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近鉄小倉駅東に駐輪場５／1︵月︶オープン

に放置自転車の防止︑駐車

剛宇治市駐輪場公社ととも

最大規模の市営駐輪場に

くお願いします︒

す︒市民のご協力をよろし

全啓発などを進めていきま

場の効率的な管理︑交通安

定期券前売りは４／27︵木︶〜４／29︵土︶
五月一日側に近鉄小倉駅東側に自転車等駐
車場︵駐輪場︶を開設します︒この駐輪場の
五月一日側に近鉄小倉駅

オープンに先立ち︑同駐

などに十分注意し︑駐車料

す︒駐輪場付近の交通案内

かなりの混雑が予想されま

オープンに先立ち定期券を前売り

の北東に︑市営自転車等駐
車場︵駐輪場︶がオープン
します︵場所は左下図参照︶︒

車やバイクは︑都市の景観

輪場で定期券を予約一販売

駅周辺に放置された自転

上の問題であるだけではな

日時・：毎年１月４日〜12月

亡事故を起こすきっかけに

で止めた一台の自転車が死

害になります︒軽い気持ち

活を営むうえで︑大きな障

なり︑安全で快適な市民生

時〜５時に定期券との引き

ますので︑29日出の午後１

書を兼ねたもの︶を発行し

換えに予約カード︵仮領収

ます︒定期駐車料金と引き

予約の受け付けだけを行い

るため︑初日の27日田は︑

辺の禁止区域が広がります

域に指定し︑近鉄小倉駅周

側周辺も自転車放置禁止区

市では新たに近鉄小倉駅東

ご協力ください︒

のない明るいまちづくりに

は撤去します︒放置自転車

止区域に放置された自転車

31日の午前６時〜午後Ｈ時
料金・：右表のとおり

なるかも知れません︒

換えを同駐輪場で行ってく

この駐輪場の開設に伴い︑

︵左図参照︶︒

５月８日㈲から︑この禁

ろ…府立宇治公園中の島と観光センター

こ

午後4時倆天決行)

き…4月８日倒･９日(日)午前10時

と

完成で︑市内十三ヵ所の整備がひとまず完了
します︒また︑財団法人宇治市駐輪場公社が
今年三月末に発足しました︒市ではこの公社
とともに︑駐輪場の効率的管理︑放置自転車
の防止︑交通安全啓発などを進めていきます︒
問い合わせ・：交通対策課︵内線2259︶︒

金をお支払いのときには釣

します︒
︿予約一販売日時﹀

く︑歩行者や車椅子・車両
の通行を妨げ︑交通事故を

り銭がいらないようにご協
力ください︒また︑車での

訂田午後Ｅ時〜９時
○４／28吻午後３時〜９時

来場はご遠慮ください︒

○４／
また︑人命や財産を守るた

なお︑窓口の混雑を避け

○４／29出午後１時〜互

引き起こす原因となります︒

め先を急ぐ消防車・救急車

市では︑放置自転車の問

︿利用案内﹀

などの緊急車両の妨害にも

題を解決するため︑駅周辺

ださい︒※前売り期間中は

近鉄小倉東側周辺も放置禁止区域に

に駐輪場を計画的に整備し

保駅)､宇治商工会議所､京阪交通社各営業所など

プレイガ

ド

炭ll}陶器まっり、伝統工芸名陶展示コーナーなど

ゲスト

分から)､茶そばコーナー､{規の銘酒試飲ｺｰﾅｰ、

大阪センチュリー交響楽団

問い合わせ…宇治市観光協会(S23‑3334)

(宇治小学校西)／手芸とカメラのマツモト(iS蔵山商店街)／宇治−店(宇治
橋通り商店街)／酉小倉コミュニティセンター／アルプラザ城陽(4Fサービス
センター)／チケット･ぴあ／チケット･セソン

