で
璧

計画が見直されるまでの暫

そこで市としては︑防災

策に生かしていきます︒

町の共通資料として震災対

ツプ︶づくりに着手︑各市

阪神・淡路大震災を教訓に
定的なものとして﹁緊急対

の見直しは宇治市だけでで

っています︒こうした計画

様々な問題点が明らかにな

任命します︒中でも学識経

からなる専門委員を委嘱・

市・府の職員︑学識経験者

策委員会︵仮称︶﹂を設置︑

定の作業にあたる﹁地震対

ついては︑これらの計画策

民容
の器生
や限
財
な住
お︑
の命
数に
り産
が責
あ 蔵・

◆
域の
防で災
画を得ず実
り地
ます
︑計
やむ

予定です︒

紙などでお知らせしていく

画などが作られる度に︑本

のないようにしてください︒

傍聴しませんか
聴しません

くみ取り式の便所は一時

的主
でな
あ業
っ務
てと
もし
水て
がい
入ま
っす
て︒
し
を

まうと使えなくなります︒
画の作成とその実施の推進

く成
みし
取て
りい
口て
が︑
横地
ぶ域
た防
式災
の計
場
構

各家庭のくみ取り口に応
◆防災会議
置０ て密閉してください︒
災害対策基本法により︑
しにくい物で覆い︑重しを
市町村に設置が義務づけら
たをナイロン袋など水を通
れているもの︒宇治市のほ
マンホール式の場合は︑ふ
か︑国︑府︑自衛隊︑通信・
などで浸水を防ぎましょう︒
エネルギーなどの公共的団
合は︑土のう・ナイロン袋
体など二十三団体・機関で

じた浸水防止法など︑詳し

くは城南衛生管理組合︵昔

0756？︱︶

へ︒なお︑収集日には土の

う・ナイロン袋などを取り

除き︑くみ取り作業に支障

市議会を傍

場合があります︒

施する日を変えていただく

市議会の定例会は三月・

市議会の本会議を傍聴で

続きでだれでも自由に傍聴

三日間開催され︑簡単な手

えます︒これは各定例会に

なりました︒議員の議会活

月三十日から新しい構成に

市議会は選挙に伴い︑四

することができます︒

きることはご存じですか︒

六月・九月・十二月の年四

うち本会議は各委員会で審

動や市政を身近に知るため

回開催されています︒その

査されてきた議案︑請願な

質問は六月十四日俐から十

どについて議員全員で議決

六日面までの三日間︑午前

なお︑六月定例会の一般

市長出席のもとで市政全般

十時開会を予定しています︒

に︑傍聴してみませんか︒

にわたり質形容する場で︑

したり一般質問したりする

市の施策の現状や将来の方

8747︶へお問い合わせ

詳しくは議会事務局︵容20・

親しみやすい議会活動と言

ください︒

向が明らかにされますので︑

場です︒中でも一般質問は

ゆうもあコンサー
ゆうもあコンサート

市民の皆さんにとって最も

･･･ ･･

･･･II･I ･‑･･･‑‑ ‑･

﹁宇治市地域防災計画﹂

や
のを
地実方
共十
団
溝他
掃除
施公
する
日体
前な
ま どの
協
を緒
得にて
らて
れ
定地
砂力
と一
回作
収し
いた
ま一
す︒
る容器を貸し出し︑後日土

域での防災に関する計画︒

備することも大切です︒

の計画などがあります︒

溝掃除専用容器のご利用を

道府県・市町村の指定地域

市では町内会などに︑溝

画︑指定を受けた複数の都

掃除などで出た土砂を入れ

都道府県や市町村ごとの計

−

問
わ近せ
画整管理部総務課︵内線2052︶
する
ない
ど合
︑身
な﹈
環企
境を
便槽への浸水防止を
側溝や雨どいを点検・掃除
あります︒地域や家庭で︑
な雨で水があふれることも

また︑側溝や水路にごみ

や土砂がたまると︑わずか

,

宇治市でもかなりの揺れを感じた今年一月の兵庫県南部地震︒
五千五百人以上の方が亡くなり︑多くの方が家を失いました︒
改めて被災された方々へお悔やみとお見舞いを申し上げます︒

きるものではありませんし︑

験者には市内の京都大学防

豪
0雨
4︶
・へ
洪ご水
連・
絡く
地だ
震
さな
いど
︒ の災

リ以上か︑降りはじめから

,

策マニュアル︵仮称︶﹂も

今後作られる国や府の計画

災研究所から五人の先生方

害
ら境
守事る
め内
︑
でか
に環
業た
所︵
線関
3係
0 機関

足︒広域的な防災体制を定

突然の自然災害による被

百ミリ以上の降雨になると︑

柚特雅即ﾒ頌は㈲㈲が人ほか]

