの皆さんのご参加

座を開きます︒

の機器を利用した体験講

記念として︑これら先端

います︒センターの開所

ーター機器などを備えて

ＬＬシステム︑コンピュ

ハイビジョンシステムや

治市生涯学習センターは︑

この程オープンした宇

影日を記入して作品の裏

齢︑性別︑撮影場所︑撮

作品名︑氏名︑住所︑年

▽応募方法・：応募票に

に限る︒

で単写真︑未発表のもの

ープリント︒新しい作品

▽規格・・・四ツ切︑カラ

第１１回
宇治市観光写真
コンクール

今年も﹁四季を通じた

宇治の表情﹂をテーマに︑

宇治市観光写真コンクー

ルを開催します︒あなた

の出会った自然の景観︑

文化財︑行事や催しなど︑

表情豊かな作品をお待ち

しています︒

言づ氾にﾄ

話の体験▼とき・・・２月18

Ｌシステムを使った英会

問い合わせ・電話予約
剛宇治市文化センター豊20−2111

(当日＼3300)

６年2月25日(金)･文化ｾﾝﾀｰ小ホｰル

午後６時半開演

全自由席

1西詰・近鉄大久SSR構内)／松下時

l正門西)／うさぎ堂(ia鉄小倉駅前)

(宇治小学校西)／手芸とカメラのマ

商店街）／西小倉コミユニティセンタ

陽（咸陽市）／藤田薬局C宇冶田原町）

へ︒

45I14︑a22・0220︶

験講座係︵〒ｍ宇治琵琶

治市生涯学習センター体

に︵当日消印有効︶︑宇

を書き︑２月７日間まで

住所・氏名・年齢・性別

ンター体験講座希望﹂と︑

復はがきに﹁生涯学習セ

なります▼申し込み⁝往

応募多数の場合は抽選と

▼定員⁝各回とも20人︒

▼対象⁝18歳以上に市民

１と午後２時〜︒計４回

日圖・26日出の午前10時

︵a23・3334︶へ︒

▽問い合わせ・：同協会

呈します︒

ジナルレターセ″トを進

20点︒応募者全員にオリ

３点︑準特選５点︑入選

▽賞・・・推薦２点︑特選

間まで︵当日消印有効︶︒

▽受付期間⁝２月21日

協会︵〒611宇治塔川２︶︒

︒▽応募先・：宇治市観光

い︵郵送可︶︒

にはり︑提出してくださ

前売り券発売中¥3000

ざこば二二匹

桂

桂米朝

3時
正午と午後1時
時間はいずれも午前io時
り暑ばﾐ

場
ｚ
日
月

●●●●●●●●●●●●●●●●

■還付申告は郵送で

以外の合計が二十万円を超

２月28日（月）木幡公民館
2月28日(月) 木幡公民館
^i？

旦椋公会堂
六地蔵公会堂
昌竪昌
2月24日困
広野公民館
2月24日困
Uj

業所または家屋がある人︒
で︑宇治市内に事務所︑事
②平成六年一月一日現在
人︒

ますのでご注意を︒

つた申告をしたりすると︑
後で不足の税金を納めるだ

も納めなければならないこ

けでなく︑加算税や延滞税

とになります︒

三白 2月23日（水） 昌片言9
斜に
2月23日(水) さくら銀行宇治支店
市税の納付は便利な口座振替で

で︑宇治市内に住所がある

りますので︑住民税の申告⁚

らないのに期限までに申告

しす各

︒①平成六年一月一日現在

採納ｃ

申告期限間近になると窓口は混雑します︒

■申告が必要な人
■申告の必要がない人

①所得税の確定申告を税

をしてください︒申告の必

度しＪ

●●●●●

要な人が申告をしていない

務署に提出した人︒

給与
所得
者ま
たは年金
住民税・所得②税
・
消
費

と︑後日︑それらの証明書
が発行できない場合があり

宇治税務署へ

所得税の確定申告

制告ｷ!