イ

電話f約･問い合わせ…宇020?2111)夕￣

てきました︒このたびオー
プンする近鉄小倉駅東自転
車等駐車場は︑市内最大規

（財）宇治市文化センター

世界遺産登録記念
第19回宇治川さくらまつり

ゆうもあコンサート

販売所…観光センター、観光案内所(宇治橋西詰､近鉄大久

宇冶市文化センター／宇冶市観光協会／宇治市Ｕ光案内所(宇治ti西詰、近鉄
大久保駅構内)／松下時計店(ボンヌ前)／うさぎ堂c近鉄小倉駅前)／黄壁薬局

高校生以下2,000円

郎の

模の市営駐輪場となります︒
市では︑三月末に発足した

（当日各500円増）自由席一般3,000円

150円

付き自転車

し…抹茶席､宇治川春の市､ステージショー(チャンパ

催

ラトリオ漫才など、両日とも午後1時、午後2時45

７月1日（土）宇治市文化センター

健太

開演午後７時

開場午後６時30分

2,700円
7,200円
13,700円

及び原動機

と

･ピアノの魔ili師･羽田健太郎によるトーク＆ライブ

お話と歌とピアノ

1月
3月
6月

＼

2,000円
5,400円
10,200円
１ 階

自動二輪車

(i日t回こつき)

●毎月１日・n日・2i日発行

第1057号

広
編集

、20‑8777

1,300円
3,500円
6,600円

1月
3月
6月
一時利用 月数

100円

自転車

料
金
期 利 用
1・2階
３階
車
駐

定
月数

一時利用

談

前売り券…2000円で発売中

◆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◆

467

投票日です︒
京都府議会議員選挙の
４月９日︵日︶は

(㎜の部分)

