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第5回紫式部市民文化賞作品募集
︷ＩＱ１１１し４

ふ尨４咬１

昨年は、44編の応募作品の中から、宇治民話の会

ださい︒また︑原稿には通

在住か通勤・通学している

①応募の時点で宇治市内に

を明記してください︒

者の住所・氏名・電話番号

⑤他薦による応募は︑推薦

てください︒

生徒の小中学校への受け
入れなど︑被災された人

︿募集期間﹀
７年４月３日０〜５月31

︿賞品・賞金﹀

日㈲︵当日消印有効︶

受賞作品はＩ点以内︒正
賞︵ブロンズ像︶と副賞30

︿発表﹀

万円

７年９月ごろ
︿受賞式﹀
７年⁚⁚に月ごろ
︿選考委員﹀ ︵敬称略︶

日本近代文学︶

木股知史︵里叩八学認碗︑

イター︶

塩見啓子︵歌人︑フリーラ

究センター助教授︑日本

鈴木貞美︵国際日本文化研

近・現代文学史︶

ゴールを目指します︒市民の皆さんも︑

十キローハーフマラソンの部に分かれて

最高の四千三百一人が参加し︑五キロ・

ト︒今回は全国二十五都道府県から過去

２月26日︵日︶午前10時半

太陽が丘スタート

第12回宇治川マラソン大会は︑二月二

十六日㈲午前十時半に太陽が丘をスター

宇治川マラソン大会

回

への支援活動を積極的に
行っています︒さらにで
きる限りの支援をしてい
きますので︑市民の皆さ
んのご理解とご協力をお
願いします︒
▼義援金の受け付け 日
本赤十字社宇治市地区

03︶か共同募金会宇治

︵福祉総務課内︑内線23

地区支会︵社会福祉協議

を対象に︑上下水道の使

ンネームの場合は本名石︶・

し番号を打ってください︒

の橋」が第４回の受賞作に決まりました。また、選

第12

市では︑第五回﹁紫式部市民文化賞﹂の作品を募集し
ます︒
宇治市は源氏物語﹁宇治十帖﹂の舞台となり世界遺産
にも登録された宇治上神社と平等院があるなど︑平安文
化の面影を残すまち︒そんなまちにふさわしいふるさと
創生事業として平成二年に創設されたのが﹁紫式部文学
賞﹂と﹁紫式部市民文化賞﹂です︒文学賞が全国の女性
作家を対象としているのに対し︑市民文化賞は男女を問
わずどなたからでもご応募いただけます︒日ごろから文
章を書きためたり研究を続けたりしている人も︑これを

