テレホンサービス

22‑3141(代表)
a

任期満了による参議院議員選挙は︑七月十
二日剛が投票日です︒あなたの声を国政に生
かす大切な選挙︒忘れず投票しましよう︒な
お︑公職選挙法の一部が改正され︑投票時間・

当日投票できない人は

ました︒投票日に次のよう

され︑手続きも簡単になり

不在者投票の事由が緩和

のギャラリーコーナー︵左

八時まで︑市役所庁舎一階

日も︶午前八時半から午後

日出までの毎日︵土・日曜

不在者投票を 受け付け中

な理由で投票所へ行けない

際︑投票所入場券︵届いて

図︶で行っています︒その

いる場合︶をお持ちくださ

人は︑事前に不在者投票が

▽自営業などの人で仕事に

い︒

できます︒
投票時間が二時間延長さ

従事したり︑また冠婚葬祭

変わりました

投票時間が

投票する市町村の選挙人名

ただし︑いずれの場合も

した人

から宇治市内に転入届けを

不在者投票時間を延長して午後八時まで投票
できるようになりました︒

２種類の投票を

参議院議員選挙では︑

表選挙﹂の二種類の投票を

﹁選挙区選挙﹂と﹁比例代

します︒各投票所では︑ま
ず候補者の名前を書く選挙
区選挙の投票︵薄い黄色の

政党名を書く比例代表選挙

れ︑午前七時から午後八時

投票用紙︶を済ませ︑次に

の投票︵白色の投票用紙︶

などの予定がある場合

から第座

▼任期・：市長が委嘱した日

財政︶のいずれかに所属︒

市民環境︑教育・文化︑行

部会︵都市整備︑保健福祉︑

す︶郵送または持参︒

は応募用紙の裏面にありま

字以内にまとめ︵論文用紙

りについての考えを８００

要事項を記入し︑まちづく

▼応募方法・：応募用紙に必

属していない人︒

件：上記で応募した組織に

業が終了する日まで︵２年

▼応募期間・：７月１日伽か

▼個人で応募できる人の要

６か月程度︑無報酬︶︒な

ら17日㈲まで︵当日消印有

各20人程度︶の公募による

お︑委員の任期期間中の交

効︶︒

委員で構成︒委員は５つの

替は認められません︒

部企画課︒

■募集の内容

■選考及び通知

01 宇治市役所企画管理

土・日曜日︑または平日の

▼選考方法⁝①１次選考は

▼応募先⁝〒６１１−85

夜間の会議に出席可能な人︒

論文審査による選考︒②２

▼対象・：市内に在住・在勤・

▼推薦できる組織の要件

在学する満18歳以上の人で

・・・①事務局が市内にあり︑

年齢・希望部会などを考え

合わせて選考︒

次選考は地域・性別・職業・

▼通知方法⁝８月上旬に応

構成員の大半が市内に在住

②活動目的・規約一構豚員・

・在勤・在学であること︒

代表・事務所の所在地など

募者全員に結果を通知︒

いことは︑六月三十日叫の

▼構成⁝40人程度︵組織か

回委員の構成

的とした団体は除く︒

上であること︒④営利を目

③構成員はおおむね20人以

内会・自治会も該当します︶︒

かどうかは問いません︒町

績があること︵法人である

内線2082︶︒

▼問い合わせ⁝企画課︵昔

ーで配布︒

センター・地域福祉センタ

ニティセンター・ふれあい

課︑市内各公民館・コミュ

なお︑応募用紙は市企画

が明確であり︑過去３年以

新聞に折り込まれた﹁選挙

ら推薦を受けた人及び個人

上継続して活動している実

私用で︑投票日に投票区内

だより﹂をご覧ください︒

参議院選挙に関する詳し

にいない場合

選挙に関するお問い合わせ

︑︑一ｔ ｒ７１ ■ｊ

づ回⁝⁝⁝︒呂⁚⁝⁝︒⁝⁝一一一一四︒

投票所入場券

▽レジャーや買い物などの

▽病気やけが︑出産などの

は市選挙管理委員会事務局

◇◇◇
まで投票できます︒ただし︑

第十八投票所︵笠取第二小

理由で歩けない場合

︵容20・8798︶ へ︒

第十七投票所︵笠取小学校︶︑

学校︶は午後七時までです︒

▽引っ越しなどをして他の
をお忘れなく

不在者投票は︑七月十一

花火はスターマイン（源氏ろまんシリーズ）約3o種類、

う投票してください︒

をします︒間違いのないよ

４ ゛

市町村に住んでいる場合
ｇ︑︲ ぢ４

Ｚ｀ ９ ¨゛Ｚ゛♂

投票所入場溺
をお忘れなく
ンｒ９｀ ¨ ¨・｀・・︒・．Ｓ
Ｉ ・ｙ４ゝ

10日（月）
7000発を午後７時半から打ち上げます。

︒︲︷︒⁝︒︒︑︲︒ミ︑︑︒ ︑︒．ｊ

市内で投票
できる人は
昭和五十三年七月十三日

第38回宇治川花火大会8月

投票所入場券を世帯ごとに

支店（各トラベランド）、近畿日本ツーリス
ト各支店、日本旅行各支店

投票所が記載されている

観光センター、観光案内所（宇治橋西詰、近
鉄大久保駅）、宇治商工会議所、京都新聞文

十年三月二十四日までに宇

うつみ清（歌）、中田ガウス・ボタン（漫才）、
ブラジリアンカーニバルサンバショーほか

お送りします︒自分の分を

府立宇治公園中の島・朝霧橋たもと

以前に生まれた人で︑平成

化センター、京阪交通社各営業所、ＪＴＢ各

募集

一緒に考えてみませんか
８月10日（月）午後5時〜９時（荒天順延）

治市に転入届けをし︑引き

ください︒なお︑なくした

2,000円

発売所

切り離し︑投票の際お持ち

り︑忘れたりした場合でも︑

駐車場

続き選挙人名簿に登録され

21世紀のまちづくり

前売り料金

ている人︒なお︑次の場合
は前住所地の投票所で投票

主￨･武い合わせ･電話予約≫!＼治市文化ｾﾝﾀｰ(02 0 ‑ 2 1 1 1 )

選挙人名簿に登録されてい

→

(午後6時開場)

してください︒

で申し出てください︒

れば投票できます︒投票所

文化センター小ホール

▽六月十一日以後に宇治市
内で転居した人

票

▽三月二十五日以後に市外

了月17日(金)午後６時半開演

市役所庁舎

20‑8779
FAX
･･･■････●●････‑㎜･㎜㎜●･･･●●･･･■●

広 報 課
.

委員
市民まちづくり会議
宇治市第４次総合計画策定
花火観覧席・野外ステージショー
入場前売り券発売

きろ容
こ
とと内

3,300円) ( 璽 m 互 )