;S1111Sjj謬才ご

｢生涯学習センターで
ハイテクを体験しよう｣

●●●●●

) 月〜金曜︑午前９時〜午後５時

税申戸

確定申告をしなければな

納て0

米朝・ざこば親子会

宇治市生涯学習センター開所記念イベント

●●●●●●●●●●●●●●

２月16日(水)〜３月15日(火)

納税を

告しPe

l ･ ･ ･ j ･ . ‑｜
･

正しい申告と

所得税は︑納税者が自分
三年間の所得とその税額

｀石
を

･l.

l………j･.j･.・

.

を計算して申告し︑納税す
申算￡

をしていなかったり︑間烹える Ｏ給与所得や退職金

用税１

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●

ています︒

｀計一

り､市内各所で出張受け付けを行います。
お近くの会場をご利用ください。
●●●●●●●●●●●●●●●

申告の時期です

申告はお早めに

●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●

るを１

●●●●●●●●●丿●●●●●

●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●丿

●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●

住民税・所得税・消費税

306

ランポリン

①市内か京阪神地域に営業所が
ある

満１

相当額の販売実績がある
営業を続けている

公民館

X

・20組、小学1‑3年生･25人

まし

いるお年寄りと同居しているか、

物資を納入することができる

対象…①0)は小学生以下、②は幼

常時通って直接介護している人

その他、同会「学才交給食用物資納

児・小学生とその親、④は中高校

④昨年７月１日基準日の激励金の

入業者登録に関する要綱」に基づ

生（大人も可）C〉②は先着20人、

支給を受けていない人

く事項を満たしている。

費用350円で申し込みが必要。

講座

福祉

・第２回土曜講座

・戦傷病者乗車券引換証の交付

た

保健･医療･福祉の統合を求め、

リーナ[〉対象…小学３年生〜中学
生[〉持ち物…昼食。着替え【〉費用

豊かな長寿社会・地域医療を考え
る講座です【〉19日〜Q月26日の土

保護者。先着100人C〉内容…冬の

…小学生1200円､中学生1400円(靴

星座と天文のお話[〉持ち物…筆記

代含む)〈おはなし会〉９日出・

曜、午後i時半

23日出、午後3時半

I〉内容・定員は下表のとおり

用具､懐中電灯､防寒具[函同館。

〈みそづくり講習会〉【〉23日出
午後l時半〜Q時半＝こうじづく
り、25日白午前10時

正午＝みそ

づくり[〉内容…無添加、低塩分の
みそ作り｡22日(火)午後4時

5時、

23日出午前10時〜ll時、24日出午
前10時〜正午・午後2時

4時に

準備をするので、1回参加をl〉持
ち物…筆記用具、エプロン[引ｵ

国民健康保険課（内?泉2266）か社

〜小学校f氏学年。

会福祉協議会（豊22−5650）へ。

くパ

"^月
28日の月・木曜、午後6時半〜g
時【〉7800円

発表会では高齢期を健

康で有意義に過ごしてい

る皆さんの実践談や︑明

るいまちづくりのための

提案などが発表されます︒

▼とき・・・１９一日出午後０

時45分〜４時▼ところ・：

文化センター小ホール▼

内容・：１部＝実践談・提

校・養護学校の高等部︑も

専門学校︑盲学校・ろう学

母またはその一方が︑身体

帯 ○身体障害者世帯・：父

3000円

制＝13万円︑通信制１４万

全日制＝17万円︑私立定時

第１次申請受け付け

ａ子世帯・障害者世帯な

障害者障害程度等級表の第

に印鑑︵身体障害者世帯・

新１年生対象

どで今年︑高等学校などに

しぐは学校法人が設置した

３級以上または国民年金法

6年度高校奨学金(市民税非課税世帯︶

入学する人の高校奨学金申

専ら外国人を対象とする学

ｈ１万3000円︑国公立

000円︑私立全日制＝３

の高等専門学校等＝１万5

＝２万2500円︑通信制

万1000円︑私立定時制

雨低^3教富＝りズムグソス・￨ヽ

＝8000円 ○入学支度

7447)

