１
１

すぐ出る
近ぐで

市民課
の諸証
明
市民課で取り扱う行政サービス
の一部が受けられます

市では市民サービスの向上のため、「行政サービ

住民異動届
▽印鑑登録届

死亡届などの戸籍届

○取り扱い業務

午前９時〜午後４時半

めています︒お近くの行政

証明発行業務は約七割を占

▽戸籍の附票の写し

本

▽除籍︵原戸籍︶の謄・抄

▽戸籍の謄・抄本

の市役所連絡所︵取次所︶

ことなどから︑市内十か所

の取り扱い件数が減少した

が整備され︑市役所連絡所

﹁行政サービスコーナと

給者現況届の申請用紙と

戸籍の謄・抄本︑年金受

八局︶に住民票の写しや

市内すべての郵便局︵十

市では四月一日から︑

票は本人・配偶者・親・

申請できるのは︑住民

ようになりました︒

らの証明の申請ができる

専用封筒を備え付け︑郵

用ください︒

サービスコーナー﹂をご利

今後は︑お近くの﹁行政

便局窓口から郵送でこれ

申請できます

は︑車成十年三月三十一日

市内郵便局から

をもって廃止しました︒

は廃止

市役所連絡所

行政サービスコーナーヘ
市役所での手続きや届け

出で︑市民に身近な窓口の

▽住民票の写し

▽外国人登録

▽婚姻届・離婚届・出牛届・

の中でも︑住民票の写しや
▽住民票記載事項証明書

一つ﹁市民課﹂︒その業務

住民票記載事項証明書︵年

サービスコーナーでは︑こ

▽その他の受付・証明業務

︵年金受給者現況届を含む︶

れらの諸証明の交付が即時

▽身分証明書

▽印鑑登録証明書

金受給者現況届を含む︶︑

に受けられます︵ただし︑

▽外国人登録済証明書

印鑑登録証明書の発行など︑

母子健康手帳は即時交付で

▽戸籍届出書の受理証明書

▽不在住・不在籍証明

▽届出書記載事項証明書

きません︶︒
行政サービスコーナーは︑

▽母子健康手帳

木幡・東︷于治・椙島・小首・
開・南宇治の六か所ありま

−

回む

20‑8779
FAX

22‑3141 (代表)
a

スコーナー」を市内６か所に開設しています。各コ

ーナーでは市民課で取り扱う諸証明（一部を除く）

を即時発行しています。なお、「税関係の各種証明

書」など市民課業務以外の諸証明の交付は取り扱つ
ていません。ご注意ください。

子・同一世帯の人︑戸籍

関係書類は本人・配偶者

・直系親族の人で︑第三

者が申請するときは委任

申請には専用封筒に申

状が必要です︒

請書︵押印が必要︶・手

数料分の定額小為替・専

用の返信用封筒︵届け先

を記入し切手をはったも

の︶を同封し︑郵便局の

窓口に出してください︒

取り扱い時間はそれぞれ

から午後４時まで︵ただ

郵便局開局日の午前９時

前９時半から午後３時半

し︑笠取簡易郵便局は午

詳しくは市民課︵昔内

まで︶です︒

線2205︶へお問い合

わせください︒

』
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年金受給者現況届
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○次の業務は市役所本庁の

▽転入・転出・転居などの
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○取り扱い時間
▽月〜金曜日︵祝日を除く︶

平成９年度の
行政サービス
コーナー
◆この宇治市政だよりは︑

903

身近に利用できる行政サービスコーナー
古
紙

市民課（a内線2205）
問い合わせ
▲「市政だよりで知って利用しました。初めてですか、歩いて10分少々のところに
あり便利ですね。今日は住民票を取りに来ました」と大久保町在住の方（南宇治行
政サービスコーナーで）
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歴史資料館の収蔵品展では︑様々な角度から歴
史資料を取り上げ︑地域の歴史と文化に関する情
報を発信しています︒今回はここ宇治を伏見から
見据えてみました︒宇治川を軸に北から南へ︑南