前売券発売中3,000円(当B

上方落語界

ざこば・小米朝

不在者投票所位置図

大切な一票 忘れず投

駐車場

◆この宇治市政だよりは︑古紙配合率100％の再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆

923

宇治市観光協会（登23−3334）
電話予約可

問い合わせ

〒611･8501宇治市宇治琵琶33

宇治市政タイヤル
､、20−8777
1■

宇 治 市

雅

発行
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市政情報いっでも24時間

苛苛

第1174号

●毎月１日･11日･21日発行

7月12日（日）参院選の投票日

敬老会で
お楽しみください
はがきでお申し込みを

ただこうと︑九月十五日︑

老の日を楽しく過ごしてい

れた高齢者の皆さんに︑敬

社会の発展に貢献してこら

市では︑長年にわたって

容です︒

午前・午後の部とも同じ内

少年少女合唱団による合唱︶

の出演による演芸と宇治市

◆内容 式典と催し︵プロ

ホール︵折居台１丁目︶

◆ところ 文化センター大

時〜４時半︶の各１回実施

らせします︒また︑希望の

は抽選し︑その結果をお知

なお︑申し込み多数の場合

申し込みは受けられません︒

ものや︑原則として電話の

ください︒記入が不十分な

考に︑はがきでお申し込み

◆応募方法 下の見本を参

山︑頼政道︑東宇治高校︑

前︶︑御蔵山参道︑東御蔵

御園︑町並︵長谷川珈琲館

蔵山︑西住宅︑幼稚園前︑

■東宇治方面中住宅︑御

します︒

文化センターで敬老会を開

◆応募資格 市内に住み︑

い課︵容内線2348︶︒

宇治市保健福祉部
健康生きがい課行

大久保︵旧国道︶︑伊勢田

圃名木方面 名木︑緑ケ原︑

専用バス停留所

隼上り︑新田︑森本︑三室

庁舎︑宇治市役所

道路︶︑ＪＲ宇治駅︑総合

阪宇治︑宇治橋西詰︵都計

■宇治方面 宇治車庫︑京

電話番号

︵重永病院前︶︑冤道高校︑

４ 凛９ 濠﹂

(表)
一

のいずれかを記入

※専用バス､自家用車､その他
利用する交通機関

のいずれかを記入
バス停留所名（
）
※市か運行する専用バスを
利用する人だけ記入

市ではお昼のひととき︑

月６日俐は宇治市少年少女

ます︒なお︑初回となる８

本紙９月11日号でお知らせ

のとおりです︒発車時刻は

す︒専用バスの停留所は次

切りの専用バスを運行しま

◆送迎 例年どおり︑貸し

んじゅうをお渡しします︒

会場で記念品として紅白ま

22日㈲︵当日消印有効︶
◆記念品贈呈 参加者には

▽ピアノ以外の楽器は出演

費はお支払いできません

◆留意事項⁝▽謝礼︑交通

神社

宇治橋西詰︵県通り︶︑県

島小学校︑福島︑中研前︑

︵京阪宇治交通バス停︶︑福

回目川方面 目川︑大川原

阪バス停︶

■三軒家方面三軒家︵京

門前

や病気・事故などで生活に

社会福祉協議会では失業

くらしの資金貸し付け

緑ケ原ロ︑近鉄大久保︑Ｊ

蔭山︑宇治郵便局︑ユニチ

田︑堀池︑近鉄小倉︑小倉︑

宅︑小倉住宅︑砂田︑南遊

名木北口︑西小倉︑北山住

■大久保方面 日産車体︑

内︵夏期・年末合計︶
▽貸付条件・：無利子︑無担
保︒返済は４か月据え置き
後︑最高20回月賦
▽貸付対象・：７月１日現在︑
市に６か月以上の住民登録

が生活保護基準の１・８倍

か外国人登録があり︑収入

万円を超えていない世帯

以内で︑夏期ボーナスが10

識経験者や医師のほか︑市

の委員︵約十五人︶には学

市営住宅の入居者を次の

とおり募集します︒

募集住宅

■五ヶ庄福角市営住宅

親族か同居しようとす

市内在住の人 ②同居

る親族︵内縁関係や婚

約者も含む︶があるこ

と ③基準収入額︵同

以内であること ④入

居親族数などで異なる︶

３ＤＫ・２戸と般向き

■横島吹前市営住宅

︵郵送不可︶︒

課へ持参で申し込みを

７日叫〜10日㈲に住宅

案内１ を住宅課で配付

７月１日伽から募集