会内︑登22・１︶へ︒

被災地では︑復旧に向

用料︑国民健康保険料を

７年３月31日までに刊行さ

住所・生年月日・性別・勤

①原稿作品︑雑誌︵とじる

③雑誌・単行本の場合は別

考委員特別賞として、岡田淳一さんの郷土研究「悠

さい︒
ず応募できます︒募集期間

けての懸命の作業が続け

免除市内転入の被災者

﹁紫式部市民文化賞﹂は

は四月三日闘から五月三十

▼各種料金などの減額・

宇治の地域文化を市民自ら

料などを減額・免除しま

はじめとする料金や手数

す︒それぞれの担当窓口

られています︒市でも消

み収集などに職員と車両

へ問い合わせを︒

一日㈲までです︒自薦・他

を現地に派遣︒市営住宅

の手で作り上げることを目

前回惜しくも受賞を逃し

への応急入居や被災児童

防救助隊や給水活動︑ご

んの文学作品や研究作品を

ご応募ください︒

た人も初めての人も︑ぜひ

参してください︒

︿作品のジャンル﹀

れた作品で︑日本語で畳か

②原稿作品は題名・氏名︵ペ

小説・戯曲・評論・陸筆・

俗などの研究作品︵詩歌旬

か製本されたもの︶か︑単

紙に②の項目を書き添えて

紙を付け︑ひもでとじてく

などは20編程度必要︶

行本として印刷されたもの

ください︒また︑雑誌など

︿作品の規格﹀

務先︵通学先︶を書いた表

紀行・童話・詩歌句などの

︿作品の要件﹀

②原稿作品は400︷tｆ詰め

の場合は応募作品の個所に

文学作品か文学・歴史・民

新作か６年４月１日から

原稿用紙︵Ｂ４︑縦書き︶

人か︑市内を拠点に活動し

⑤応募作品は返却しません︒

④点字作品は書き文字にし

②性別︑自薦・他薦の別は

授︑俳人︑日本近代文学︶

なお︑市販されていない

坪内稔典︵京都教育大学教
③応募は一人︵トクループ︶

戸短期大学教授︑日本古

水川喜夫︵神戸女子大学瀬

山路興造︵京都市歴史資料

社会学︶

宮城宏︵里廓旱大学学長︑

典文学︶

作品が受賞した場合は︑市

くため︑冊子にして二百部

ＬＲ限り

①作品は市役所文化観光課

︿応募方法﹀

民の皆さんに読んでいただ

不問

ているグループ

︿応募資格﹀

に記入したもの︵ワープロ

話」と、金丸小代子さん（木幡御蔵山）の小説「鉄

程度を実費で販売します︒

対象にしており︑市内に住

ている人なら︑男女を問わ

募集要項

あてに郵送するか窓口へ持

んでいるか︑通勤・通学し

薦は問いません︒

１日も早い復興を

的とするもの︒市民の皆さ

阪神大震災

れたもの

11月に文化センターで受賞式が行われました。

見出し紙をはってください︒

等学校演劇部の戯曲「時の音色」の２作品が選ばれ、

原稿も可︶

（小倉公民館サークル）の民話集「宇治・山城の民

月1 a ■II日･ 21日兄７

93, 317人

機にチャレンジしてみようという人も︑ぜひご応募くだ

｀ｆ／Ｉ゛ Ｉ″

４月３日(月)〜5月31日(水)

驚

90,883人
男女

宇治川一過去そして未来−」と、城南高
久の流れ

交通規制図・

◆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◆

館館長︑日本芸能史︶

451

184,200人（前月比97人増）
□

ことばの華に想ひをよせて
I
− Ｊ ＩＷ■・
ﾐ1/二九
IJ.ti1＼

（0774）22‑3141
a

63,412世帯（前月比48世帯増）
人

京都府宇治市
発行

□
人
の
市

平成了年
(1 99茫…
第1053号
世帯数
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・府労働者生活資金特別融資の保