市では︑今後これらの計

としていて︑都市直下型地

を考え併せていく必妥から︑

を推薦していただき︑就任

める圏域計画の策定や基礎

害を少しでも食い止めるた

が国では地すべりやがけ崩

土砂災害への十分な注意が

汐宍仏フ枡郊対,ﾗ斯二]□

並行して作成していきます︒

震を想定したものではない

長期にわたっての作業にな

このほか︑府の南部五市

資料を整備します︒基礎資

生しています︒このため︑

めには︑周辺の地形や水は

れ︑土石流などによる土砂

必要と言われています︒降

羽田健太郎の

︻語句説明︼

は︑災害から市民の生命と

ため︑一日も早く補う必要

五町で構成する京都南部都

料としては︑強震地域や液

五月二十二日卯︑池本市長

けなど身の回りの状況を知

災害が起こりやすく︑災害

り方が激しいと感じたら︑

]大阪セレンレヂ丁ﾘ]十交響楽団ﾌﾟ(管弦楽)

都市直下型地震を
想定した計画に
財産を守るための備えとな

市広域行政圏推進協議会で

状化危険度などを地図にし

近隣の市町と連携して

をお願いしています︒

市では六月一日の防災会

は︑各市町が連携して震災

をはじめ市や府の関係者約

っておくことが大切です︒

がいったん起こると生命や

テレビやラジオの気象情報

,

ることが予想されます︒

議で︑この計画の見直しを

対策を目指そうと︑広域防

た災害予測図︵ハザードマ

七十人が防災パトロールを

また︑いざという時の避難

財産を一瞬にして奪う結果

に耳を傾けると共に︑辺り

000円

高校生以下2

があります︒

たびに見直しや追加をして

められてから︑必要のある

捉案︒承認されたため︑具

送網の確保︑災害情報の把

災ネットワーク委員会を発

体的に着手するものです︒

きました︒しかし︑この計
画は風水害への備えを中心

握︑耐震基準の忌殴しなど︑

緊急対策も併せて
この大震災では多くの生
命や財産が失われ︑救助・

実施︒市内の造成地や河川

の方法や場所などについて

降り方が激しいと思ったら

など︑集中豪雨があった場

家族で話し合い︑確かめて

になります︒山間地や山す

の小さな変化を見逃さない

l翻靉冒l

か

]藤卜絆俳拙ﾚ■I回宍二二………回し]yl=

府民芸術劇場

さきの大震災を教訓に︑市では市地域防災計画の見直しや緊
急防災対策づくり︑府南部の広域圏での震災対策の資料づくり
に取り組んでいます︒今回はその状況についてお知らせします︒

iぷ^答Eｙ:卜卜Eご治?聡M･;五戈･

るもの︒昭和三十九年に定

しに着手

避難体制︑道路・通信・輸

毎年︑この時期になると︑
集中豪雨による浸水や土砂

合危険と思われる個所を視

そを切り開いた造成地の多

−

◆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◆

(当日各500円増し)

巽宇治市文化ｾﾝﾀｰ容20‑2111

問い合わせ

000円ノ

指定席4

‑･･‑

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ r■. ■
I ■I㎜
r ･■
･ ･W ･. ･

000円

3

自由席一般

‥･

文化センター大ホール

崩れなどの災害が全国で発

察︑的確な防災活動ができ

おきましょう︒

い本市も例外ではありませ

一般に︑一時間に二十ミ

るように備えました︒

六月十一日は﹁入梅﹂︒

ところで︑山地の多いわ

本格的な雨の季節を迎えま

よう︑ご注意を︒

雨期です。
大雨に備えを

ん︒

した︒

7月1日拙蛸心萌粉面緬佃

ト

ち
四
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卜危険なところはないか︑造成地などをパトロー

防災計画見直
ル︵写真は植物公園建設工事現場で︶
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健康を支える医療費は大切に使おう

国民健康保険課（内線2265）

人 全体

円
468,269
65,767
円 (104.9)
134,546
円 (139.8)
(97.9)

院

150,359
円
(119.9)

入院外 73,928 181,716 355,554 141,208
(108.0) (112.8) (129.8) (119.7)

初診のときは忘れずに保険証

154,827 341,728 845,916 309,411
(101.4) (108.2) (134.3) (118.0)