受付

人があること

居時に２人の連帯保証

４ＤＫ・５戸＝一般向き

家賃など詳しくは募集案

３ＤＫ・２戸と般向き

内をご覧ください︒

入居時期

８月中旬

応募資格

次のすべてを満たす人

①住宅に困窮している宇治

保険についての意見を８０

高齢者福祉医療課︵昔内線2345︶

０字以内にまとめ︑住所・

氏名・性別・年齢・電話番

号︵ファクスがあればその

ファクス21・0407︶へ︒

課︵〒６１１１８５０１・

ファクスで高齢者福祉医療

番号も︶を書いて︑郵送か

人︒会議︵２〜３か月に１

結果は七月中旬に応募者全

格・：市内在住で20歳以上の

回 平日昼間︶への出席が

員に通知します︒

可能な人◆受付期限⁝７月

10日㈲︵当日消印有効︶◆

応募ま
方法・
：応募動機や介護
い
す

高齢者等の実態調査を行

十五歳以上の人三千人を対

調査します︒八月上旬に調

象︵無作為抽出︶に︑日常

査票を郵送しますのでご記

介護保険制度では六十五

齢化社会について一緒に考

を受けられるようになりま

入ください︒八月中旬から

歳以上の人が第一号被保険

えてみませんか︒

す︒そこで市内の高齢者が

二十一世紀の宇治市の高

市民委員を募集します︒

いる世帯は貸付金の半額以

◆活動内容⁝約６回の会議

必要としているサービス量

ビスの利用意向等について

上を返済していること

に参加し︑計画の作成に携

生活自立度や保健福祉サー

▽申し込み・：地区の民生児

わっていただきます︵任期

いますのでご協力お願いし

民生委員がお宅に回収に伺

者となり︑介護が必要にな

童委員に相談のうえ︑申込

を推計して計画を進めてい

ったときは各種のサービス

書に住民票謄本を添えて７

２年︶◆募集人数・：３人

ます︒

月15日困までに社会福祉協

実施します︒第一回は︑六

︵20歳〜39歳・40歳〜64歳・ くためにいくっかの調査を

65歳〜︑各１人︶◆応募資

議会︵922・5650︶へ︒

※すでにこの資金を借りて

力ません︶︒

民の意見を反映させるため

会﹂を設置します︒懇話会

豊かな長寿社会づくり懇話

しのため︑﹁宇治市明るく

と老人保健福祉計画の見直

は︑介護保健事業計画策定

度のスタートに向けて市で

平成十二年の介護保険制

﹁宇治市明るく豊かな長寿社会づく

り懇話会﹂市民委員募集

スタートに向けて

平成12年介護保険制度

市営住宅
入居者募集
︵生活保護世帯は対象にな

長三郎宅前︶︑ニノ尾

■炭山方面 池ノ尾︵大森

名寺下

■笠取方面 笠取小前︑称

口︶

久商店前︶︑白川︵茶研入

■志津川方面 志津川︵竹

市役所１階の﹁市民交流ロ

合唱団の出演を予定してい

者が搬入してください ▽

■浮面・小倉方面 浮面︑

ビー﹂を会場に︑コンサー

次のような演奏はできませ

のもの③

ます︒

︵〒６１１︲8501︶ へ︒

宗教活動

◆応募方法⁝所定の申込書

申込書は市役所のほか市内

や政治活

トを開催します︒このコン

音楽活動をしている個人・

各公民館・コミュニティセ

動として

サートに出演される人を募

グループ︒音楽であればク

ンターなどの公共施設にも

の演奏④

お困りの世帯に生活資金を

ラシックからポピごフーま

置いています︒応募者多数

ん①窓口業務に支障となる

でジャンルは問いません︒

の場合は選考により決定し

に必要事項を記入し︑持参

◆出演日時・：演奏時間は︑

営利を目

集しています︒

市役所開庁日︵月〜金︶の

ます︒

貸し付けます︒

森︑小根尾︑琵琶台三丁目

が丘︵東町︶︑ふれあいの

校︑寺山台一丁目︑宇治友

■寺山台方面 大久保小学

西町

城南高校︑神明︑城南荘︑

Ｒ新田駅︵中西石油前︶︑

※午前の部か午後の部かどちらでもよい

▽貸付金額・：年間o万円以

Ｏ時15分〜45分の30分間︒

的とした
もの

◆応募期限・：７月31日㈲
︵当日消印有効︶

開催は１か月に１回程度︒
出演日は相談により決定し

住宅課(a内線2391)