主催：京都府

府民芸術劇場

羽田

タイムファイブ
近藤 祥子

指定席4,000円

前売券発売中

やめよう迷惑駐輪

忘れないで投票しましょう︒

近鉄小倉駅周辺の自転車放置禁止区域

年）

(1995

1翫

〒611京都府宇治市

テレホンサービス

a （0774）22‑3141

平成了年
宇治市政ダイヤル

京都府宇治市

発汀
案

４ ／１
市政n報いつでも24時間

３系統の小型バス路線運行

ケ原〜名木〜砂田〜小倉〜

︵住商団地Ｈ期︶〜寺山台

ＪＲ宇治〜市役所〜琵琶台

四月十日卯から︑三系統

の要望でありました東西交

〜植物公園〜尖山︵住商団

保小学校〜近鉄大久保〜緑

運行経路は次のとおりで

〜尖山︵住商団地Ｈ期︶〜

なお︑従来の緑ケ原〜太

10往復②29往復③４往
復予定されています︒

運行本数は︑それぞれ①

地11期︶

通の整備を図ったものでｙ︒

す︒
①宇治大久保線宇治車
庫土示阪宇治〜ＪＲ宇治〜

寺山台〜寺山︵朝日ケ丘︶

陽が丘線︵府道八幡宇治線

市役所〜琵琶台〜植物公園

〜大久保小学校〜近鉄大久

経由︶は四月九日㈲で廃止
されます︒詳しくは︑京阪

保
②友が丘大久保線 尖山

宇治交通㈱︵Ｓ０７２０・

また︑災害が発生した時

家財などに損害を受けた場

の特例 この地震で住宅・

●税金にかかわる雑損控除

せん︒

住民税の申告は必要ありま

へ︒所得税の申告を行えば

ついても減免制度がありま

利用の日から３ヵ月▽問い

利用している人▽減免勘間⁝

の駅まで自転車・バイクを

●融資制度など 被害を受

す︒▽問い合わせ⁝国民健

けた住宅の修繕や事業資金

康保険課︵内線2266︶

ｃ<iociiocｒ≫︶へＯ

合わせ⁝交通対策課︵内線

の京都府融資制度がありま

へ︒
●国民年金の特例措置 国

す︒①京都府り災住宅緊急
低利融資②京都府経営強

これらの融資利用者に対

ある学生もこれに準じて免

す︒また︑被災地に親元の

わせ・：社会福祉協議会︵昔

る場合は20万円︶▽問い合

円︵ただし特に必要と認め

▽貸し付け限度額⁝10万

●生活福祉資金の貸し付け

する宇治市の利子補給制度

除されます︒▽問い令ｐ７・

22°5650︶へＯ

民年金保険料が免除されま

があります︒①被災住宅

国民年金課︵内線３３→２︶

化特別融資

修繕工事費融資に係る利子

などの日常生活に必要な道

●寝具・炊事道具・下着類

具を支給 ▽問い合わせ・：

へ︒

幼稚園児への特別措置 学

福祉総務課︵内塚４︶０３︶

補給 ②災害復旧対策資金

用品費・給食貧など童又給︒

へ︒

●小中学校児童生徒・市立

市立幼稚園の保育料全額免

課へ問い合わせください︒

ての詳細は企画管理部総務

吻り災証明書の発行につい
●育成学級の特別措置 入

●保育所の緊急入所と保育

︵内線2618︶へ︒

問い合わせ⁝社会教育課

級児童の協力金の減免︒▽

育課︵内線2610︶へ︒

除︒▽問い合わせ・：学校教

融資利子補給 詳しくは商
工課︵内線2217︶へ︒

被災して宇治市
へ来た人へ

▽減免期間⁝地震発生日

●水道・下水道料金の減免

の翌月から８年１月末日▽

料の減免 ▽問い合わせ・：

犬の登録と狂犬病予防注射

︱狂犬病予防法改正で今月から︱

生涯一回となります︒なお︑

る犬の登録が︑年一回から

飼い主に義務付けられてい

物病院などで受けさせてく

機会にできない場合は︑動

が不要になります︒この

た犬は︑来年以降の登録料

三十円︶です︒今年登録し

五百七十円・注射済票五百

所︵昔21・2191︶へ︒

︵内線2254︶︑宇治保健

問い合わせは環境保全課

登録は生涯に１回になります

予防接種は従来どおり年一

狂犬病予防法が改正がれ︑

回必要です︒対象は生後九

ださい︒

で必ず受けさせてください︒

いますので︑最寄りの会場

服装でご来場ください︒

日は犬を押さえ付けられる

をしてください︒また︑当

飼い主が責任を持って処理

会場でのふん便などは︑

十一日以上の犬です︒

費用は一頭六千百円︵登録

七年度は左表の日程で行

料三千円・注射手数料二千

宇治保健所

68・5100︶︑市役所交

は地域で互いに協力し合う

合︑申告により六年分所得

措置を受けなかった人は七

問い合わせ⁝水道部営業課

保育課︵内線ＯＪＴＯtＮＫ‑ｑ︶へ︒
●市営駐輪場の定期駐車料

9:30〜11:40

︵住商団地11期︶〜寺山台

通対策課︵内線2258︶

被災された人への支援
ご利用ください

この地震で被害を受けた

ことが大切です︒地域の防

税及び七年度分住民税から

年分の所得税︵八年度分の

︵内線2701︶へ︒
●国民健康保険の特別措置

4/20
俐

〜寺山︵朝日ヶ丘︶〜大久

企画管理部総務課（内線2052）

で小型バスが運行されます︒
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これは市民の皆さんの長年

叙四;':匹斗?作９卜斗ぶり皆i惣丿:うぎ:夥濃家斗貿四卜卜琢咳

〜寺山︵朝日ケ丘︶〜大久

へ︒

防災対策を
積極的に推進
一月十七日早朝に発生し
た兵庫県南部地震は︑五千

ど戦後最大の被害をもたら

世帯の人や災害救助法の適
10％を差し引いた額②損
失額のうち災害関運支出か

四百人以上の死者を出すな

しました︒この地震は︑改

用を受けた市町から宇治市

ら５万円を差し引いた額

いた額︶から総所得金額の

めて私たちにその恐ろしさ

に来られた誤奢に対して︑

︿還付申告は期限後も受け
付け﹀ 雑損控除の特例を
受けられる人は︑今からで
も税務署で申告などができ
ます︒り災証明書閑・領収

災活動を効果的に行うため

雑損控除できる特例︵雑損

住民税︶で雑損控除を受け

市内で被害を
受けた人へ

次のような制度があります︒

を教えています︒
今回の災害岑教訓として︑
市では︑市民の皆さんの安
全を図るため︑地域防災計
画の見直しや非常用備蓄の
充実など防災対策を積極的

に町内︒︵自治︶会ごとの

控除の前倒し措置︶があり

ることもできます︒

城南荘集会所
城南荘集会所
白川集会所

9:30〜10:20
10:40〜11:30
13:30〜15:40

書などを添えて宇治税務署

呼び掛けています︒自分た

ます︒雑損控除は︑次の①

金の減免 ▽対象・：交通の

4/19
困

4/11
伏）

被災により一部負担金な

炭山・二尾・笠取・池尾

9:30〜11:30
13:30〜14:40
15:00〜15:20

(月)