伏見と宇治はともに古く

□伏見・宇治

から北へ︑身近な歴史と文化をゆったりと見渡し
てみてはいかがでしょう︒
▽とき・：５月16日出〜６

から交通の要衝として栄え

１宇治橋ふすま絵

文書

が並び︑その周辺で茶園

れます︒道の両側には町屋

る人と︑お百姓さんが入り

︵茶畑︶が営まれ︑商いをす

展示品⁝宇治市街遺跡出

組んで生活をしていました︒

土品
□茶づくりの民具

作業の機械化によって手
作りの道具が姿を消しつっ
あります︒しかし銘茶を仕
立て続けてきた人々の地道
な営みを忘れることはでき

す武家の街

ます︒春から夏にかけては︑

ころ︑人々の心も浮き立ち

域は宇治郷と呼ばれ︑人々

齢︑職業︑学歴

これは夫婦の年

一譲りますｰ

だれが食わして
やってると思つ
るンだ／

すべり台、座卓、座敷机､学習机、

･y.v.I.jjal･sI･･IIII･IφI.･.Iφ'･y.'φ'/● ･丿ぐ
無償會奏■レコードプレーヤー、クーラー、ステレオ､.エアコン、ラジカセ、エレクトー

ポット、炊飯器、ペッドメリー、ジャングルジム、クーバン、歩行器、風呂用いす、ベビー

バス、ベビーラック、スキー板、ルームウォーカー、マッサージ機

一譲ってくださいー

妻への人権侵害であるこ

は︑家庭での夫の暴力も

て現れるのです︒最近で

場の女性への攻撃となっ

感情が︑家庭内で弱い立

男性のストレスや怒りの

あるわけではありません︒

ふるわれる女性に原因が

告されています︒暴力を

ン、ガスレンジ、歩行器、ベビーラック、ママコート､

月28日間︑午前９時〜午後
５時︵月曜休館︶▽ところ

たところです︒豊臣秀吉の

展示品・：製茶の図︵パネル︶

ません︒

になりまし

ひな祭りや端午の節句など︑

はそこに﹁マチ﹂や﹁ムラ﹂

花が咲き︑木々が芽吹く

□春から夏へ

た︒伏見の

子供たちの健やかな成長を

を作ってきました︒ここで

□宇治郷と茶師

法罵︑淀川・

祈る行事が次第に広く行わ

題ハンドブックから︶︒

女性政策室では︑昨年

六月から﹁女性のための

相談﹂を行っています︒

この三月末までで︑のべ

八十三人の女性が相談に

訪れました︒相談で最も

らだ﹄と怒鳴るだけ︒別

あり︑全国規模

起こる可能性が

至るヶＩスも報

物の未来を創ります。

仙郷一炊友岑岑友

ターに登録してください。あなたのー報が品

多いのは夫婦関係の悩み

る問題として︑

で︑中で気にな

れようと思うが︑働いて

あげられます︒

夫からの暴力が

では役職もあり信頼され

まえが気を利かせないか

ている様子︒収入も安定

などに関係なぐ︑

にもいかない︒私の体は

どんな家庭でも

いないのでお金はないし︑

あざと生傷だらけ︒でも

子どもを置いていくわけ

らないことがあれば︑物

こんな家庭の恥︑誰にも

の調査では死に

を投げ︑１ 力をふるう︒

相談できない﹂︵女性問

ＳＳ︷禰禰廠︷騨寡政剱禰寡︷郊硲篇斧彙ＷＳ泄齢滴禰彙

﹃なんでこんなことをす

だけど︑家の中で気にい

しているし外面も良い︒

﹁夫は四十八歳︑会社

誰にも相談できない

夫がコワイ︒でもこんなこと

女と男 自分を生きる あなたと生きる

身近な女性問題 一緒に考えましょう

展示品⁝古文書

ました︒

リーダー的な役割を果たし

御用を受けたまわる茶師が

はやがて江戸幕府や朝廷の

宇治橋に接する東西の地

宇治川を行

宇治で茶づくりが盛んに

□茶園のひろがり

状