問い合わせ

回目圧ﾄ[R]目回口]

團
敬老会参加申込書

︵旧国道京阪バス停︶

）
希望する部（

満70歳以上の人︶︒定員は

催します︒

昭和３年９月16日以前に生

木幡︑木幡山手町南木幡︑

︵10時〜正午︶と午後︵２

文化センター
(裏)

大きな音響の演奏②特定の

戸︵府道︶︑明星町一丁目︑

年齢
生年月日

◆問い合わせ 健康生きが

でお申し込みください︒

部︵午前・午後︶について

病院前︑黄璧駅︑平野町

参加ご希望の人ははがき

◆とき ９月15日匍︑午前
まれた人︵９月15日現在︑
はご希望に添えないことが
あります︒

名（ふりがな）
氏

祝）

団体︑個人を中傷する内容

◆応募期間 ７月１日困〜

所
住

９月１５日（

か郵送で文化自治振興課

で
す

◆応募資格⁝市内を中心に

卜今年出演予定の﹁トミーズ﹂のお二人

出演者募集
市民交流ロビー
コンサート

）

（2
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〜11月13日の月･水･金曜、午後6

44‑7447)に。

健康
時半

〈おはなし会〉[〉とき…７月８
■ツベルクリン反応検査

日困、午後３時半〜４時E〉対象…

情報B

･31日出・８月５日休]、午前９時

月11日出､午前９時〜正午[〉内容…

ンター[＞対象…４歳未満の子供

半〜午後３時半。６回C〉受講料…

バドミントン・卓球[＞対象‥･小学

回呆健推進課(a内線2262)。

生以上[〉参加費…無料。

ツベルクリン
反応検査

〈親子のびのび教室〉[＞とき・

申し込み方法の書いていないものは

判定･BCG

内容…○７月16日俐＝折り紙、○

直接会場へお越しくださ:い。犬

■黄檗公園・西宇治公園
■明るい選挙啓発ポスター

の月・火・木・金曜、午前９時半
〜午後3時半。

1 2 回 [ ＞ 受 講 料…１

万600円(別にテキスト代)。

〜４時【〉ところ･‥宇治地方振興局

■赤十字救急法講習会

参加費…おやつ代20C]円。

[〉対象…パーキンソン病患者か疑

心肺蘇生法を中心とした応急手

いのある人(家族)[〉講師…国立

当講習。[＞とき…７月26日(日)、午

とき…７月22日出、午前９時〜午

療養所南京都病院神経内科医長・

前10時〜午後５時C〉ところ…中央

[＞とき…７月15日困〜８月31日

後４時(雨天中止)[＞行き先…西

杉山博さん[＞定員…先着50人

公民館[〉対象…中学生をのぞく15

もの[〉大きさ…45×30〜55×40セ

(月)。時間は下表の通りC〉料金…大

笠取農場[〉内容…農業体験と川辺

宇治保健所(Q21‑2191)。

ンチ[＞応募資格…府内在住の人。

人300円､中学生以下100円、１歳未

の遊び【〉対象…小学生と保護者μ

福祉

家族などの合作も可。

満無料。回公園公社(JS33‑4001)。

定員…先着35人。

募集
[〉内容…明るい選挙を推進する

１人(組)

１作品に限る[回作品の裏面右下

日

に、氏名(ふりがな)、年齢、性
別、住所を書き、９月４日出まで
に市選挙管理委員会(市役所内、
S20‑8798)に。合作の場合は家

開設時間
午後１時〜５時
18(土)

7 /15湘
7 /19(日)

31吻
午前m

8 ／1 (±)