動のすすめ、日本と世界のボラン

あれば憂いなし｣

ティアほか

＞3月４日出午後１時半〜４時、

お知らせ

証料・利子補給

圃同館。

市では、府の生活資金特別融資

宇治公民館E〉対象…市内在住で肢

■市議会議員立候補予定者説明会

制度を利用された人に対し、保証

体に障害のある人と介護者、先着

・任期満了に伴う市議会議員選挙

料及び支払い利子の一部を補給し

30人

(4月23日執行予定)の立候補予

ています。交付申請書の提出期限

こ
ｽﾞ趾tt面球細細{･

圃ば単L込み背∧

届齢拓落詞藻遍廠竃
≫

B0X

j 4
ご
軽奔轡今卵眉ぢ声＼.
回

[112月27日(月)までに社会教

育課(内線2615)。

定者説明会を開催します。[〉３月

■日曜コンピューター・英会話教室

10日出午後２時〜、市役所大会議

t＞3月５日(日)午前９時半〜午後

スポーツ

ん。
■ヘルスパイオニアタウン事業〜
人生80年時代の｢ニュースポー

合･解散は総合福祉会館C〉行き先…

ツ体験教室｣

伊賀上野[＞対象…市内在住で肢体

ラージ卓球やソフトバレーボー

不自由(下肢障害か体幹機能障害
だけで1･2級)の人10人とボランティ

月18日出午後１時

ア15人[＞1000円(昼食代など含む)
C〉申し込みは３月２日俐までに。

更

人、英会話30人＞500円

固定資産課税台帳の縦覧を３月

圃往復

はがきに住所・氏名・年齢吋生:Si｣・

１日から20日まで予定していまし

電話番号・職業・希望の動機・コ

たが、地方税法の改正(予定)の

ンピューター又は英会話の経験の

ため変更します。詳しくは本紙３

有無を書き同センター(宇治琵琶

月21日号に掲載します。

45‑14、容22

税課(内線2126)。

講座
■城南地域職業訓練センターの講座
圃同センタ一(昔46‑0688)。

福祉

〈ワープロ初級Ve
■在宅老人家族介護者教室

後６時半〜９時[＞9000円。

て児童手当の受給権がなくなるこ

２月27日

2307）へ連絡を。児童手当は満３
歳未満の児童を養育している人が
対象です。該当する児童を養育し

E〉2月26日(日)午後１時〜4時半、

ていてまだ手続きをしていない人

文化センター大ホールC〉内容…合

は、手続きを。ただし、所得制限

■七宝焼・てん刻に挑戦しよう

吟、構成吟舞など

があります。手続きには児童を養

囲文化観光課

[＞３月７日(火)午後１時半〜５時、 (内線2223)。
生涯学習センター【〉参加料200円

育している人の預金通帳（銀行か

■中小企業融資に利子補給

と材料費1000円程度[*]3月３日

くパ

退職予定の人は福祉総務課（内線

回資産

(月)必着。応募多数の場合は抽選。

r 5〉Ｅ〉３

月30日〜4月17日の月・木曜、午

[＞2月25日出午前11時〜午後２

勤務先を退職すると、それに伴っ

■京都府南部吟剣詩舞大会
0220)へ。

圃国民

健康保険課(内線2265)。

■児童手当の消滅と申請

以上の初心者。コンピューター18

−

城陽市･久御山町に在住の人、先
着120人E＞バス送迎あり

■固定資産課税台帳縦覧期間を変

％

囲商工課（内線2219）。

とがあります。最近退職した人と

ルなどをやってみませんか。[＞3

山町総合体育館[〉対象…宇治市･

相当額

現在児童手当を受けている人が

月16日出午前９時〜午後４時。集

4時半、久御

支払った利子のうち年利0.7

圃選挙管理委員会(内線2582)。

各教室とも市内在住・在勤の18歳

〈肢体障害者の集い〉I＞3

○利子＝６年４月から12月の間に

室C〉対象…予定者１人に２人以内

４時、生涯学習センターC＞対象…
持ち物…エプロン､三角きん､ふき

は２月28日（火）まで。［＞補給額…○
保証料＝支払額の２分の１相当額

信用金庫）と印鑑が必要です。

京都府の中小企業振興融資(⑥)

■清掃モニター募集

(剣までに往復はがきで同センター

又は中小商業活性化促進特別融資

城南衛生管理組合では、フ年度

17日― 4月７日の火・金曜、午後

(宇治琵琶45‑14)へ。先着20人。

(⑥)を受けた人に利子補給をしま

の清掃モニターを募集しています。

６時半〜午後９時＞7800円。

公民館

す。[＞補給額…１〜３回目の利子

清掃モニターの任期は１年間で、

■中央公民館(容20‑1411)

支払額[＞資格…次のすべてを満た

アンケートの回答、施設見学会な

く市高齢者合唱団

おおとり"