計

全国平均並みですが︑一日

一般＝老人保健や退職被

＊一般・退職・老人

う︒

退職＝退職被保険者︒厚

者︒

生年金や共済年金などを受

Illlllllll
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14日以内に届け出を！
国民健康保険加入は

◎宇治市ﾍ転入したとき ◎職場の健康保険をやめたとき

福祉・教育の分野を通じで進めているものです。

給していて老人保健を受け

健康で明るく生き生きとしたまちづくりを、保健・医療・

／・

職場の健康保険の披扶養者からはずれたとき ◎子供が生七

これらは「ヘルスパイオニアタウンうじ事業」として、

ていない人と︑その扶養家

康づくり啓発コーi‑ーの開設などの事業を行っでいます。

老人＝老人保健該当者︒

る市民講座」をはじめ、各種イベントでの健康相談・健

族︒

国民健康保険課では、市民の健康づくりを支援するた
め、「世代間交流スポーツ教室」や「医療と福祉を考え

心｀iノ入マ

います
って保険料が掛かることが法律で定められて
無保険のまま放置すると最高2年間さかのぼ

胆鸚灘冒鱗灘贈言言四
ヘルスパイオニアタウンうじ事業

レ1｀〃1

七十歳以上か︑六十五歳以

Ｉ

上の寝たきり老人で老人保

健の適用を受ける人︒

ポイント

六つの

爛刄り尤^/
E療費もか

％を加入者の皆さんの保険

当たり費用額が高いため︑

保険者該当以外の国保加入

早期発見・早期治療を

〈表３〉国保会計保険給付費負担額

診療費の合

全国平均より医療費が高く

みんなが
／適正受診を

れら
にの診療費に尹

四会計が負担する浬

lｉiＰＳE

なっているところに特徴か

あります︒

一

医療機関が変わるたびに検査

はヽ．Ｉ国などの負堤

慮拓？<ｆｆｌ(？Mo

重複受診はやめよう

私たちは︑いつ病気やヶガをするか分かりません︒そんなと

職 老

き︑みんなで医療給付を負担しようと設けられたのが︑健康保
険制度です︒その中で︑市町村が運営しているのが国民健康保
険︵国保︶です︒今回は︑現在の国保の状況についてお知らせ

退

します︒国保事業の健全な運営にご理解とご協力をお願いしま
す︒

照︶︒医療費が高くなれば︑

料で賄っています︵表３参

入

般

六割近くに達しています︒
診に療
費の特徴
本市の

分 一

区

保険証を忘れずに

）内は全国平均を100としたときの数値

退職・老人の加入者区分別

計は全国平均を上回ってい

当然保険料負担も大きくな

（

急病など特別な場合は別として、

︵＊︶に見ると︑老人が実

の最近の動向を見てみまし

ます︒中でも老人分は三四

ります︒日ごろの健康づく

〈表２〉１人当たりの年間の診療費（5年度）

医療費が毎年増加し続けて

国保は︑皆さんの健康を

ょう︒六年度の国保診療費

八十五万円の費用が掛かっ

％も高く︑一人当たり年間

^tEぼ

い
こ
ま
こ
す
で
Ｏ
本
市＊
の
国
保
診
療
費

増え続ける市国保診療費

守る大切なものです︒しか

は︑全体で約百十九億円で

次に︑一人当たり年間の

すが︑そのうち約半分を占

旨と適正受診に心掛け声ｙ

や診療報酬の改定︑さらに

ています︒受診率︵医療機

し近年︑医療内容の高度化

関に掛かる頻度︶は︑ほぼ

ー

診療費がどれくらいか見て

診療時間内に受診しよう

圃

みましょう︵表２参照︶︒

゛、治療効果も高

めているのが入院分です

r把握しているの、

︵表１参照︶︒これを一般・

病気や体質など

は受診機会の多い高齢者の

家庭医を持とう

濠１〉市国保診療費の推移

加入割合の増加を背景に︑

服薬をはじめ、お医者さんの指

いま一人ひとりにできること

医療費増加に歯止めを

医師の指示を守ろう

平成７年度の保険料

④所得割率‑9.0％
②均等割額…１人につき19,400円
③平等割額…１世帯につき27.700円
賦課限度額…480,000円
(賦課限度額の国基準は７年度52万円)
①１年間の収入額から、収入の種類に応じて控除を行っ
た後の額（総所得金額）から、さらに基礎控除額（33
万円）を引き、それに所得割率を掛けたもの。
②被保険者数に均等割を掛けたもの。
③平等割額

１年間の保険料は①十②十③で算定されます。この
金額が48万円を超える場合は、保険料は48万円となり
ます。
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市役所