30{日)
午前10時

8 ／3朗）

族・友人・グループ・職場などの
区分と制作者全員の住所等を書き、

午前m

午後5時
午後4時

困

歳以上の人[＞定員…先着30人[〉費
用‥･700円(教材費)回日本赤十
字社京都府支部宇治市地区事務局

〈ハンカチ染め教室〉じ〉とき…

■ボランティアサマー体験

(社会福祉援護課内､昔内線2303)。
■天ヶ瀬ダム下流域めぐり

フ月23日俐、午前９時半〜正午[＞

夏休みを利用し、ボランティア

対象…小学生以上C〉定員…先着30

体験してみませんか。まずオリエ

淀川をバスと船で大阪城まで。

人[〉参加費…200円。

ンテーションで説明や、体験先の

C＞とき…７月23日出、午前９時Ｊ

調整を行います。[〉オリエンテー

Ｒ宇治駅集合、午後４時半同所解

午後3時 25日出、午前10時〜午後３時[〉対。

ション…７月18日出、午後１時半

散[＞対象…市内在住の人C〉定員…

象‥･小〜中学生と保護者じ＞定員…

4時半[＞ところ…生涯学習セン

■ニュースポーツ

代表者に○を付けること。

〈世代交流スポーツ教室〉[＞と

〈親子作陶教室〉C〉とき‑7月

先着2O組t＞参加費…500円。

先着40人[＞参加費…500円

回往

ター[＞対象…15歳以上の人C〉活動

復はがきに応募者の氏名・住所・

き…７月11日出、午前９時半〜正

〈パンづくり教室〉t＞とき…７

内容…市内の福祉施設・団体でレ

性別・年齢・電話番号・「宇治発

午[〉ところ…小倉小学校体育館・

月28日吹]、午前10時〜午後１時E＞

クリエーション介助、作業の手伝

着」（同行者がいればその氏名・

予・免除された人を対象に中学校

運動場≫持ち物…上靴[＞内容…グ

対象…小学３年生以上[>定員･ヽ･15

い、話し相手、夏祭りの手伝いな

性別・年齢も）を書き、〒530‑00

卒業程度の認定試験を行います。

ラウンドゴルフ、囲碁ボールなど

人じ〉参加費…100円。

ど

44大阪市北区東天満1‑11‑13広垣

■中学校卒業程度認定試験
C〉義務教育諸学校への就学を猶

合格すれば高等学校入学資格が得

〈屋外ニュースポーツひろば〉

られます[＞とき…11月６日出t〉と

[〉とき…７月12日(日)、午前10時

く夏休み手作り教室〜Ｔシャツに

〜正午(雨天中止)[>ところ…小

31日(骸午前９時半〜正午[＞対象…

上京区下立売通新町西入ル藪の内

倉小学校運動場μ内容…グラウン

小学4〜6年生1＞定員…30人じ〉参

町)圃9月２日困までに京都府

ドゴルフ、ペタンク[匝生涯スポー

加費…ia]円。

学校教育課(3075‑414‑5838)。

ツ課(s内線2622)。

■植物公園

ター(fS22‑5650)。

国民年金基金は自営業などの第

給付を受けられる公的年金の制度。

＞と

内容○式典

者年金の対象となっている人は加

時〜正午＼＞ところ…宇治公民館[＞

[〉受け付け…７月１日から受け付

入できません。この基金加入につ

対象…市内在住の小学生[＞定員…

け。受付後、セットを受け取りに

いて相談会を開催します。お気軽

先着20人[＞材料費…100円

お越しください[＞定員…先着40人

にお越しを。[＞とき…フ月10日(洵、

館(昔21‑2804)。

0075‑212‑8415)。年金通帳・預

生涯学習
■拓本教室

掃工場（し尿処理場）いずれも午
前10時〜正午。E〉定員…先着各50
人

官公署・その他

回7月３日倒から同センター

'‑ 'i色fc^^fcl

〈パソコンＣＡＤ入門〉[＞とき…

た人に限ります。一人２点までじ＞

>巡回日…８月22日(±)・23日(日)