展示品：嵐俗図人形・書

れるようになりました︒

拠点として
にぎわいま
した︒

古絵図一ふ

なったのは室町時代といわ

展示品・：

すま絵・古

で切り込みをつけて別の
金属をはめ込む技法︶で
表していまず︒

▲右が重要文化財に指定される鉄宝相華孔雀銅象
嵌半舌鐙、左は附けたり指定の鉄舌長鐙

き交う船の

政治を動か

天下統一の時代には伏見は

１文化センター内・萱20・

で四段の倣具鎖をもつ鉄鍛

リサイクル情報センター開設中
るの﹄と聞いても︑﹁お

錘岑寡裁Ｓ一一輦︷岑寡友︷Ｗ一皿疎榔禰友鯖禰鳶廠咄一

"……………………………………w
有la蛎往加湿器、コピー機、パソコン、ラジカセ、電気湯沸かし

j・
タイヤチェーン、物置

・：歴史資料館︵折居台１−

ＩＱＵ１１︶Ｏ人場無料○

総高二十七７︑長さ二十五

造の半舌鐙です︒鳩胸から

・五？︑舌端幅十一・三？

社所蔵の鉄宝相華孔雀銅象

半舌鐙は横から見ると
ひらがなの﹁し﹂の形を

鐙は現存している唯一の平

舌裏にかけて︑孔雀を中心

安時代の半舌鐙といえ︑華

くじやくどうぞうがんはん

を乗せるようになっていま

麗な象嵌文様を施している

しており︑つまさきだけ

す︒この形はつまさきを包

優品です︒なお︑同神社が

ひら

む壷鐙から︑足の裏全体を

所有している鎌倉時代の鉄

保つための踏ん張りという
二つの機能をもつ馬具です︒

象嵌︵金属の表面にたがね

乗せる舌長鐙へ移行する過

舌長鐙は前記の半舌鐙の価

に指定することなどを含む

鐙は︑馬に乗る時の足掛

渡的な形態で︑これまで絵

値を高める貴重な資料とし

答申を行いました︒

かり︑また騎乗中の安定を

巻などでは見られていまし

て附けたり指定されました︒

重要文化財の指定を受ける
ことになった鐙は大きさが

鳩胸

たが︑実際の遺品には恵ま

か文
らを
く銅
さ平
もん
とする宝相華唐草

嵌半舌鐙︵てっほうそうげ

化財保護審議会は許波多神

四月二十一日㈲︑国の文

許波多神社の鐙が
国の重要文化財に

収蔵品展−伏見・宇治−
）

したあぶみ︶を重要文化財

(ほうこうふしみこはたございじょうのず)
▲豊公伏水小幡御在城之図

5
歴史資料企画展

れていませんでした︒この

舌
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ソファーペッ下、ひら机、サイドボード、食器棚、ラブソファー、戸棚、食卓セット、本

棚、'リラックスチェアー、冷蔵庫、ＣＤラジカセ、パソコン、照明器具、掃除機、ビデオ

カメラ、食器乾燥機、電子ジャー、冷蔵庫、洗濯機、オーブントースター、ＣＤプレーヤー、

ビデオ、レコードプレーヤー、ピアニカ、大正琴、電子ピアノ、石油ストーブ、石油ファ

−Ｂ、ママコート、ベビーフェンス、ベビーサークル、調乳ポット、ブランコ、ジュニア

ンヒーター、ガスコンロ、自転車、マウンテンバイク、三輪車、ベビーカーＡ、ベビーカ

シート、自転車補助いす、柔道着、卓球台、天体望遠鏡、ス牛一板、カメラ、調理台、電

女性の人権問題は︑身近

とが認識されてきました︒

ＣＤコンポ、ワープロ、電子レンジ、ふとん乾燥機、空気清浄器、電気ストーブ、テレビ、

話機、事務机、大工道具、茶道具、パソコン用机、文机、碁盤、ガーデンセット
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いて。４種類のハープの苗を渡し
ます。1〉5月24日(日)、午後１時半