情報

6/23(i) ライフサイクルについてみる
子育てについて
6/30(4) 根を菱えば木は育つ
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ります)、生涯学習センターC〉対

圃同センター(346‑0688)。
〈簿記初級〉t＞7月５日〜９月

〈ワープロ初級Ve

[〉６月22日〜７月20日(フ月13

r 5〉

8月22日の火・金曜、

いる人。先着40人[＞1000円

くパソコン・ウィンドウズ
8月７日の月・

木曜、午後６時半〜９時[〉9000円。

時半〜９時E〉9000円。

困宇

つ人がいる青少年団体

日出までに印鑑持参で市民体育課

宇治駅前に午後１時集合。

(内線2621)へ。使用許可は調整後

くおはなし

各小学校の育成学級児童の指導補
助[＞賃金…時給850円

校⑤23日㈹＝小倉小学校、いずれ

らの融資により修繕した人[＞補給

履歴書(要写真)に必要な事項を
書き、６月21日附までに社会教育

も午後７時半〜9時半[〉①⑤＝ソ

額…被災住宅を修繕するために金

フトバレーボール・インディアカ

融機関から融資を受けた額(限度

②③④＝ソフトバレーボール・バ

額200万円)の年利率3％に相当
する額[＞補給期間…借り入れ後１

ウンドテニス。上靴持参で

〜３時半[＞9000円。

〜27日の木曜、午前10時〜11時半

■トレーニング機器実技講習会

■城南勤労者福祉会館の教室

[＞講師…日本地名学研究所所長・
池田末則さん

回市

年間

[＞6月24日出午後１時〜と３時

困同館。先着60人。

■小倉公民館(昔22‑4687)

半、宇治公民館[＞内容…防火・防

話。[＞6月21日〜フ月５日の水曜

館(容33‑4001)。

災講座｢震災の教訓｣[＞対象…聴

の３回、午後１時半3時半回

[1]18日(日)午

福祉

〈幼児家庭教育学級〉じ＞日程・

や法律について学び、関連施設で

〜正午E〉対象…乳幼児を持つ親。

祉会館じ＞対象…18歳以上の健聴者、

体験学習をします。＞6月22日〜

先着30人[〉調理実習には材料代が

先着45人レ内容…聴覚障害者が生

７月27日の木曜の６回、午後２時

必要E〉保育…満２歳以上の幼児。

活体験を話す講座、実技指導など

将弘ちゃん(I歳)'
(伊勢田町毛語)