金・：国公立＝６万円︑私立

着30人匝同館。

▼申し込み⁝21日側まで

C〉①②は定員に余裕あり、③は先

すぺてに該当する業者です。

■大久保青少年センター(S44−

307

請を受け付けます︒

生(1・２年生は保護者同伴)

し込みを。登録できるのは、次の

▼以前に入学支度金をも

半‑4時半＝4〜5歳児とその親

(学校教育課内、内‑f幻613)へ申

IIの参加者を除く)、②は幼
児・小学生、③は小学1〜6年

は６月に第２次申請として

2〜3

○午後2時

･

らった人︑新入生以外の人

正午=

いずれも午

正午[〉①は６年３月まで
受け付けます︒

歳児とその親・30組

案などの発表︑２部＝宇

(I

定員…○午前10時

長期療養者世帯の人はそれ

の第２土曜レ対象…①は小学生

ています。

に関係書類を添えて同会事務局

施行令別表に該当する程度

制による品目別入札方法rp,背入し

半

遊ぼう〉l〉15日(火)[〉時間・対象・

校の高等学校相当課程

〜３月９日の毎週水曜、午後４時

は21日(月)までに、所定の申請書

今回︑受け付けずるのは︑

前10時

ーシヤ・ギニーさんくおもちゃで

を証明するもの︶を持って︑

③楽しい折り紙遊び

６年度の登録を希望する業者

の障害者である世帯 Ｏ長

②ハ

･ 1日約１万3300食分の給食を作

人C〉指導…アメリカ人留学生アリ

期療養者世帯・：父母または

①英語で遊ぼうパートIll

ーモニカ音楽で楽しみませんか

るために必要な物資を、登録業者

5時半E〉小学2〜6年生、30

▼対象世帯・・・Ｏ母子︵父

■広野公民館(容41‑7450)

を知ろうみんな友だち｣〉[>9日

く小学生の国際交流学習｢外国

子︶世帯＝母︵父︶と20歳

親子連珠教室レ午前9時半〜正
午[画同館。先着親子20組。

登録申請受け付け
市学校給食会では、年間186日

れも同センターへ。先着順。

今年竺年生として入学し︑

[厠おはなし会以ﾀﾄは必要。いず

五年度の市民税非課税世帯

・学校給食物資納入業者

7447)

︵内線2307︶へ︒

ｽ儒訟昌ぷ昌詰

福祉総務課母子児童福祉係

2/12第2土曜子供の催し
・木幡公民館032−8290)

■大久保青少年センター(S44−

その一方が疾病により︑６

シューズ圃大島さん(S32‑8363)。

帯

３ 乱世の立役者ども
４ 宇治川と伏見城

谷戸芦華

未満の︑または母子︵父子︶

２ 中世の文化人たち

で︑以下に挙げる対象世帯

[〉７日(月)午後１時〜"3時、宇治
公S:館t>500円E〉持ち物…体育館

１ 女瓦羅蝕芋とその周辺

たきりなどの状態にある世

・フォークダンス講習会

響大

母のない20歳未満の児童︑

己負担[圃木村さん(S21−3533)。

▼支給額・：○奨学金︵月

'[画同館。先着50人。

ロ[〉昼食・雨具は持参。交通費自

図のとおり。

[〉15日〜Q月８日の火曜、午前
10時〜正午。内容は下表のとおり

…神童寺・海住山寺方面、約15キ

額︶・：国公立の高等学校等

〈歴史講座一宇治の歴史群像〉

駅集合。雨天時は20日(日)レコース
養している人で構成する世

業務を始めています。移転先は下

か月以上の入院あるいは寝

パート専門の職業紹介施設｢城
南パートサテライト｣が移転して、

R宇治

と65歳以上の人だけで構成

【〉13日(日汗前８時半、J
■城南パートサテライトが移転

または児童とその児童を扶

■宇治公民館(容21−2804)