詳しくは宇治税務署︵容

手段としてＪＲ︑近鉄︑京

狂犬病予防注射と登録実施日程

階
１

、
りになります。

どの支払いが困難な人につ

9:00〜16:00

蓮池集会所
小倉公民館

4/18
伏）

広野三軒家集会所
木幡河原隣保館

9:30〜10:10
10:30〜11:30
13:30〜15:30

4/10

13:30〜14:10
14:30〜15:40

吻

に推進していきます︒

ちの地域は自分たちで守る

②のうち多い方の金額を所

44・4141︶または市役

阪電車等を利用し︑最寄り

4/5
團

9:30〜10:10
10:30〜11:30
13:30〜14:30

農協大久保支店前
東宇治中学校
南遊田集会所

４月４日(匍から１階の庁舎事務室の配置が一部変わります。
いては︑その支払いが免除

9:30〜11:00
13:30〜15:40

保健予防課と長寿社会対策課の場所が入れ替わり、下記のとお
されます︒また︑保険料に

4/4
伏）

4/17
(月)

広野集会所
広野集会所

15:00〜15:20
9:30〜11:30

4/7

なお︑雑損控除の前倒し

という意識を持ち︑緊急時

得控除します︒①損失額

所市民税課︵内線ＩＬＩエ︶
へ︒

南部福角集会所
御蔵山集会所

4/14
街

西小倉集会所
三室戸集会所
志津川喜撰会館前

4/6
困

﹁自主防災組織﹂づくりを

に助け合える﹁自主防災組

︵損害額から保険金などで
補てんされる金額を差し引

織﹂の結成を進めて行きま
しょう︒

9:30〜11:30
13:30〜15:30

4/13
Ⅲ

砂田集会所
伊勢田北集会所
善法隣保館

15:00〜15:30
9:30〜11:30
13:30〜14:40

東木幡集会所
南陵集会所
折居台北集会所

会
場
西目川集会所
−ノ坪集会所
名木集会所（1丁目）
菟道集会所
明星集会所
山際町内会集会所
且椋公会堂
開地域福祉センター
南木幡集会所
羽戸山集会所
木幡熊小路集会所
棋島十一集会所
農協棋島支店前
木幡地域福祉センター
南山集会所（木幡）

時
間
9:30〜10:00
10:20〜11:20
13:30〜15:30
9:30〜10:15
10:30〜11:30
13:30〜14:10
14:30〜15:30
9:30〜11:30
13:30〜14:00
14:20〜15:40
9:30〜9:55
10:05〜10:25
10:40〜11:30
13:30〜14:30
15:00〜15:30

日

4/3
(月)

間

会

4/12
伽

時

場

日

③宇治市内循環線 尖山

阪神・淡路大震災に緊急対策

1995年（平成７年）4月１日発行（２）
り

よ
だ

保小学校〜近鉄大久保

￨iiiiiiiiiiriiriiiiiiiiiiiiiiii
￨￨￨￨￨￨￨￨￨

政

市
宇治
第1057号

市役所１階の事務室の配置が変わります
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産業も併せて記入してください

正な土地価格を公表し、土地を売

○経験者向け＝午前11時〜11時50

囲市民課(内線2211)。

買する際の目安にしていただこう

分

■高年齢者職業相談室が移転

というものです。中央・東宇治図

心者向け＝午前10時
市役所万

情報

'●M‑‑‑4｀Is‑』

需弓二■3141

:

ﾑ
,．．..,i,.
‥……,．.
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回同館。各先着2o人。

■大久保青少年センター（容44−

費用の*

Vヽ4)

･●． ・‑ 一二●．，ﾐ･t'
φむ一込ふ方法必^＼

〈春休みビデオ映画会〉［＞4月

由は無料で･■f‑

･
●
汝い球臨而ほ

接会場又雷k
−ご,‑‑

'.