■植物公園展示会・講習会
回同11

容…視覚に障害のある人の話、ア

ンド[〉種目…グラウンドゴルフ、

イマスク体験、手引き講習[〉参加

時間はいずれも午前10時

ペタンク。

正午t＞

ところ…小倉公民館[＞定員…先着
50人[〉費用…無料。

費…無料C＞定員…先着20人

く軽スポーツ教室〜太陽が丘ヘ

困同館(a22
■高齢者事業団団員募集

〜３時半[〉費用…1500円。

(昔45‑0099)。講習会は
児童書テーマ展示

申し込みを。いずれも入場料が別
に必要です。

｢カエルの本とヘビの本｣

〈フクシア展〉バレリーナが踊

6/12
ｉ

｢少年・少女の非行と犯lfの現状｣

6/15
側
6/19
樹
6/25
哨
6/27
出

｢自然とかかわる子育てを｣

ウオーキング〜〉汗を流して交流

ピョコピョコ

ア約eo品種を展示します。C〉とき…

ヘピ

ニョロ

ニョロ｣と題してカエルやヘ

５月14日困〜19日(火)。

しましょう[＞とき…５月29日(勿、
午後１時半〜4時[〉対象…身体に
障害のある人[〉定員…15人

官公署・その他

という高齢者を募mしています。
■城南地域職業訓練センター

回同事業団(321‑6685)。

京だ教育大学教授広木正紀さん

の講座

福祉

｢大人を見る目、社会を見る目｣

11]5月13日出から同センター

京都府宇治児童相談所Km

■身体障害者デイサービス

｢子どもの情操を育てる｣
佛教大学教授高橋司さん

(昔46‑0688)。

回社会福祉協議会(a22‑5650、

｢少年・少女の性について｣

〈パソコン活用Windows95〉

FAX22‑5654)。

京ｎ立洛勁牝SS市木美知子さん

[＞とき…６月15日

〈目の不自由な人の集い〉自然

木曜午後６時半

に触れ、交流を深めましょう[〉と

スポーツ

６回[〉費

用…9000円。

き…５月30日出、午前９時半〜４
■トレーニング機器実技講

7月２日の月・

9時。

くパソコン表計算中級ロータス

時【＞行き先‥･ブルーメの丘(滋賀

123W95〉t＞とき…６月15日〜７

ピの本を集め展示・貸し出し

習会

県日野町)t〉対象・定員…視覚に

月２日の月・木曜午後６時半g

草を鉢で展示し、使い方も解説す

をしています

[＞とき…５月23日出、午後１時

障害のある人12人、ボランティア

時。

るほか、試食や試飲、香りをかい

12日(火)〜７月10日吻

半〜[〉ところ…黄槃体育館E〉対象…

先着12人C〉参加費…無料(昼食代

15歳以上の人{＞定員…先着30人t＞

は各自負担)

費用…1000円(印鑑が必要)圃

に。

〈ハープ・薬草展〉ハープ・薬

で体験することもできます。[＞と

E＞とき…５月

回同館(320‑1511)。

き…５月21日困〜31日(日)。
〈講習会・バラの育て方①〉年

■市民土曜トークサロン

５月17日(日)から同館(333‑4001)

間３回予定しているばらの育て方

土曜の午後のひととき、お茶で

講習会の第１回。開花時期の手入

も飲みながら、自分のこと、世の

れと花かごの管理について講習し

中のこと、暮らしのことなど割り

ます。C〉とき…５月16日出、午後

切れないモヤモヤ気分や疑問を出

えないってどんな感じだろう？実
際に体験をして、視覚に障害のあ

<地域巡回屋内ニュースポーツ

し合い、語り合いませんか？[＞5

〉[〉とき・ところ…○５月14日俐＝

月16日出、午後２時〜４時[＞とこ

笠取小学校、○15日出＝北槙島小

ろ…宇治公民館[＞対象…市内在住・

学校、○18日(月)＝槙島小学校、○

在勤の16歳以上の人

21日田＝北小倉小学校、○22日出＝

匝]女性政策

しめる材料を使い、玄関や塀のア

室(s内線2091)。直接会場へ。

小倉小学校。いずれも午後７時半

クセントになるバスケットを作り

お茶・菓子などの持ち込み歓迎。

〜9時半に体育館でm島小学校

ましょう。t＞5月17日(日)、午後１

生涯学習

は午後７時〜9時)[＞種目…ファ

■家庭教育学級

ニスなど[＞持ち物…上靴。

時半〜３時半[〉費用…2500円C〉定
員…先着30人。

大人に都合がよいものさしを使
った子育てではなく、本当に責任

る人の話を聞いてみませんか。[〉

・木曜午後フ時〜９時。６回[＞費

とき…５月23日出、午後１時半〜

用…１万6000円。

４時[＞ところ…総合福祉会館C＞内

お母さんといっしょ

宮本

美月ちゃん(I歳)
純子さん
(大久保町山ﾉ内)