■歩民デー・市民歩こう会

する世帯○児童世帯・・交

育課(内1泉2610)へ連絡を。

(ファクス22−3040)へ。
スポーツ

︵府の他の奨学金などを受

る人、住所が変わる人は、学校教

公民館へ。先着25人。

ファクス番号を書いて社会教育課

のいずれかに該当する人

三角きん、ふきん、筆記具圃各

調理実習(協力：若葉の会）

高田英一さん[〉対象…聴覚言語障
ける人舎ぼく︶︒

ない人､国立･私立の学校に入学す

３

動き｣[〉講師…京都ろうあ協会・

▼対象学校・・・学校教育法

半〜午後２時E〉持ち物…エプロン、

栄養士の話・相談と軽い昼食

福祉会館E〉内容…｢手話をめぐる

に規定する高等学校︑高等

郵送しました。通知書が届いてい

２

/12(土)開催

害者。先着30人[歿主所、氏名、
童・生徒の保護者へ就学通知書を

午前９時半〜正午、3は午前９時

医師の話・相談と軽い昼食

治ハーモニカアンサンブ

市立小学校・中学校に入学する児

表会への応募作品の文集

日出・24日出、小倉公民館は17日

１

高齢者生活実践発表会

ルによる演奏︒今回の発

ます。[〉宇治公民館は10日困・17

市教育委員会では、今年４月に

兌蕩で鈴

・内線52)。

▼問い合わせ・：中央公民

{〉５日(±>午後7時〜9時、総合

■就学通知書は届きましたか

･ 2は

■聴覚言語障害者〜手話講演会

71

館︵萱20・1411︶か

総務課用度管理係(S075‑631‑51

いて３回のシリーズで考えていき

川･24日困･3月３日出。1

老いを楽しく、高齢期をこう生きる

2
最寄りの公民館へ︒参加

米を中心とした日本型食生活につ

５年2月生まれのお子さん。10

くパソコンCAND

Ｙ４〉Ｃ〉３月６日〜４月10日の日

は無料︑当日直接会場へ︒

教室｣〉最近、見直されているお

おじいちゃん子のけいくん
強い男の子になってね！

加資格審査申請書｣の受け付けを

曜、午後１時o時半[〉7800円。

く米消費拡大事業｢講演と料理

平均寿命が延び︑高齢

4月７日の月・木曜、午後

６時半〜9時[〉１万1700円

期をどのぶフに健康で有

〈ワープロ初級プラス〉C〉3月
７日

意義に過ごすかは︑高齢

などについて｢指名競争入札等参

慧くん

0688)。
者の皆さんはもとより︑

コンサルタント業務・物品の購入

杉原

H5.1.28@)／南陵町二丁目

内に６ヵ月以上在住している人に

ソコン桐初級〉C〉3月７日'‑'
に発注する建設工事・測量・5X5十

28日㈲まで行います。[Ｍ同組合

公民館(322−4687)