1‑｀

ブタウン宇治大久保１階に移転し、

半［〉対象…幼児・小学生［＞内容…

４月３日(月)から業務を開始します。 馬口校(京都市北区鞍馬口通烏丸

アニメ映画「ピノキオよ「白雪姫ふ

相談室では毎週月〜金曜、午前９

東入ル)[*]4月10日側〜12日困

〈春のバフドウオッチング教室〉

時〜午後４時に高年齢者の職業相

に剛消防試験研究センター京都府

［＞4月８日出、午前９時〜午後４

談、求人者の雇用相談、職業紹介

支部(3075‑241‑3945)。mm‑は

時（雨天中止）。天ケ瀬森林公園

などを行っています。ご利用くだ

各消防(分)署で配布中。

さい。回同室(昔43−7301)。

■宇治市社会福祉協議会会員募集

￢Ｊ忿二７.'ニ':'

■和裁初級講習会

福祉・年金

C〉4月13日〜８年３月21日の毎
■福祉タクシー利用券の交付

週木曜、午前10時

まる人

【〉対象…小・中学生［＞持ち物…昼
食、双眼鏡（あれば）。交通費は
自己負担

る人。抽選で10人回同センター

人。

(昔31 −8298)。

22日出午前９時〜正午［〉対象…小

祉サービスを進めていく組織です。。

学生以上［〉内容…リズムダンス、

その活動財源は市民の皆さんから

o級③心臓・じん臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸の障害程度
が１級④療育手帳が「Ａ」[＞利用

講座・教室

の水曜、午友3時半

〈ワープロ上級〉[＞４月27日〜

が地域福祉の推進の中核として活

・ボランティア保険加入団体募集

動できるよう、多くの方の加入を

［〉対象…社会教育・スポーツ・

5時［＞対象…

レクリエーション・青少年健全育

お願いします。[＞会費…一般=

４年度から市が補助して運行し

５月９日の月・火・木・金曜、午

小学２〜６年生。［弓司センター。

成・福祉団体、子供・学習・研究

00円、賛助=

ているリフト付きタクシーが日曜、

前９時半〜午後３時半[＞1万600

先着25人。

のための文化サークルなど［＞内容…

円[〉募集期間…７月31日側まで

祝日も利用できるようになりまし

円。

〈ワープロ初級Ver.5〉

流学習「外国人に通じる発音を学

集合地から解散地までの国内での

た（2日前までに予約を）。圃宇

[〉5月９日〜６月６日の火・全曜

ぼう」〉E〉4月12日〜５月17日の

団体活動中に起きた参加者の事故

治京阪タクシー㈱（S24−4000）。

午後６時半〜９時[〉１万3500円。

水曜、午後５時半〜７時。圃同

に対して、責任者や指導者が法律

C〉応募資格…保健婦の資格を持

センター。先着20人。

上の賠償責任を負った場合に適用

つ人E〉勤務期間…４月中旬から約

〈パソコンロータス123中級〉

料金は大型タクシーと同額です。

６時半

［〉対象…母子家庭の乳幼児から

後３時半

9時と土曜午前９時半〜

正午[〉9000円。

けていない人C〉支給額（年額）…

ＤＯＳ〉[〉4月30日〜６月４日の

乳幼児=

1万円、小学生＝２万円、

日曜、午後１時〜３時半[〉9000円。

中学生=

4万円､高校生=

■女性パソコン科講習会

高校入学支度金＝3万3000円

回

＞5月15日

くぉはな

（傷害保険ではありません)