[〉とき…５月17日(日)、午前10時〜
市消防本部では︑一人で

も多くの市民に応急手当の

知識・技術を身に付けてい

ただくために︑応急手当の

講習会を行います︒事故や

急病のときには︑その場に

居合わせた人が人工呼吸な

うことができる可能性が高

どの手当てを行えば命を救

まります︒

これまで︑町内会などの

あなたの力で命を救える

応急手当講習会
受講者募集
団体からの要請に応じ︑こ

の講習会を実施してきまし

たが︑個人を対象とするの

はこれが初めての取り組み

です︒この機会にぜひ受講

を︒修了した人に普通救命

講習修了証を交付します︒

▽とき・：５月20日困︑午

後１時〜４時▽ところ・：生

涯学習センター▽内容⁝普

通救命講習︵応急手当の重

要性の講義︑人工呼吸・心

臓マッサージなどの実技︶

▽定員・：先着30人▽受講料・：

無料▽申し込み⁝５月16日

出までに中消防署︵容22・

0119︶へ電話で︒

健推進課（a内線2263）。

くビジネスキャリア講座経営分
析〉[＞とき…６月９日〜25日の火

〈屋外ニュースポーツひろば〉

もうお済みですか？

E〉ところ…保健医療センタ
ー（市役所向かい）回保

年に一度の健康チェック

出、午前10時〜午後２時半

ん検診を実施中︒

びます。［＞とき…５月23日

○基本健康診査︑大腸がん・乳がん・子宮が

の大切さを楽しみながら学

が必要です︒

パネル展や人形劇などで歯

○胃がん検診・成人歯科健康診査は申し込み

検診や磨き方指導のほか、

詳しくは健康生きがい課︵容内線２３３２︶

へ︒

歯のひろば

費用…9000円。

ミリーバドミントン、ショートテ

〈講習会・ハープの育て方〉ハー
プの育て方や簡単な利用方法につ

日曜午前９時半〜３時半。６回[＞

■ニュースポーツひろば

１時半〜３時半E〉費用…無料C〉定

く講習会・初夏からのハンギン

W95〉【＞とき…６月14日〜28日の

〈アイマスク体験講座〉目が見

回生涯スポーツ課(a内市昶622)

６回[＞費用…9000円。
くパソコン表計算初級エクセル

[15月25日側まで

へ。顔写真(3?^×2.5r)が必要。

員…先着40人。

グバスケット〉初夏から秋まで楽

回5

月25日(月)までに。

地域のために役立つ仕事がしたい

京闘SS本葛宇治讐Si少年課認員

中央図書館では｢カエル

っているようなかれんな花フクシ

回5

月20日困までに。

お知らせ

宇治市高齢者事業団では、草刈

直接会場へお越しください．

催し

正午[>ところ…岡屋小学校グラウ

う。E〉とき・内容…下表のとおり。

6/4 ｢三つ子の碗百まで(幼少を心豊かに)｣
京都女子大学教授岡田純也さん
りや、清掃、庭木や芝生の手入れ、
哨
駐輪場の管理などを行っています。
6/8 ｢家庭の顔・学校の顔(不登校等)｣
(月) 天理大学講n高月 玲子さん
今までの経験を生かし、こうした

申し込み方法の書いていないものは

第1169号

ある子育てについて考えてみましょ

‑4687)。

I.
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り

よ

ｉ

(剛鰐のため師不要)