圃広報課（内線2070）
次代への最高の遺産であ

議会では︑﹁平和こそが

宇治市平和都市推進協

の場合は抽選︶▼靴聾・：

▼定員・：40人︵応募多数

た人は応募できません︶

中学１年生︵昨年参加し

育成することを目標に︑

国際性を持った青少年を

これは︑親萱釜輩通し︑

市に中学生恋派遣します︒

るカナダーカムループス

市では︑友好都市であ

市派遣事業に応募して﹂

は﹁中学生カムループス

秘書課へ︒作文のテーマ

定の書類に作文を添え︑

６月12日向〜23日吻に所

10万円︵渡航手続きの費
用は除く︶▼応募方法・：

平和の貴さを

る﹂との願いから︑被爆

無料▼応募方法よ旦接来

四年前から実施している

広島で学ぼう︑

の地・広島で︑子供たち

庁か︑はがきに﹁広島参

もの︒今年も次のとおり

小・中学生広島訪問

に核兵器の恐ろしさや戦

加﹂と①住所②氏名︵ふ

争の悲惨さを知り︑人の

吟かな︶③性別Ｗ嘉名・

命の貴さや﹁平和﹂の大

学年⑤保護者名⑥電話番
で︑４０旦子詰め原稿用

切さを学んでもらおうと︑

号︵連絡先︶を書いて︑

団員を募集します︒

小・中学生の広島訪問団

６月20日㈲︵当日消印有

効︶までに企画管理部総

務課▼問い合わせ・：同課

︵内線2052︶へ︒

員を募集します︒

▼とき⁝７月27日俐〜

28日面︵往復バス︶▼対尿：
市内在住の小学６年生と

いことをこの機会に生活の

知恵として学習しましょう︒

◇日程・内容・：左表のとお

◇時間・：午前10時〜正午

︵23日は午後１時半〜４時︑

29日は午前９時20分〜午後
Ｌ時︶

◇定員⁝先着50人︵６月29

日の施設見笑語我昴人︶

◇参加料⁝無料

◇修了証⁝４回以上の参加

者には宇治市長の修了証を

◇会場⁝市役所大会議室

お渡しします

CS10C1(N1LO︶°

㈱ワコール
田中美奈子さん

︵23日は文化センター︶

◇申し込み・：商工課︵内線

今回の消費生活講座は

﹁快適な生活の知恵﹂につ

れば便利なことや身体に良

いての講座です︒知ってい

の話

〜快適な生活の知恵〜

哲郎さん

施設見学会
積水ハウス総合研究所
一ハイタッチリサーチパークー
見えないおしゃれ

消費生活講座を開催

上京税務署広報官

7 /u廊

くらしと税金 富永徹也さん

友好都市
カナダーカムループス市へ

して決定︶▼参加費・：約

紙２枚︒応募用紙は同課

と市内中学校にあります

▼問い合わせ⁝同課︵内

線Ｑ乙０５７︶Ｏ

中学生を派遣

▼とき・：８月18日面〜

25日面▼対象・：市内在住
の中学生▼定員⁝10人

私立中学校等１人を抽選

︵市立中学校各校１人︑

川に油を流さないで

取り戻すためには︑私たち

団員募集
生活排水が川を汚しています

一人ひとりが普段の生活を

かけがえのない美しい川を

セント以上が︑私たちの家

見直していくことが大切で

川の汚れの原因の石口パー

庭の台所や洗濯︑風呂など

as杯

す︒ちょつとした心掛けや

弓

から出る生活排水によるも

。

工夫がきれいな川を取り戻

凛凛ﾀ

のです︒例えば︑スプーン

。

一杯︵二十ｄ︶のてんぷら油

さ『
諮Ｅ

盈錐別留回夕

問い合わせ⁝環境保全課

SCX⊃11S

す大きな力になります︒

癌弘一
ｽﾊﾟ〃ｨゅで汁

︵内線2255︶︒

酔Ｅ 四。
磁Ｅ 良則留読図額多9。

を流せば︑魚が住める水に

箔留醗踊弓原ﾉ勿nu

戻すためには浴槽二十杯も

佃Ｅ／

農函夥観側e&iﾀ'･

六月は﹁狸責問﹂です︒

極多就￣7

謳ﾀ溺多醗弼m>/ﾀ^'″

の水が必要です︒

天ぷら油

︿魚のすめる水にするために必要な水量﹀

'ら^匹･

井上

西川

[5]6月19日(月)までに福祉総務課

おやつ代500円(10回分)必要。

浜松医科大学教授

気者

＞6月20日〜８月１日の火曜の
７回、午後７時半〜９時。総合福

骨の老化とその対策

回同社か観光協会(容23‑3334)。

■市民手話教室

内容は右上表。おおむね午前10時

乳業セミナー

6万6000

困宇治川観光通船(a21‑2328)

うちの人

同館。

師

10人乗り２万2000円、

15人乗り＝３万3000円、20人乗り＝

[＞対象…市内の小学生とその親じ＞

精神保健(心のやまい)の制度

7／7 fij

貸し切り船=

。
あらいぜき
天ケ瀬ダム、南郷洗堰などを見

円

前９時から同館へ直接。顔写真

6/29Ⅲ

合船＝大人1500円、子供700円○

４万4000円、30人乗り=

(３×2.5センチ)が必要。囲同

6/23圀

請書を商工課(内線2219)へ。

時JR宇治駅前集合(小雨決行)

5000kmを旅した永谷彰朗さんのお

家電製品の安全松下ﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ
な使い方
田中 仁之さん

撰橋たもとで午後７時からt＞○乗

学しよう。[〉７月27日附、午前９

の旅〉約７年かけて世界一周７万

・第１回精神保健福祉公開講座

[＞6月17日出〜８月31日閑、喜

[116月30日倒までに交付申

各先着30人＞1000円

■聴覚言語障害者教室

・広野公民館(ZS41‑7450)