4時C〉対象…幼児〜小

学校低学年C〉内容…絵本の読み聞

高校生で京都府の他の奨学金を受

6万円、

く中高校生の国際交

し会〉[＞4月12日困・26日附、午

＞4月26日〜５月24日の水曜午後

■母子家庭奨学金の申請

<パソコンMS‑

かせほか。

■戸籍届書に職業の記入を

6月19日の月〜金

囲社会福祉協議会(S22−5650)。

C〉補

日額…8100円

件5000万円、対物200万円。免責

(要写真)に保健婦の資格の写し

１万円E〉有効期間…認定を受けて

を添えて職員課(内線2063)。

今年は国勢調査が行われるため、

【訂正】３月21日号第２面の表１、
結核・肺がん検診の日程中、４月

課で代表者が手続きを（更新の場

10日側青少年文化研修道場の時間

合も改めて必要）［団企画管理部

は、14:45〜15:15でした。

請求し、５月31日伽までに福祉総

経理学院京都駅前校(京都市下京

戸籍の届書に職業（死亡の場合は

総務課（内線2052）。

務課（内線2307）。以後も受け付

区鳥丸通七条東入ル)＞20人圃

産業も）を記入してください。［＞

■児童書テーマ展示

けますが、支給は翌月分からにな

４月３日囲〜10日側に京都府女性

対象…出生・死亡・死産・婚姻・

春は出会いのシーズンです。中

ります。なお、申請は毎年度必要

就業サービスセンター(S075‑44

離婚届を出す人C〉期間…４月１日

央図書館児童書コーナーでは「と

です。

1‑0033)へ印鑑を持って。

〜８年３月31日（死亡は８年４月

もだち・旅立ち・ひとりだち」と

■女性ワープロ科講習会

７日、死産は４月８日、出生は４

題してともだちに関する本を集め、

月14日まで）μ記入方法‥､市民課

C〉5月11日〜６月23日の月・火･

満1歳

木・金曜、午後１時〜５時。城南

窓口で「記入要領」を参考のうぇ、

行います。囲同館（Q20−1511）。

ある人を対象に、陶芸・民謡・書

地域職業訓練センター＞20人圃

記入を。例えば、教員・プログラ

■4月は土地月間―土地の売買は

道・生け花などの教室を開きます。

４月６日困・７日倒に同センター

マーは「専門職」、一般事務員・

昔46−0688)へ印鑑を持って。

5650、ファクス22−5654）へ。

公民館・青少年センター

■点訳奉仕員養成講習会初級コース
■広野公民館(a41

[＞4月11日〜８年３月12日の毎

−7450)

〈小学生・英語で遊ぼう〉AB

月第２火曜、午後１時半〜４時半。

ました

地価公示価格を目安に

集金人は「事務職」、飲食店主・

３月24日に国土庁から７年の地

小売店主・外交員は「販売職」、

価公示（1月１日現在）が発表さ

美容師・調理人・家政婦は「サー

れました。地価公示は都市計画区

ビス職」などです。なお、死亡届

域内の各地域で標準的な使われ方

には農業・建設業・不動産業など、

をしている土地を選んで、その適

総合福祉会館[＞1000円[〉先着30人

Ｃでゲームをしたり歌を歌って英

回宇治ボランティア活動センター

語となかよくしよう。C〉4月８日

今年度の固定資産税・都市計画税第１期納期限

〜９月９日の毎月第２土曜、○初

は５月31日南です。

(社会福祉協議会内昔22−5650)。

になり

５月30日（火）まで展示と貸し出しを

祉会館で、市内在住で体に障害の

詳しくは社会福祉協議会（a22−

匝]市販の履歴書

圃団体活動に関係のある市役所の

曜、午後１時〜５時。インク大阪

４月から８年３月まで、総合福

１年間、午前8時半〜午後５時[＞

償限度額…対人１人2000万円・１

から８年４月１日午後４時まで

お知らせ

5

100〔〕円、特別＝1万

・保健婦臨時職員募集(急募)