■老人介護者激励金

若い人たちにとっても大

小倉

■宇治公民館(豊21−2804)、

2303）へ。

きな関心事です︒

城南衛生管理組合では、６年度

ボランティア入門
日本のボランティアの実情
３ 宇治のボランティアの現状
４ ボランティア活動のすすめ

を持って福祉総務課社会ｲ系（内線

・城南衛生管理組合

m同館。

２

[画いずれも同センター(a45−

お知らせ

｢指名願い」受け付け

１

換証の交付を希望する人は、戦傷

（お年寄りも介護している人も府

■城南地域職業訓練センター
ジョンの放映など[図社会教育課

鴎｡いずれも午後i時半‑3時半。
内容は下表のとおり

戦傷病者手帳を受けていて、同引

教養講座
定員各a〕人
催し
市では年間９万円の激励金を、
2/19 高齢者の心と体
■第１回市民まなびの集い
２月１日現在、次の要件すべてに
26 介護制度と身近な問題
「宇治まなびんぐ 94」 E〉6日(日)、午前lO時〜午後3時
該当する人にお渡ししています。
3/5 日本の介II,世界の介護
半、生涯学習センター[〉テーマ…
①寝たきりの状態か、痴ほうな
実践講g5
（づ
S緊4?A
ひろげよう学びとふれあいE〉内容
どの精神障害による問題行動があ
介aの技術の基礎実習
3/12
…講演＝同志社大学教授・クラウ
19 介護用品・機器の上手な使い方 る状態が６ヵ月以上続いているお
ス・シュペネマンさん、生涯学習
26 介護者の会報告〜全体まとめ年寄りを家庭で介護している人

(内1泉2616)。

〈ボランティア入門講座〉[〉10

庶同課か､最寄りの民生委員へ

証の交付請求を受け付けています。

ている人はそれも併せて）と印鑑
圃

…お話、紙芝居など[〉対象…幼児

15人。

日出・16日出・24日出、3月２日

(が泉2316)へ

病者手帳（身体障害者手帳を持っ

4時。産業会館

についての展示、ビデオ・ハイビ

才4ｲ■t900円を添えて同館へ先着

該当者は15日(火)までに、所定の

！

情報

■木幡公民館(豊32−8290)

4時【〉内容

③介護を受けて

申請書を持って長寿社会対策課

６年度分の戦傷病者乗車券引換

午前９時〜午後4時、京都高野ア

9時E〉対象…小学生以上と

・おば・おい・めいやこれらの人

時〜正午、④は１時半〜p時半C〉

〜今、介護を考える

〈親子天文教室〉[〉10日困午後

(父母・子・孫・兄弟姉妹・おじ

E〉①

の配偶者など)

〈子どもスケート教室〉[〉20日(日]、

■中央公民館(a20−1411)

7時

流講座「フィリピンの話J
に⑥

なり

寄りの副呂者か、3親等内の視診

④中高校生の国際交

は午前９時〜10時、②③は午前９

⑤指定の

期日・時刻・場所（5校以上）

BO

限る)②介護を受けているお年

②親子木工教室＝竹

③i由遊び＝一輪車・バ

ドミントン

③常時

④引き続いて

２年以上営業している

歳に

､剛乍り

②ｵ目当な資本で経営され、

宇i台

第1015号

m

β（

だ

1994年（平成６年）２月１日発行（4）

図書館(
時間を決めます。

献血

■社会保険相談所
●２日出、午前10時

り

正午と午後1時〜

午後１時

３時半、産業会館。

おはなし会

2月分)

25日面＝宇治公民館、

2歳以上の子供が対象。内
容は読み聞かせ、紙芝居ほ

4時。琶京都南社会保険事

務所S075‑643‑354U

●９日出、午前lo時‑正午と午後l時〜

か

・京都府交通事故相談２日出･16日出、

３時半、陸上自衛隊関西地区補給処。

○中央

午前９時〜午後4時、京都府宇治地方
振興局。[醒同振興局S21−

７日面.
子供から大人まで年齢問わ

午前９時〜午後４時、京都府宇治地方

健所。

ず。内容は主にストーリー

振興局。電話での相談も可。[醒京都府

相談あんない

4時

おはなしたまてばこ

■暴力にかかわる困りごと相談

●毎週月曜、午前９時〜10時半、宇治保

2日南

いずれも午後3時半

2049o

飼えなくなった犬・猫

９日南､23日南

○東宇治

移動図書館そよかぜ号巡回日程

保険・衛生・相談(2月分)