課(内線2618)へ本人持参で。
‐宇治川鵜飼い

15歳以上の人(中学生は不可)。

く成人講座〜素晴らしき自転車

圃市販の

・水源地見学ツアー

半〜の２回、黄壁体育館[〉対象…

人回同館(S46‑0780)。

〜３時半(体験学習は時間が異な

16日は除く)、午

に住所があり、市が被災住宅とし

民体育課(内線2621)。

6/16吻

前8時半〜午後５時[＞内容…市内

て認定した家屋を金融機関などか

史と文化を学びます。[＞7月６日

講

C＞対象…７年１月17日現在市内

大開小学校④22日困＝大久保小学

土記〉地名を通じ宇治・山城の歴

容

曜と８月13日

校②16日出＝平盛小学校③19日(月)＝

ン・プログラミング初級〉l＞7月

圃

じ〉７月21日出〜８月31日困(日

融資利子補給金交付制度

治ボランティア活動センター(a

<市民講座〜宇治・山城地名風

社会教育課(ファクス22‑3040)。

決定。

お知らせ
・阪神・淡路大震災被災住宅修繕

23日〜Q月３日の日曜、午後１時

覚に障害がある人、先着30人

[16月23

22‑5650)。

くパソコ

t＞6月25日(日)午後１時半〜３時

495

スセンター(323‑6115)へ。送迎
希望者は同時に申し込みを。京阪

回同センター。

E〉①6月15日困＝西大久保小学

公民館・青少年センター

4時[＞1500円[〉先7S2A

倒午後５時〜20日(日)は使用不可)

円

■地域巡回ニュースポーツひろば

・中央公民館(昔20‑1411)

〈夏の料理教室〉E〉7月９日(日)

俐(キャンプセンターは８月18日

4

・育成学級夏期学生アルバイト募集

〈ロータス123上級〉[〉７月20
8月７日の月・木曜、午後６

[Ill

〜中学生､先着20人C〉参加費…100

スポーツ

ボランティアを始めたいと思って

時、土曜午前９時半〜正午[〉9000

介護用具の活用と施設見学

なべ)とも７月21日出〜８月31日

[〉対象…市野外活動指導者証を持

日体験学習[〉対象…高校生以上で

9

[〉使用期間…炭山キャンプセン
ターと野外教具(飯ごう、テント、

日困までに宇治明星園デイサービ

4時[＞対象…幼児と小学校低学年。

時、総合福祉会館。土・日曜に１

〈ロータス123初級〉E〉7月12日
〜8月２日の水曜午後６時半

(

〈こども茶道教室〉【〉６月

会〉[＞14日出･28日團午後3時半〜

日を除く)の木曜、午後７時〜９

午後６時半〜９時＞1万3500円。

夏季期間の使用事前申し込み

■在宅老人家族介護者教室

447)

圃資料代(2000円)を添えて宇

22‑5650、社会福祉協議会内)へ。

内

■キャンプセンターと野外教具の

人

■市民ボランティア入門教室

程

94‑0535)へ。

時半、市小倉デイサービスセンター・
9／1倒 子どもの気持ち
■大久保青少年センター（344‑7 同在宅介護支援センター[＞テーマ…

６日の月・水曜(一郎木曜)、午

日

18 ・ 水源地めぐり募集係、2S06‑9

ボランティア活動希望者。先着50

前９時半〜午後４時半＞1万2500

午後１時

阪事務所(〒570守口市外島町4−

E〉6月17日出、午後１時半〜３

24日出午前９時〜正午[〉対象…小

日

圃往復はがきに住所、氏

日出までに財河川環境管理財団大

ファクス22‑5654)。

心のつながり……
楽しい食卓作り

治ボランティア活動センター(a

入門〉C〉7月20日

〈料理教室〉[＞6月30日出午前

家庭教育〜現状と課題〜でに社会福祉協議会(322‑5650、

8/25倒

象…精神保健福祉に関心のある人、
■城南地域職業訓練センターの講座

円。

名、年齢、電話番号を書き６月30

９時半〜午後１時半、総合福祉会

8/t1吻 遵びで育つ社会性
8/18吻 やさしい子どもに育てるには

'm妾会iドisk皿喉臨∧ソ

講座・教室

[＞7月21日

50)円

■デイ・サービス

:

?･

円。

(内線230G)へ。

7/21(4) 子どもの成長と親のa割 館[＞対象…市内在住で体に障害の
7/23(4) 幼児の交通事故防止と地域の
防m.について
ある人[＞500円 圃6月27日(火)ま