申請書を同課か母子福祉推進員に

・身体障害者デイ・サービス事業

水本

真史ちゃふ

H6.3.16R ／小倉町南堀池
いっぱい食べていっぱい遊
んで元気な子になってね／
６年４月生まれのお子さん。10

羅

琵納税課(内線2132)
今年十月一日現在で︑全

日側までに広報課(内SS2070)へ

10月１日は

国勢調査
住んでいるすべての人を対

②秘密の保護に関し︑信頼

きる人

を持って調査事務を遂行で

のおける人

象とする︑国の最も基本的

この調査の結果は統計と

な統計調査です︒

一調査期間︺

・選挙に直接関係のない人

９月20日⁝ｔ一〜10月８日間

③本人や家族が税務・警察

祉対策︑雇用対策︑住宅対

函査員の仕事︺

してまとめられ︑二十一世

策︑防災対策など︑各種の

調査票の配布・回収と検

紀に向けた各種の計画や福

行政を行うための重要な基

一調査世帯数︺

査など

１調査区で約50世帯

︻報酬︼

１調査区３万５千円〜４

礎資料となります︒

皆さんのご協力をお願い

します︒

調査員を募集

一募集人数︺

約千人

万円程度

︻申し込み・問い合わせ︼

市では︑国勢調査に調査

員として従事していただけ

５月31日㈲までに企画課

︵内線2083︶へ︒

る人を募集しています︒

①満20歳以上の人で︑責任

来館か︑はがきに住所・氏

名︵ふりがな︶・生年月日・

年齢・性別・電話番号・

﹁高齢者教室希望﹂と書き︑

一応募資格︼
公民館高齢者教
室受講生募集

国一斉に国勢調査が実施さ

れます︒国勢調査は日本に

民館﹁鳳凰大学﹂係へ︒

宇治鳳凰学級

新たな生きがい見つけませんか

各公民館では︑六十五歳

以上の市民を対象に高齢者

教室を開きます︒生きがい

を持って老後恋泡ごすため︑

大会や社会見学︑公民館に

木3
幡4
公の
民表
館容
︵3
木2
幡・
内︑
畑8
ご0
五公
民館
合同
の︶
スポーツ
︑
2
〜
Ｏ

い合わせください︒

小倉高齢者教室
よっては各種クラブ活動を
宍小倉公民館︵小倉町寺≒
って
いま
す⁝
︒各⁝
館に
お問
¨内91'022・46行8
7
︶
⁝

広野高齢者教室
一広腎公民館．︵広野町寺山．
17の403い音41一・071450︶

いずれも一年間で文学歴

社会福祉・芸術について学

史・健康管理・政治経済・

◆とき・：５月〜８年３月

びます︒

に12回︑午前９時半〜正午

◆定員︵先着︶⁝宇治・広

野・小倉１各１２０人︑木

幡＝１５０人◆申し込み⁝

一宇ぽ公民館︵宇治里影
あなｍ
たも参
加し
てみ2
ません
丁
'
ｔ
0・14
1
1Ｉｙ
月︶
３日一
囲〜10日卯︵消印
刀心
音弓02800４4
有効︶に希望する谷館へ︒
か︒央公民館︵折居台１一
中
木幡許乃国教室
宇治鳳凰大学

原則として︑四年間で文

学歴史・健康管理・政治経

済・社会福祉の四コースを

◆とき・：５月〜８年３月

学習します︒

に13回︑午前９時半〜正午

◆定員︵先着︶⁝４コース合

1 80人◆申し込み・・・来館か︑

はがきに住所・氏名︵ふり

がな︶・生年月日・年齢・

性別・電話番号・希望コー

スを書き︑４月３日囲〜10

日０︵消印有効︶に中央公

469

の会費で賄われています。｢社協｣

く小学生の国際

友だち」〉［＞4月12日〜５月17日

圃同センター046−0688)。

■リフト付きタクシーの運行日が拡大

を目指して地域福祉活動や在宅福

〈チャレンジ広場〉［＞4月

交流学習「外国を知ろう。みんな

・城南地域職葉訓練センターの教室

て福祉総務課（内線2305）。

が住んで良かったと実感できる町

圃同センター。先着30

手づくり教室。

回身体

障害者手帳か療育手帳、印鑑を持っ

社会福祉協議会は、地域の住民

15)[＞対象…多少和裁に心得があ
り、将来和裁での内職を考えてい

①視覚の障害程度が１〜

２級②下肢か体幹の障害程度が１

券…１ヵ月当たり1100円

午後３時。宇

治市内職センター(木幡南端48の

μ対象…次のいずれかにあては

[〉５月21日(日)、関西文理学院鞍

５日出・６日困、午後２時〜３時

{ﾀくだ'^式ごく∧

.
−

・危険物取扱者試験

大久保町北ノ山43の１、藤和ライ

●

.

m

す。回同課(内線2402)。

た宇治市高年齢者職業相談室は、

7447）

いどぶ:か

書館、市役所用地課で閲覧できま

総合福祉会館内に設置されてい

″'