よ

暴力追放運動推進センター容075‑451‑

テリング

8930,,

○中央

19日出
午後3時〜3時半

■青少年相談

23日出。午後l時

4時、

宇治公民館。
■法律相談

：

○東宇治

市ヽ社会福祉協議会ではヽこの：

毎週木曜、午後i時半

3

き先着10人。社会福祉協議会豊22−06
00へ電話予約を｡受け付け順に相談日・

・います。詳しくは５年度版「市民・
：カレンダーと手びき」、「市民の手

問い合わせ

●●●

時半、総合福祉会館。定員は１回につ

23日伽
午後3時牛〜4時

・ほかzも各種相談事業を実施して・

中央図書館a20‑1511

：引きＪをご覧ください。

東宇治図書館豊32−2232

燃えないごみ（環境事業所豊内線3003）
六地蔵（J
18 木
3/1

19

し
16

R以東・以北の全域）

幡（J
R以東の全域）
平尾台（全域）

五ヶ庄（広岡谷、J

9

地区
駐車時間
駐車場所
六地m 13:30‑14:00 六地蔵公会堂前
御蔵山 14:20〜15:50
御 蔵山小学校
２日出 平尾台 14:40‑15:50平尾台第I'jl童公園
羽戸山 10:00〜11:00羽戸山集会所横
３日俐 福 角 13:30‑14:20五ヶ庄福角市営住宅
岡 屋 14:50‑15:40岡屋小学校
４日金 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
8日(火)志津川 13:30‑14:00 忿卸￨パス駐単易
明星町 14:20〜15:20汚水処理場様
９日團 北小倉 13:30〜15:30北小倉小学校
lo日出 南小倉 10:00〜11:10南小倉小学校
吹 前 14:30‑16:00 槙島小学校
大久保 10:00〜11:00旦椋公会堂前
15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
15日伽 緑ヶ原 13:30〜15:30緑ヶ原蔭田緑地
南陵町 10:00‑11:00 御麦第2児童公園
17日團
遊 田 14:00〜15:30西小倉中学校:im
槙 島 13:30〜14:20゛s余舅宕^‑!i
18日面
蔭 山 14:50〜15:40ユニチカ社宅前
22日(火) 伊勢田 13:30‑15:30 伊勢田小学校
開
13:30〜14:30日産開アパート東側
24日出
広 野 15:00‑16:00 大久保小学校
25日６ 北棋島 14:00〜15:30北伐島小学校
｢南flE町｣「遊田｣は、曜日が変わりますので気を付けてください。

2月の燃えないごみ・し尿収集日程

8

日

１日(火)

六
地
蔵

R以東の芝ノ東）

−631−5171）

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．;‑t!l尾、門前、池山、岡谷、只川、河原

17

六地蔵（J
R以西・以南の全域）
木
幡
木
幡（J
R以西の全域）
､冨 ■
五ケ庄（−・二・三番割、梅林、大林、折坂、
五
1
な
3/2
北ノ庄、新開、高峯山、谷前、壇ノ東、
庄
2
寺界道、西浦、西川原、西田、野添、
,:,,,
3
雲雀島、平野、古川、J R以西の芝ノ
ら
選
東、J R以東の福角、京大宿舎）
4

尿（城南衛生管理組合豊O75

寺界道、古川、西田、北ノ庄、大林、芝ノ東(J
R以西)

18
19

福角(J R以西)、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
谷下り(全域)、出口(全域)、森本(全域)、中筋、大谷、束中、西中、

22

21

藪里、段ノ上、東隼上り、西隼上り
折坂(jR以東、平野(J R以東)、福角(JR以東)、一番割、二番割、三番割一部

23
24
25

南端(JR以東)、芝ノ東(府道両側)、西浦(J
R以東)、新開(J R以東)、三番割
南山(Ａ)、中村(さっきヶ丘)、広岡谷、芝ノ東(府道以東)
南山(Ｂ)、金草原

28

六地蔵(JR以東・以北の全域)、陣ノ内(JR以東)、正中(J
R以東y、御園、
南山畑、北山畑、中村(J
R以東)、大瀬戸(JR以東)、束中(J R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

一,4.