８月13日出〜16日(日)D〉展示…７月

午後６時半

30日田〜８月11日脚[＞入場につい

１万3500円。

9時。９回[＞受講料…

くパソコン表計算活用エクセル

間＝相談して決定、夜間＝午後フ

て…搬入・搬出時は本人を含む２

時〜8時と８時15分〜９時15分E〉

人が、展示期間中の手入れは本人

W95版〉[＞とき…フ月31日〜９月

費用…無料

だけが無料で入場できます。

１日の火・金曜、午後６時半〜９

[＞とき■■■7月10日(迦、午後１時 の場合は調整・抽選。8月１日出
〜８月30日(日)は16ミリ映写機・フィ

時。

〈斑入り植物展〉μとき…７月

９回[＞受講料…１万3500円

(別にテキスト代)。

２日困〜フ日(火)。

奥坂

くパソコンプログラミング初級

く講習会・夏のハンギングバス

[〉対象…市内在住・在勤の18歳以

ルムの貸し出しはありません。

ケット作り〉レとき…フ月12日(日k

W95版〉に＞とき…８月８日〜9月

上の人t＞定員…先着20人[＞費用…

■大久保青少年センター

午後１時半〜３時半[〉定員…先着

19日の土曜、午前９時半〜正午。

30人[＞材料費…2500円。

６回E〉受講料…9000円。

1800円(用具代)m同センター

圃みんなで遊ぼう、おはなし会

(S22‑0220)。

明るくやさしく
育ってね

％

９年７月生まれのお子さん。10日
出までに広報課(a内線oio)へ

寄りの配偶者か︑３親等

②介護を受けているお年

在宅ねたきり老人・痴呆

呆で問題行動のあるお年

内の親族︵父母︑子︑孫︑

性老人の介護者に激励金

寄りを家庭で介護されて

いる人に限る︶

いる家族を激励するため︑

おい︑めい︑これらの配

兄弟姉妹︑おじ︑おば︑

市では寝たきりや︑痴

年間十万円の激励金をお

③介護を受けているお年

偶者︶

渡しします︒お渡しする

のは︑七月一日現在︑次

いる人
︒
・該当する人は七月十五

寄りと同居しているか︑

日困までに︑所定の申請

の要件のすべてに該当す

問題行動のある状態が６

書で高齢福祉医療課に︒

常時通って直接介護して

か月以上続いている満65

詳しくは同課︵容内線2

る人です︒

歳以上の市内在住のお年

346︶・か地区の民生委

①寝たきりの状態か︑痴

寄りを家庭で介護してい

員にお問い合わせを︒

呆などの精神障害による

る人︵お年寄り︑介護し

め︑それぞれ

19に

ている人がともに京都府

日に一度でなく数度にわ

けて出してください︒

通常のごみ以外のもの︑

臨時ごみ

12

内に６か月以上在住して

市では︑七月五日︑十

例えば多量となった場合

二日︑十九日の日曜日を

などは臨時ごみとなり︑

な人は十日ほど前までに

有料で収集します︒必要

夏の﹁大掃除の日﹂とし

勧めています︒

て︑各家庭での大掃除を

大掃除のごみの出し方

ごみは収集車が横付け

できるところに出してい

電話で予約してください︒

ただくことが必要です︒

特別収集体制ではなＩ

に注意してください︒

通常の収集です︒次の点

①燃えるごみ︑燃えない

たり百円︵家庭系ごみ︶︒

詳しくは環境政策室事業

料金は体積百リｙトル当

課︵内線昔3004︶へ︒

ごみ︑空き缶︑びん・ぺｙ

してください︒

トボトルなど正しく分別

②できるだけ小さくまと

7/5

慎平くん

H9.6.28＠／棋島町本屋敷

〈簿記中級〉レとき･､･８月３日

以外は申し込みを同センター(a

夏の大掃除を

^

(a46‑0688)。

搬入…フ月25日出・26日(日)[〉搬出… ７月31日〜９月１日の火・金曜、

圃フ月14日㈹までに

圃同組合（a075‑631‑5171）。

■城南地域職業訓練センター

映画

生涯学習センターに来館で。多数

〜４時≫ところ…生涯学習センター

み焼却場）、○30日俐＝沢第１清

回社会福祉協議会(322‑5650)