無は町ヽ貪わタ・圃は'申し込み√

BOX

10時5O分｡

〒611宇治琵琶33

･:ごyy.‑.s/●4/f●･.,‑ ‑ぶ.4心. ･･4a‑49L..心.≒ご
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1995年（平成７年）4月１日発行

宇治市政だより

1995年（平成７年）４月１日発行 (4

保険・衛生・

図書館

献血

■京都府交通事故相談

相談

５日伽･19日困、

振興局。囲同振興局S21

３時半、サティ大久保店。

−2049．

■m力にかかわる困りごと相談

飼えなくなった犬・猫

３日側、

振興局。電話での相談も可。固京都府

健所。

の成長をご存じですか。この本では、春の訪

水野克比古写真／京都書

花のしくみ・種類・分布などを調べます。花・
桜前線の北上は、春

実・芽の断面の大きな写真もたくさん入って

の香り。京都の風物を

いて、成長の様子がよくわかります。

撮り続けている写真家

毎週木曜、午後１時半〜Q

F………………………………………………………

時半、総合福祉会館。定員は１回につ
き先着10人。社会福祉協議会S22−06

市、社会福祉協議会では、こ

｜

のほかにも各種相談事業を実施

宇治川・橋寺・平等院

｜

しています。詳しくはフ年度版

をはじめとする「桜の

｢うさぎのくれたバレエシューズ｣

バレエ教室に通い始めて５年もたつのに、

美」の写真集です。

女の子は踊りが上手になりません。誕生日に
も七夕様にも、女の子の願い事はたった一つ。

５日困＝木幡公民館、

「醍醐の楼」

19日&X)＝宇治公民館、午後１時半〜４

水上勉著／新潮社

｢どうか踊りが上手

中国・天安門事件に遭遇。帰国後、心筋梗

時。年金・健康保険など。[固国民年金
課容内線2309o

になりますように…」

塞で倒れた著者の胸中に去来するものは…。

すると、ある朝、不

醍醐の地と桜にちなみ、死と直面するみずか

思議な小包が女の子

らの生と実情をつづる表題作ほか6編。

に届きました。それ

健康めも

今回からは︑健康づくりの三つ

うさぎの靴屋さんか

守矢登著／あかね書房

らでした。さて、そ

日本の春は、緑の若葉と美しいサクラの花

の贈りものって…。

で彩られます。どうしても、この季節にだけ
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が原因でおこるがん・心臓病・脳
卒中が増え︑この三つの成人病で
約六割の人が亡くなっています︒
また︑六年度の市の基本健康診査
の結果︑約半数の人が高脂血症で
した︒
しかし︑成人病は中年期以降に
突然なるものではなく︑若い時か
らの毎日の生活の積み重ねによっ
てつくられます︒子どもの時に身
に付けた習慣は︑大人になっても
なかなか変えられません︒欧米型
の食事や塩分の取り過ぎは︑コレ
ステロールを増やし︑動脈硬化か
ら心臓病・脳卒中を引き起こしま
す︒運動不足は︑肥満や血管の老
化を進めます︒また︑現代はスト
レスの時代とも呼ばれ︑休養をう
まくとれず︑心も体も疲れている
人が増えています︒
健康は︑栄養・運動・休養のバ
ランスがとれた状態を言い︑それ
はまず︑生活の基本である家庭か
らはじまります︒
次回は﹁運動﹂のお話です︒
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健康ブームの現在︑健康に関す

の柱﹁栄養・運動・休養﹂のお話です︒

る書物や健康グッズが︑あちこち

に出回っていますが︑一体﹁健康﹂

﹁健康とは︑身体的・ 肉体的・

とはどういうことでしょうか︒

精神的かつ社会的に完全に良好な

状態にあることであって︑たんに

疾病または虚弱でないことではな

い﹂とＷＨＯ︵世界保健機構︶は

定義しています︒つまり︑社会的

生活能力が十分発揮できる状態が

現在日本は︑世界一の長寿国に

﹁健康﹂と言うわけです︒

なり︑だれもが人生八十年を︑健

康に生きたいと望んでいます︒一

方︑高脂血症・高血圧・肥満など

は、大きな桜の木の
「サクラの一年（科学のアルバム38）」
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