囲は問い合わせ・匝]は申し込み．

BOX

だ

政

▲この修了証をお渡しします
毎日の暮らしの中で︑国

善について理解と熱意をお

信望があり︑行政運営の改

５／１７︵日︶〜23︵土︶は行政相談強調週間

の仕事やＪＲ・ＮＴＴとい

総務庁長官が委嘱した人で

持ちの民間有識者の中から

苦情はありませんか
国などの仕事に意見や

った特殊法人の業務などに

定例相談は毎月第三木曜

す︒

意見・苦情・要望をお持ち

ではありませんか︒

日︑午後一時から四時まで︑

意見や苦情があっても︑

直接申し出にくい︑どの役

います︒また︑各委員の自

市役所内会議室で実施して

宅でも随時相談に応じてい

所に申し出たらよいのか分

ます︒相談は無料︑秘密は

からない︒このようなとき

には行政相談委員にご相談

固く守ります︒

行政相談委員︵50音順︶

を︒

行政相談委員は︑社会的

瀬田佐江子さん

容21・４７９３

宇治東内23

菱田 俊子さん

S 一一 ・２２0３

905

ル

羽拍子町56¶47

･゛

テレビ広報 さわやか宇治

りユ'こ･勁ト

﹃宇治の

５月30日出

ごご

南宇治中学校吹奏楽部「春の風コンサート」

クールと九月二十七日に文

の高橋弥早乙部長は﹁今日

化センターで行う定期演奏

曲が演奏され︑春の風を感

喜老会の中山順子さんは

会に向けて︑新入生も含め

はとてもうまく演奏できま

﹁毎年楽しみに聴きに来て︑

た新しいメンバーでがんば

じさせるすがすがしいサウ

今年で六回目になります︒

した︒たくさんの人に聞い

を開催しました︒このコン

みんな本当に上手でいつも

ンドに来場者は会場いっぱ

サートには︑地域の交流を

てもらえてうれしかったで

深めるため毎年地域の人や

習を重ねてきた吹奏楽学部

また︑この日に向けて練

みを語ってくれました︒

に来てください﹂と意気込

って練習します︒ぜひ聞き

サンーサーンスの﹁黄金

待され︑今年で七回目︒

感動してるんですよ﹂との

いに惜しみない拍手を送り

桜も満開

す︒次は京都府吹奏楽コン

￥

ました︒

・・●Ｓ−●

喜老会のお年寄りなどが招

道場で﹁春の風コンサート﹂

校の吹奏楽部は︑同校柔剣

四月十九日㈲南宇治中学

さわやかな演奏を披露
の女王﹂を始めとする計六

４月11日田・12日(a)の宇治川さく
らまつりは、春の陽気に桜も満開と

がほかの花々と一緒にさわ

色とりどりのチューリップ

ーリップフェスタを開催︒

日出〜二十九日例までチュ

根が花を咲かせ︑四月十八

六万個のチューリップの球

年一月までに植え込まれた

宇治市植物公園では︑今

来た中和さんは笑顔で話し

と娘さんと一緒に枚方から

と︑春を満喫していきます﹂

きますね︒今日はのんびり

なんだかとても心が落ち着

プを見るのは久し振りです︒

なにたくさんのチューリッ

でびっくりしました︒こん

手入れが行き届いているの

また期間中︑苗︑切り花

やかな風に揺れて︑来園者

﹁初めて来たのですが︑

てくださいました︒

なり、大勢の人でにぎわいました。

を迎えました︒

〜宇治市植物公園〜

色とりどりの
チューリップでいっぱい

▲日ごろの練習の成果を発表

春の陽気に
スナップ
ショット

講習会 ５月14日俐から３

◆国際語エスペラント入門

⁚１１ｊ時〜午後４時○模擬店の

午後３時︑５月31日向午前

前11時〜午後３時︒いずれ

も南宇治コミュニティセン

ター︒南宇治地区コミュニ

ティ推進協議会︵a41・6
723︶︒

◆フォークダンス初心者講

習会 ６月１日側午後１時

〜３時︑市民会館︒５百円︒

上靴が必要︒山岡さん︵ｓ

０７５゛４６１°1828︶ｏ

◆多文化国際ネットパーク

半︑広野公民館︒講師は︑

月２日脚午後１時半〜３時

﹁故郷四川・重慶の話﹂ ６

流を深めます︒○展示の部

通して地域住民の親睦と交

サークル・団体の発表を

◆南宇治コミセンのつどい