す人①大規模小売店舗進出に伴い

どをします。

金曜、午前９時半〜午後３時半[＞

の団員募集〉C＞対象…市内在住で

事業活動に影響を受ける市内に住

合（a075‑631‑5171）。

9400円。

時、宇治明星園デイ・サービスセ

ソコンロータス123初級〉＞3月

ンターC〉テーマ…老人デイ・サー
ビス利用のすすめ(体験利用あり)
圃2月22日出までに同センター

〈パソコンロータス123初級〉E〉

023‑6115)。

3月20日〜３月30日の月・火・木・

■デイ・サービス
匝]社会福祉協議会(a22‑5650、

【訂正】２月11日号第４面「中小

65歳以上の人、先着30人[＞活動…

所がある中小商業者②大規模小売

3月30日〜４月17日の月・木曜、

第２・４木曜の午後１時半〜３時

店舗建設地より半径Skm以内に店

企業経営支援特別融資などに利子

午後６時半〜9時[＞9000円。

半の定期練習、各種発表会への参

がある人③大規模小売店舗建設工

補給」の記事中、融資対象が６年

加

事着工から完成後12ヵ月以内に前

４月は４月以降、２月28日までの

記融資を受けた人

申請期日は申請期限の誤りでした。

ファクス22‑5654)。
〈お菓子づくり〉[>3月２日困
午前９時半〜午後１時､総合福祉

〈パソコン桐初級〉E〉

圃城南衛生管理組

〈パソコンc言語中級〉[＞３月18

会館E＞対象…市内在住で身体に障

日〜４月22日の土曜、午前９時半

害のある人。先着20人＞300円[＞

〜正午[＞7800円。

回同館。

■木幡公民館(a32‑8290)
〈ボランティア入門講座〉E〉3

回商工課(内

おわびし、訂正します。

線2217)。

月１日〜22日の水曜、午後１時半

老人園芸ひろば

消費生活
相談室から18
商工課内･内線2218

市では高齢者の皆さんに︑
年間休園します︒

▼応募できる人・：市内に

住民登録か外国人登録があ

土を耕し野菜や花作りを楽

住民票に記載している

﹁続柄﹂が変わります

後の続柄の記載方法は左表

﹁子﹂と記載します︒改正

り︑今年４月１日現在で満

住民基本台帳事務処理要

しみながら︑健康を保ち︑

領の一部改正に伴って︑三

交流を深めていただくこと

月一日から住民票の世帯主

60歳以上で︑ほかの老人園

芸ひろばを利用していない

を目的に老人園芸ひろばを

人
のとおりです︒これは︑プ

開設︒六十歳以上の人に︑

いるもので︑この記載変更

ライバシー保護を目的して

無料でお貸ししています︒

との続柄の記載方法が変わ

前

▼所在地と区画数⁝○芝

が従来の戸籍の続柄に影響

正

今回は︑芝ノ東・宇治大

この改正で︑世帯主と法

改

囲市民課︵内線２ＺＵ９︶

−
一
女
等

ります︒

するものではありません︒

−
一
女
等

ノ東︵五ケ庄芝ノ東48の３︶

律上の親子関係であれば続

子

長
男

＝９２区画○宇治大谷︵宇

柄の区別をせずに一律に

晏

長
男

谷・大久保の各園芸ひろば

治大谷37︶＝１４９区画○

分

の利用者を募集します︒

大久保︵大久保町大竹10の

区

なお︑中宇治園芸ひろば

嫡
出
子

は︑道路改良工事のため二

▼区画の広さ⁝10平石ｙｌ

１︶＝１２４区画

特
別
養
子
縁
組

季
子

▼利用期間⁝４月１日〜

母

養
子
縁
組

トル︑１世帯１区画

妻
の
子

父

▼申し込み・・・３月６日目

ニ妻 養
女の 父
等長
男 養
母

る嫡
父出
に子
認で
知な
さい
れ子
て。
い世
る帯
場主
合で
゛あ

９年３月15日

覚えた料理は、家庭の食卓にも登場

八
世
帯
主
か
夫
で
あ

までに︑本人が印鑑を持っ

料理<nテーマは｢心身が温まる献立｣。

養
子
縁
組

て長寿社会対策課窓口へ︒

直そうと始まったものです。今日の

応募多数の場合は抽選しま

が行われました。これは、お米を見

る妻
場の
合連
゛れ
子

す︒詳しくは︑同課︵内線

2月９日俐小倉公民館で、米消費
拡大事業として｢講演と料理教室｣

り゛｀３１４︶へＯ

２月11日田生涯学習センターで﹁すば

宇治の昔を学んでみよう

料理って楽しい！！

するのかな。

利用者を募集

合は３千円未満でも︶③

﹁訪問販売等に関する法

宇治まなびんぐＩが開かれました︒午後

からの市内の遺跡発掘報告 地中からの

らしい生涯学習との出会い﹂をテーマに︑

メッセージ では熱心に耳を傾けて︑古

律﹂で指定された商品や

耗品の場合は︑未開封・

代人の暮らしに思いをはせました︒

サービスであるもの④消

未使用であること⑤契約

書面にクーリングオフの

の日から８日以内︵契約

告知がなければ８日目以

以上五点に該当する場

後でも大丈夫︶

合︑解約したいという意

思を書面で伝えるとクー

書き︑内容証明か簡易書

クーリングオフって？

留で郵送してください︒

書面には最低次の五点を

した商品を無条件に解約

①契約した年月日

リングオフが成立します︒

できるクーリングオフと

Ｑ 訪問販売などで購入

いう制度があると聞きま

名

②商品名またはサービス

の文言

③﹁契約を解除する﹂旨

て名人︵業者名︶

④差出人︵消費者︶とあ

⑤通知する年月日

した︒どんな時に利用で

きるんですか︒

Ａ ①営業所や店舗以外

で契約した時︵営業所な

どへ目的を告げずに呼び

出された時を含む︶②代

金の総額が３千円以上

︵現金一括払いでない場

カメラで
おじゃま

〜3時半[〉内容…ボランティア活

改
正
後
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