[〉出展規則…出展は受け付けをし

･29日出・30日(日)[＞上映時間…昼

場で加入できます。

○フ月26日（日）―折居清掃工場（ご

行います。出展者にはハンギング
バスケットセットをさしあげます。

金通帳・銀行印を持参するとその

バスで見学に。［＞とき・見学先…

ン研究所所長･山本和儀さん

スト〉園内に展示し、人気投票を

き…７月22日出・23日俐、午前10

■子ども向け地蔵盆巡回

城南衛生管理組合の施設を専用
○講演

｢地域リハビリテーションへの思

保険料を免除されていたり、農業

囲同基金

○実践報告

い｣=大東地域リハビリテーショ

な動物や花を作りましょうc

午前10時〜午後４時C〉ところ…宇

■夏休み親子見学会

文化センター小ホール

ただし第１号被保険者であっても、

圃同

回同事務局（S06‑354‑5505）。
昼食・雨具等持参。

７月11日田午後１時半〜

くハンギングバスケットコンテ

折り紙の基本を習い、いろいろ

事務局ヘフ月10日倒までに（必着）。

「地域で生き活きとくらすために｣

(345‑0099)に申し込みを。
■夏休み子供折り紙教室

ビル６階天ケ瀬ダム下流巡り運営

宇治市社会福祉大会

圃講習会、コンテストは同園

催し

１号被保険者が基礎年金の上乗せ

治市役所101会議室

圃宇治ボランティア活動セン

ステンシルをしよう〉C〉とき…７月

ころ…京都府庁第３号館(京都市

■国民年金基金相談会

925

くパソコン表計算初級ロータス
W95版〉1＞とき…８月３日〜11日

歳児と保護者[〉定員…先着2o組i＞

〈夏休み笠取山の生活教室〉Ｄ
市民プール開設

１万400円。

7/2閲
↓
7/23宋

[＞とき…７月10日出、午後２時

も午前10時〜正午[＞対象…2〜4
スポーツ

7/7図
↓
7/9哨

■パーキンソン病講演会

７月17日出＝リズム遊び。いずれ

お知らせ

一ドVJQ5版〉[＞とき…７月29日伽

時〜３時半c〉ところ…保健医療セ

〈みんなで遊ぼう〉[＞とき‥･７

囲は問い合わせj･回は申し込み。

9時。38回C〉受講料…2万円。

くワープロ初級夏期集中講座ワ

c〉とき…下表のとおり。午後２

幼児と小学校低学年。

OX
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保険・衛生・相談
献血

あんな
こんな本

時半、定員は先着10人。社会福祉協議
会雲23‑0857へ電話予約を。

●23日俐、午前10時〜正午、午後１時〜

■宇治こころの電話

３時半、㈱西友宇治店。

毎週月曜〜金曜、

午前９時〜午後５時、青少年問題の悩

相談あんない

「ハングル遊学記」田中耕一著／三修社

みなどお気軽に。a24‑0800．
青少年相談

21日脚、午後1時

4時、

■家庭児童相談室

宇治公民館。回保護司会・向井正存さ
ん。昔43‑0898．
■府交通事故相談

本四郎絵／ひさかだチャイルド

ってから興味プ

毎週月曜〜金曜、午

を持ち始めた韓国に64歳

ひゅーどろは、げんきなおばけのこ。おと

前10時〜午後４時。児童と家庭に関す

で留学。韓国社会の実情

うさんがはたらいているにんげんおどかしが

る困りごとなど。a23‑8698．

や物事に対する人々の考

いしゃへつれていってもらいます。「にんげ

え方、日常の生活ぶりな

んをいっぱいおどかすと、かいしゃからごほ

ど現地に住んで直接見聞

うびがでるんだぞ／」ときき、ひゅーどろは

Ｉ●１

１日豚）・15日出、午

前９時〜午後４時、来庁順に相談。圖
宇治地方振興局a21‑2101o
■社会保険相談所

☆「ひゅーどろのおてつだい」山脇恭作／藤

熟年にな

15日困＝小倉公民館、

●●．●●Ｉ●＝．乙．●･̲

．‑

きした体験を綴った生活

わくわくしておしごとにでました。ちゃんと

記録。

おどかすことができるかな。おばけがいっぱ

午後１時半〜４時。年金・健康保険な

いでてくるけどこわくないえほんです。

ど。回国民年金課（a内線2309）。
■暴力にかかわる困りごと相談

「ホーム・デンティスト」田沼敦子著／筑

６日（月k

摩書房

午前９時〜午後４時、来庁順に相談。
回宇治地方振興局a21−2101．府暴力
追放運動推進センター（aO75‑451

☆「理科の自由研究のまとめ方＜基本編＞」

歯医者の選び方や虫歯の原因、歯に良い食
‑89

一冊。

自分の考えがさらに整理

毎週木曜、午後１時半〜３

「パパ／」ケスター・シュレンツ著／パロ
ル舎

植物公園 花ごよみ

⑩夕

七夕に使う夕ヶは︑数十日で種本来

ヶ

れるもとになります。こ

ドイツのフリージャーナリスト兼編集者が

の本では、テーマの探し

初めてパパになる苦悩と喜びを語ります。こ

方、記録のつけ方、まと

れから父親・母親になるうとしている人、なっ

め方など、実験・観察・

たばかりの人に特にお薦めする出産・育児の

採集の例とともに、親切

エッセイ。

に指導してあります。

地 区
六地蔵
２日俐
御蔵山
３日倒 木 幡
志津川
７日脚
明星町
大久保
９日俐
南陵町
福 角
lo日廊
三室戸
開
14日脚
広野

駐車時間
駐車場所
13:50〜14:20六地蔵公会堂前
14:40〜15:50御蔵山小学校
14:00〜15:30木幡公民館前
14:00〜14:30志津川バス駐車場
14:50〜15:50汚水処理場横
13:30〜14:30旦椋公会堂前
15:00〜16:00南陵第２児童公園
13:50〜14;
40 五ヶ庄福角市営住宅
15:10〜16ﾆ00府営三室戸団地内
13:50〜14:40日産開アパート西側
15:00〜16:00大久保小学校
西大久保 13:30〜14:20西大久保小学校
16日困
平 盛 u:40〜15:50 平盛小学校
棋 島 13:30〜14:30穴ーう^^S)きど
23日俐
吹前 14:50〜15:50槙島小学校
24日倒北棋島 14:00〜15:30北横島小学校

日程

･･．･･・．・・・心、｀．

ｊ％

♂.

χ●

くｊ

｀

｀.

♂ゝ

・占

野添、谷前、梅林、五ヶ庄西浦(JR以西)、
新開(jR以西)、平野(J R以西)、
折坂(J R以西)、笠取、池尾

．

7/14､8/5

宇治・神明・広野・開・大久保・白川・
志津川

7/14､8/5
福角(J R以西)､日皆田､岡本､上村､大八木島、 7/15
一里塚、戸ノ内、平町(京滋バイパス以北)、
7/16
荒棋、田中、大垣内

7/16

谷下り、出口、森本、中筋､大谷､東中、西中、 7/23
藪里、段ノ上、東隼上り、西隼上り、門前、
冤道河原、只川、妙見、池山、岡谷

7/17

車田、丸山、平町(京滋バイパス以南)

7/22
7/23

7/1・ 24

7/8・ 31

新開(J R以東)、平野(J R以東)、
･折坂(J R以東)、福角(J R&.東)、一番割、
二番割

８日南･22日南
１日南

■西宇治

15日伽

いずれも午後３時半〜４時
(22日のみ千後３時〜。人形劇)
(対象)3才以上でひとりで話が聞ける子供
(内

容)手あそび､読み聞かせ､紙芝居など

(参加費)無料

おはなしたま
■中

央

18日倒

■東宇治

22日南

てばこ

いずれも午後３時半

4時

(対象)子供から大人まで
(内

容)主にストーリーテリング(素話)