1

10

21

3/3

五ヶ庄（一里塚、上村、大八木島、岡本､.瓦 1
塚、戸ノ内、日皆田,
J R以西の福角）
･聊C
菟
道（全 域） 羽戸山（全 域）
叢
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、JR以南の宇文字・里尻）
1
白
川（全 域）棋島町（大島）
宇

2

11

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〕）

22 3/4 琵琶台（全域）折居台（全域）
天神台（全域）南陵町（全域）
神
明（仝 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）
広野町（新成田・成田・小根尾一部の３地

/a
轟

5

7
14
17
19

９

3

24

4

25

戸ノ内、矢落(JR以北)、若森(JR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

4

5

14

15

16

23

5

28

石塚(心華寺通り以西)、丸山、一里山(府道以南)、桐生谷(J
R以西)、
東裏(J
R以西と府il以南)、白川、金井戸

灰

7

久
抒

24

25

小倉町（新田島を除く近鉄以東の全域、西山）
棋島町（ﾀﾄｰ部〔寺内町内会〕）
羽拍子町(
J R以西の全域）
開
町（j
R 以西の全域）
3/7 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
田、中山、南山、若林、名木）
広野町（新成田、成田）
府営西大久保団地（22棟〜43棟）

3/8

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、遊田）
安田町（全域）

白
根
:咄Ξ
蛮

言宍

小
倉

R以南)、 R以南)
3/5 野神、大谷一部(上権現町を含む)、琵琶、弐番(府道以南)、矢落(J
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

15
16

3/7

3/9

山際
寺内、久保、天王(府道以北)、老ノ木、西山(旧国道〈府道〉以東)、蓮池
天王(府道以南)、東山、中畑、西畑

21

西浦、南堀池(田中、大和一部酉2号通り以北)、堀池

1

22

南堀池(本通り以北)、南堀池(本通り以南)、南堀池(大和32 36)
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

田

2

23

t

3

24

中山(近鉄以西)、毛語、若林、南山、ウトロ

4

25

神楽田(山中含む)、西山(旧国道〈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

5

28

勢

棋
烏

羽
拍
子

安
治（蔭山、小桜、戸ノ内、半白、樋ノ
田
尻, J R以北の宇文字･御廟･里尻・
天神・矢落・若森）
棋島町（大島･外一部〔寺内町内会〕を除く全域）
小倉町（新田島）

中山(近鉄以東)、大谷、羽拍子町
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)、
3/2
大川原、束目川、西目川
■

9 3/3
10 3/4

'カ

ｊ'

ｙ．

28

･9M−

ｊ洽肺ｊま黛恐ｎａ?軒丿計
゜
つかり結んで､決められた場所に出してください。

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

･i
伊

8

17

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

14

17
18
19

告白･

宇
7

R以北、小桜、樋ノ尻、石塚(心華寺通り以東)、
3/1 弐番(府道以北)、池森、米阪、蛇塚、里尻(J
宮北一部、寺山(JR以東)、宮谷、尖山一部(4番地)、中島、久保(J
R以東)

8 3/2
9 3/3
10 3/4

3/5

大久保町乃↓除Åｸ｀域し山台（全 域）
府営西大久保団地（1棟〜21棟・44棟）

田原、旦椋、井ノ尻、北ノ山、山ノ内、西裏

広
野

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(JR以西)、河原、北島、
3/5
東中(JR以西)、西中、大瀬戸(J R以西)、内畑、熊小路、中村(JR 以西)、西浦、
南端(J
R以西)、壇ノ東
半白、志津川
乙方、山本、蔭山、東内、又振、山田、紅斎

票

刈

3

3/1

14

3/5

15

3/7

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x東)、吹前(市営住宅)
中川原(大川原線以東)、十一(大川原線以東・国道以東)、十六(国道x東)、十八(国道以東)、
吹前(市営住宅除く)
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・祝日の場合はその翌日)にSIi南衛生管理組合へこ連絡を。
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