囲は問い合ねせ･圃は申し込み．＼

蜃扇

幼児期におけるam菅理と
家庭のあり方

第1064号
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宇治公民館︒上靴が必要︒

７月３日㈲午後ト時〜１時︑

◆フォークダンス講習会・：

一緒におけいこしましょう︒

◆民謡同好会・：初心者歓迎︒

34︶︒

り︒佐藤さん︵022・76

ティアがマスコミで大きく

県南部地震︶では︑ボラン

阪神・淡路大震災︵兵庫

から市民ボランティアの奮

じて︑四人の市民の体験談

災支援センターの活動を通

内に設けられた︑阪神大震

合計二百十一人に︑支援先

にでき︑五月十五日までで

震災支援センターはこの日

アが事務局となった阪神大

私を含む四人のボランティ

地震発生一週間後の一月

事務局 江崎美子さん︵53︶

阪神大震災支援センター

に立場の弱い人︑また行政

人や障害者といった社会的

張りどころなんです︒外国

かし︑これからが本当の頑

落ち着いてきています︒し

ティア活動センターが共同

れからも︑手を差し延べて

の手が届きにくい人にはこ

委員長 橋本隆さん︵55︶

に行き︑登録をしました︒

の震災ボランティア説明会

その後︑社会福祉協議会

何かが呼び起こされました︒

なければ﹂と︑自分の中の

じこもりがちな人は、ぜひー

供と一緒に遠足にいったり、

度のぞいてみてください」と

公民館で節分の豆まきやお面

代表の仲さん。

く︑道端におもちゃを並べ

りいませんでした︒仕方な

掛けていたので子供があま

日がたまたま︑お風呂に出

のうちに気が付いて良かっ

ます︒まだまだ体が動く歳

てきているんだと思ってい

に恩返しをする時期がやっ

たけれど︑今は社会や地域

三十一日︑ＪＲ芦屋駅に友

まず食わずで往復し︑帰り

ほかにもおぜんざいの炊

の電車の中で︑やっと持っ

行きました︒そこからはロー

き出しを友人と行ったり︑

てきたお弁当を艮べました︒

ラー作戦です︒道行く人に

いろいろ活動しましたが︑

や衣類やらの荷物を持って

聞き︑救援物資などが届か

ボランティアとして行きま

三月からは支援センターの

援物資の仕分けが中心でし

した︒芦屋南小学校での救

ない近所の人だけで暮らし

で物資を渡しながら︑東灘

ているような小さな避難所

人三人と持てるだけ食べ物

﹁できる人ができることをやる﹂

たんですよ︑映画の寅さん

れまで会社人間でやってき

る土木作業をしました︒こ

の参列者が通る道を整地す

た︒二回目は被災者追悼式

たもんじゃないと思いまし

若者を見直し︑日本も捨て

い人たちと話をしていると

わりました。子育てで家に閉

月２回、季節に応じて、子

たです︒

子育て会てんとう虫

みたいに︒一緒に行った若

﹁社会に恩返しをする歳になりました﹂

一月二十二日が学区福祉

最初の活動は大学生の福

るんです。私もいろいろと教

取材日の太陽が丘での遠足

います。去年は消防の人に、

は参加者が少なかったのです

人工呼吸などの救急看護法も

が、普段は親子24人で、ワイ

「子供を家で育てていると

は毎月第１・３金曜午前lO時

ストレスがたまりがちになり

から正午。会費は月300円。

ます。そんな時には、みんな

問い合わせは仲さん（雲44‑3

でおしゃべりするのが一番。

901）へ。

内︶へ︒

９３２３︑社会福祉協議会

ティア活動センター︵霖丿一・

人︑登録したい人はボラン

ボランティアに興味がある

一層の頑張りに期待します︒

た人たちやボランティアの

ことです︒今後の被災され

が増えたことは素晴らしい

ようと思った人︑始めた人

た人の関心が高まり︑始め

ボランティアに興味が７印っ

人四様︒しかし︑これまで

ら︑今回初めての人まで四

は一人でどんどんする人か

震災ボランティアの活動

らったんですよ︒

人からいろいろと分けても

て行く救援物資も友人︑知

る人がたくさんいます︒持っ

私には陰で支えてくれてい

も行けない人は多いんです︒

をやるもので︑行きたくて

アはできる人ができること

のポリシーで７．ボランティ

無理しない﹂︒というのが私

﹁気負わず︑気張らず︑

んです︒

たので腰を痛めて休養中な

た︒最近は力仕事が多かっ

作りなどいろんな活動をして

阪神・淡路大震災
市民ボランティア

取り上げられています︒今
闘ぶりを紹介します︒

二十四日に西宮の福祉セン

今では被災地も見た目は

アの指導をしました︒

を紹介したり︑ボランティ

回は宇治市社会福祉協議会

﹁これからが頑張りどころなんです﹂