中山さん︵023・6099︶︒

24日剛︑午後２時〜︒文化
センター大ホール︒８百円︒

を迎えての演奏会〜 ５月

◆宇治朝霧コーラス〜20年

︵昔32・3509︶︒

材費３千５百円︒西村さん

どちらか︑宇治公民館︒教

〜正午か午後７時〜９時の

部＝５月30日出・31日㈲午

部＝５月30日出午前10時〜

前10時〜午後４時○発表の

短信

いました︒

は一時足を止めて見入って

くチューリップに︑来園者

いだ雰囲気に生けられてい

モンストレーション︒華や

あ来る
か月︑毎週木曜︑午前10時

催し

市民情報

ラワーアレンジメントのデ

たチューリップを使ったフ

たのは︑十九日向に行われ

ました︒中でも人気のあっ

かいろいろな催しも行われ

の即売会やお茶席などのほ

サークルさ

＝５月30日出・31日間︑午

ｇｉ

▲春の陽を浴びて一斉に開花したチューリップ

になります」と明るく話します。

「現在会員は８人で、毎月２回

（343・1740）。

募集

さん︵923・ｊ５６９︶︒

◆英会話サークル 中級程

度︒毎月第１・２・４金曜︑

午後１時半〜３時︑小倉公

民館︒会費月２千円︒先着

825︶︒

５人︒吉田さん︵昔23・7

◆英会話サークルＡＡＹ

毎週水曜︑午後８時〜９時

ンター︒外人講師︒会費月

半︑東宇治コミュニティセ

ん︵S32・６８５７︑夜間

５千円位︒若干名︒上西さ

のみ︶︒

◆裸婦クロッキー会 ６月

〜９月の第２土曜︑午後１

時半〜３時半︑宇治公民館︒

３干５百円︵１回のみ千円︶

山口さん︵容46・0639︶︒

◆日本舞踊・藤むらさき

第２・３・４水曜︑午後１

時〜４時半︑総合福祉会館︒

の人︒村上さん︵045・1

会費月子５百円︒60歳以上

794︶︒

906

東山公園テニスコート︵雨

口︒

いです。【問い合わせ】鹿礒さん

６月７日㈲︑午前９時〜︑

出〜７日㈲︑中央公民館︒

◆さつき盆栽展 ６月６日

ん︵四32・8903︶︒

３千円︒弓道協会・梅田さ

月31日㈲までに申し込みを︒

場︵黄栞体育館向い︶︒５

午後６時〜９時︒黄莱弓道

日〜７月25日の土曜︑８回︒

◆弓道初心者教室 ６月６

特の音色を楽しんでいます。

辻本さん︵S22・0779︶︒

根本中堂方面︑約124

集合︵小雨決行︶︒きらら坂・

出︑午前８時京阪三室戸駅

違って、音痴の私でもメロディー

◆春季ソフトテニス大会

い（左の短信のとおり）で、日ご

◆莵道歩こう会 ６月６日

84︶︒

さん。

草奉さん︵昔23・4387︶︒

ろの成果を発表しますので、興味

ンター大ホール︒７百円︒

５月31日（土）の南宇治コミセンの集

や沖縄民謡なども演奏し、その独

円︒西村さん︵022 68

きに来てください」と代表の鹿礒

んは「始めて１か月は満足に音が

加料は１で・・ム千円︒岩口

吹いたことのなかったという林さ

日㈲︑午後２時〜︑文化セ

いろな分野の音楽に挑戦できます。

もここでは、赤とんぼなどの童謡

ん︒日本語で︒茶菓付５百

のある人は一度私たちの演奏を聞

第５回定期演奏会 ６月７

能や歌舞伎などで使われます。で

京都大学院留学生の銭鷹さ

このサークルに入るまで、笛を

ブルーフローラ20周年記念

になるとドレミの音階なのでいろ

◆宇治マンドリンアンサン

しの笛は、しの竹でできた横笛で

平井さん︵昔33・0415︶︒

かもしれませんが、音が出るよう

できたらと３年前に結成しました。

７時〜９時。会費は月3000円くら

なりますよ。指で押さえたら歌と

先生から手ほどきを受けています。

このサークルは、和太鼓をして

活動は毎月第１・３木曜の午後

出なくて…。でも必ず出るように

初めての人は音が出るまで難しい

いたメンバーがはやしに使う笛も

(4)
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第1169号

南宇治コミュニティセンター

しの笛サークル「さつき」