(参加a)無料

ｊ

ｊ

寺界道、古川、西田、北ノ庄、大林、
芝ノ東（J R以西）

央

■東宇治

ｒ

：●・

｜

小倉・伊勢田・槇島・羽拍子・安田

､･

7/10､8/4

7/21

おはなし会
■中

日

六地蔵・木幡・五ヶ庄・炭山・笠取

7/15

され、新しい発見が生ま

そよかぜ号巡回

させるには︑節と節の間のそれぞれの

筒の上部に小さな穴を二つあけ︑一つ

の穴から注射器などで筒がいっぱいに

造園材料としてのタケやササは構造

なるまで水を入れ︑溜めておきます︒

物とよく調和し︑狭い空間をうまく生

かせます︒しかし︑タケ類は地下茎で

広がるので︑狭い場所で植える時には

を作り︑その中で育てるか︑毎年発生

深さＩメートル余りのコンクリート枠

するタケノコを取り除き地下茎を弱ら

.･a｀..E。卜、

の大きさになる神秘的な生長や地下茎

による豊かな繁殖力などの特性から︑

タケ類は古くから私たちの日常生活

せます︒

･.4、、....､.E、※

多くの祈り事を成就すると言い伝えら

れています︒切った夕ヶの葉を長持ち

でタケ細工や食用︑造園などに広く利

‥‥‥‥4

用してきました︒植物公園では七月十

展示し︑八月二日にはタケ細工の講習

｀7E箆j¨.…

六日俐から八月二日向までタケ製品を

マダケ︑クロチク︑アズマネザサ︑ク

会を計画しています︒園内ではハチク︑

マザサなどの配植が観賞できます︒

四百で匹7m

自由研究をまとめるということは、ほかの
人が読んで分かるようにすることだけでなく、

30）では電話での相談も可。
■法律相談

高梨賢英・馬場勝良共作／さ・え・ら書房

生活など、歯に関する様々な知識が得られる

7/10､8/4

南浦(28〜33、80〜98、100〜110)、大京団地、
蓮池

7/14､8/5

山際

半白、白川、金井戸、志津川

7/15

寺内､久保､老ノ木(府道以北)、天王(府道以北)、
西浦、西畑、中畑、西山(府道以東)

乙方、山本、東内、又振、山田、紅斎
蔭山

7/16
7/17

老ノ木(府道以南)、天王(府道以南)、東山
南堀池(本通り以北･以南､大和32〜36)、堀池

戸ノ内、矢落(J R以北)、若森(jR以北)、
大久保町(近鉄以西)

7/21

南堀池(田中､大和､大和一部西２号通り以北)、
南遊田、遊田、砂田、毛語一部、中ノ荒、井尻、
中ノ田、浮面、名木、安田町

7/1・ 24

蛇塚､石塚(心華寺通り以西)、
7/22
東裏(j R以西と府道以南)、寺山(JR以西)、
西裏、茶屋裏、丸山、一里山(府道以南)、
7/23
桐生谷(J R以西)、
大久保町(近鉄以東｢久保(JR以東)除く｣)
7/1・ 24

7/2・ 27

弐番(府道以北)､池森､樋ノ尻､里尻(JR以北)、
7/3・ 28
小桜､石塚(心華寺通り以東)、宮北一部、
寺山(J R以東)、宮谷、尖山一部(4番地)、
'中島、久保(JRiil東)
7/6・ 29

南山(Ａ)、広岡谷、芝ノ東(JRiii東)、
五ヶ庄西浦(J R以東)、三番割
南山(Ｂ)、南山畑、中村(JR以東)、
南端(J R以東)
六地蔵(J R以東･以北の全域)、花揃、赤塚、
陣ノ内(j R以東)、正中(J R以東)、御園、 7/3・ 28
東中(jR以東、北畠、檜尾、平尾、須留、
7/6・ 29
金草原、御蔵山、畑山田、北山畑、
7/7・ 30
大瀬戸(J R以東)、炭山
六地蔵(J Riil西・以南の全域)、
7/8・ 31
陣ノ内(J R以西)､正中(JR以西)､木幡河原、
北島､東中(J R以西)、西中、大瀬戸(jR以
西)、内畑、熊小路、中村(JR以西)、
7/9､8/3
木幡西浦、南端(J R以西)、壇ノ東

中山(近鉄以西)、毛語、南山、ウトロ
神楽田(山中含む)、西山(府道以西)、中央台、
北山Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ団地、毛語(府道以北)
中山(近鉄以東)、大谷、羽拍子町
春日森､−ノ坪､島前､大町､石橋(大J｢￨原線以西)、
中川原(大川原線以西)、大川原、東目川、
西目川、若林
南落合(Ｏの通り

13の通り)

東裏(JR以東の府道以北)､一里山(府道以北)、
7/7・ 30
桐生谷(J R以東)、開町
，

薗場(大川原線以北)、大幡､北内、門口、幡貫、
郡、石橋(大川原線以東)、吹前(市営住宅)

宮東、宮西、宮北
小根尾、大開、尖山一部(2番地・６番地)

中川原(大川原線以東)､十一(大川原線以東・
国道以東)、十六(国道以東)、十八(国道以東)、
吹前(市営住宅除く)

7/8・ 31

野神、大谷、下居一部(権現町)、琵琶､弐番
(府道以南)、矢落(JR以南)、若森(jR以南)、 7/9､8/3
南浦、西浦一部、神楽田一部(近鉄以西)
米阪、天神
※収集漏れは収集口側から確認し、翌日（土・日・祝日
下居、善法、壱番、妙楽、里尻(JR以南)、
を除く）に同組合へ。
蓮華、塔川、宇文字
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