ターに向かいました︒町並

で︑二月十日に震災ボラン

行きたいと思っています︒

みの中を歩いてセンターへ
向かう途中︑訳もわからず

ティア説明会を開きました︒

センターでは︑トイレの

市民ボランティア
石橋忠昭さん︵50︶
地震の朝︑﹁これは普通

委員会の発会式で︑そのと

かもしれませんが︑ひとつ

祉サークルの六人と一緒に

の状況ではない︒何かをし

きに何かお手伝いができた

のことをやり遂げたという

子供たちにおもちゃを配る

北横島学区福祉委員会

﹁多くの人に支えられてできました﹂

涙が出てきました︒

くみ取りをしました︒ごみ
袋を何枚か重ねて︑汚物を
ひしやくですくい入れてい

その後も︑物資の仕分け

らいいですねえというよう

ことで︑私達の学区福祉委

きます︒それを繰り返し︑

など何度かボランティアに

な話をしていました︒その

員会はまとまってきたよう

一つずつトイレが使えるよ

いっていましたが︑震災の

後︑社会福祉協議会が炊き

うにしていきました︒

ボランティアをしたいとい

出しをする団体を募集して

うきっかけで始まりました。

4460乙︶ｏ

５百円︒山岡さん︵ａ０７
毎月第２・４月曜午前10時

う問い合わせが多いことか

らないことばっかりで苦労す

お互いに交流を続けようとい

ドなど︒脇坂さん︵音23・

５°４６１°1828︶ｏ

〜正午︑木幡地域福祉セン

ら社会福祉協議会とボラン

特に一人目の子供のときは知

学級の修了者有志が、今後も

の時代から﹄よりプレリュー
なばた﹂︑組曲﹃ホルベア
︵前売り５百円︶︒曲目﹁た
センター大ホール︒７百円
日ｍ一午後６時半開演︑文化
第26回定期演奏会⁝６月24
◆シティフィルハーモニー

来立てのサークルです︒毎
月第２・４金曜午後１時半
〜３時半︑宇治公民館︒会

◆市民ソフトテニスデー：

ター︒会費月干５百円︑プ

サークルさ
というものでした︒行った

広野公民館の家庭幼児教育

小学校まで歩きました︒飲

ワイと活動しています。活動

習いました。

2691︶︒
り﹂など︒山田岑ん︵音23・
﹁小さな人魚姫のものがた
小ホール︒５百円︒曲目
後２時開演︑文化センター

交差点

ての演奏会︒６月18日㈲午
ロッポ演奏会⁝結成後初め
◆混声合唱団マーノンート
262︶︒
日面︒牧原さん︵023・2
雨具など持参︒雨天時は25
約12キロ︑健脚向き︑昼食・

観音正寺・安土城跡方面︒

前８時ＪＲ宇治駅前集合︒

自由にソフトテニスを楽し

お貸しできる琴が何面かあ

費未定︵実費︶︒初心者に

きません。【送付・連絡先】広報課（宇治琵琶33､Q22−

リント代百円︒早水さん

市民情報短信
141
催し

前月20日（必着）までに。営利・宗教・政治活動は掲載で

︵032・1843︶︒

(昭和41年7月31日)

に思います︒
ったら︑すぐにやろうとい
うことになりました︒
三月二十六日の朝︑炊き
出しのメンバーが車と電車
で芦屋の打出浜小学校の避
難所に向かいました︒午後
四時半から一時間で焼きそ
ばとスープ︑三百食をつく
りお渡ししました︒
二十五人がこの炊き出し
に参加したのですが︑実際
にはもっと多くの人に支え
てもらっています︒トラッ
クや鉄板などを貸していた
だいたり︑そばを安く分け
ていただいたり︒おおげさ

あ来る
▲芦屋市の打出浜小学校で焼きそばづくり

かしい写真を。いずれも採用分には粗品をお送りします◇

むほか︑教室も開催︒６月

市内の小中学生の代表による熱弁がふるわれました。

いると聞いて︑役員会で諮

市制15周年記念゛模擬市会､、

市民情報・短信…市民サークルの催しや会員募集などを。

め

特集

り

を400字程度で。写真も歓迎◇昔めぐり…市内で撮った懐

Ｈ日㈲︑18日㈲午後よマ︑
東山テニスコート︵雨天中
止︶︒中学生以上︒里 オー
プン・：７月２日向午前９時
〜︑黄柴公園テニスコート
︵雨天中止︶︒高校生以上︒
千円︵Ｉチーム︶︒岩口さ
ん︵a23・6569︶︒
募集

◆宇治朝霧コーラス・：とも
に歌う喜びをあなたも／・
毎週火曜午前10時〜正午︑
宇治公民館︒会費月２千５

137︶︒

百円︒小林さん︵容23・3

◆大正琴サークル・：春の小
川から命くれないまで︒出

ぐ

◇投書コーナ￢「私もひとこと」…身近な話題や提案など

昔

皆さんとつくるページ

（４）

1995年（平成７年）６月11日発行
市
治
宇
第1064号

◆歩こう会・：吸月18日㈲午
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3141内線2069）へ郵便か持参で。

496

