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ものである。

の理念を市民生活の中に生かし､子々

日本国憲法に掲げられた恒久平和

孫々に継承するため、ここに核兵器

廃絶平和都市たることを宣言する。

す︒同課に直接郵送を︒

集を作りたいと考えていま

などを寄稿していただき文

の様子や記憶に残る出来事

また︑戦争当時の暮らし

ご連絡ください︒

・電話番号・品物の内容を

線2052︶に住所・氏名

ば企画管理部総務課︵昔内

製造所に関する資料があれ

出︑正午

■終戦の時・：８月15日

９日前︑午前⁚１１１時２分

■長崎被爆の時・：８月

６日田︑午前８時15分

■広島被爆の時・：８月

お願いします︒

で︑一分間の黙とうを

望の鐘を鳴らしますの

被爆の日に市役所の希

終戦の日︑広島・長崎

平和祈念集会を行う

一分間の黙とうを

役所北側・平和の像前

前11時35分〜▽ところ・：市

▽とき⁝８月15日出︑午

多数お越しください︒

と全面軍縮を全世界の人々に訴える

第一回目の出演は宇治

開催するものです︒

でもらおうと今年度から

民に気軽に音楽に親しん

を発表していただき︑市

みなさんに日ごろの成果

サートは音楽を愛好する

を開催します︒この＝ン

民交流ロビーコンサート

市では八月六日困に市

市民交流ロビー

加費

平和や戦争︑原爆につい
ての図書を中心に約二百冊
を展示・貸し出しします︒
▽とき⁝８月６Ｅｍ〜16
日㈲︑午前９時〜午後５時

央図書館▽問い合わせ・：同

︵月曜休館︶▽ところ・：中

館︵萱20・1511︶ へ︒

平和祈念集会

その為にあらゆる国の核兵器の廃絶

も参

ずれ

︵い
巻き込んだ戦争の悲惨さと
真実を描いたアニメ︒
○﹁人間の翼﹂・：特攻隊員
として生涯を閉じた名古屋
軍︵現在の中日ドラゴンズ︶

幼く︑また︑若くして戦
争や原爆の犠牲になり︑生

のエース石丸進一の野球へ
の情熱とひたむきな青春時

伝えます︒

代を描き︑平和への思いを

人京都府原爆被災者の会︶︒
○﹃平成10年度小・中学生

▽とき・：８月12日伽〜19
日㈲▽ところ・：市役所１階
ギャラリーコーナー▽内容
⁝次のとおり︒
○﹁原爆と人間展﹂⁝被爆

の確立を願って開催します︒

界の核兵器廃絶・恒久平和

戦争犠牲者のご冥福と世

証言パネル︵協力：社団法

る品物や思い出の寄稿を募
集します︒

長崎の惨禍を繰り返してはならない。
している。この地球上に再び広島、

ばし暑さを忘れて清らかな

市少年少女合唱団です︒し

歌声をお楽しみください︒

今後も月一回程度の開催を

▽とき・：８月６日俐︑午

予定しています︒

▽ところ⁝市役所１階市

後Ｏ時15分〜45分

回文化自治振興課︵萱内

民交流ロビー

線MOqcMco︶

第38回宇治川花火大会

Ｏ ｊ 府立宇治公園
８月１日固 宇治川畔一帯

花火観覧席・ステージショー入場券

二千円で発売中︵スーＴリシｒａ午雪時〜︶

◆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◆

ご家庭に戦争にまつわる

記憶を風化させることなく︑

薄れていく戦争の悲惨な

ご提供ください

戦争時の思い出

せた被爆者自身がっくった

者の証言と映像を組み合わ

平和図書展

少女たち〜﹂︑﹁対馬丸−さ

１時半〜＝﹃人間の翼﹄▽

ール▽内容⁝次のとおり︒

ところ⁝文化センター小ホ

○﹁ヒロシマ・昭和20年８
月６日〜夏服の少女たち〜﹂
・：学徒動員中に被爆した二
百二十人の女学生の姿を描
いたアニメ︒
○﹁対馬丸︱さようなら沖
縄−﹂ ・：学童疎開船対馬
かの沈没︒子供たちをも

平和写真展

広島訪問団の写真展﹄

昭和20年８月６日〜夏服の

午前10時〜＝﹁ヒ口シマ↓

▽とき⁝８月８日出︑①

品を上映します︒

涯を閉じた人々を描いた作

▲昨年の平和祈念集会。平和を願う市民の募金で建てられた市
庁舎北側の平和の像前で毎年８月15日に行われています。

ようなら沖縄１﹂︑②午後

卜﹁人間の翼﹂のパンフレッ
トから

真の恒久平和は、人類共通の念願
平和の大切さを後世に伝え

宇治市少年少女合唱団

出演

●毎月１日･11日･21日発行

第1177号

昭和20年８月の終戦から、今年で53年目を迎えました。時

だいに薄れようとしています。地球上には依然として膨大な

数の核兵器が配備されており、５月にはインドとパキスタン

が相次いで核実験を強行するなど核兵器の脅威は増すばかり

です。宇治市平和都市推進協議会では、昭和62年に宇治市議

会で決議された「核兵器廃絶平和都市宣言」の理念に基づき、
核兵器の廃絶と世界の恒久平和の実現を願って、今年も各種

の事業を行います。この機会に今一度、｡平和の大切さについ
て考えましょう。いずれも入場は無料です。

問い合わせは企画管理部総務課（a内線2052）へ。

伝えよう平和の尊さ子孫へと
がたつにつれて戦争の悲惨さや核兵器の恐ろしさの記憶もし

参加しよう平和の催し

である。

品物や旧宇治火薬庫・火薬

933

府立宇治公園中の島

8月6日（木）
コンサート

仕舞｢高砂｣＝井上 嘉久
狂言｢附子｣＝茂山七五三
能楽｢浮舟｣＝井上 裕久
10月３日(土)(雨天中止)

核兵器廃絶平和都市宣言
ていくため︑戦争にまつわ

花火打ち上げは午後７時半〜

午後５時45分〜８時
(午後４時半開場)

第1回

たきぎのう

核兵器の恐ろしさを身をもって体験
思い出の作文など

宇治川薪能

我々は世界最初の被爆国民として、
戦争にまつわる品物

〒611･8501宇治市宇治琵琶33

平成10年
(1 998)
宇治市政タイヤル
７
20−877

t

､ぶ恥発行宇治市
幣編集広報課

市政情報いつでも24時間
テレホンサービス

みんな価値ある人間かけがえのない人間

て五十周年︒八月は京都府の人権強調月

まると思います︒
社長は価値のある人間で︑
社員は価値のない人間です
か？

障害を持った人は健常者

いや︑そうではありませ
ん︒
同和地区の出身者を差別
したりするのはなぜですか７︒

得られる幸せ︑自分だけの

と思います︒みんなが分か

幸せは本当の幸せではない

ち合い︑共生することこそ

立場で︑みんなのためにど

それぞれが自分の置かれた

肩書きがどうかではなく︑

人間︒かけがえのない人間

りません︒みんな価値ある

の値打ちとは一切関係があ

和地区の出身かどうかは人

とを目的に開催します︒

生きられる社会を築くこ

い︑市民みんなが輝いて

めていただき︑差別のな

待ちしております︒

くのみなさんの参加をお

場へお越しください︒多

洵和問題への理解を深

のように働くのか︑働いた

です︒みんながあるがまま

◇日程・内容・：下表のと

◇問い合わせ：向和対策

が大切だと思います︒

のかが大切だと思います︒

に︑共に生き生きと生きる

おり

障害があるかないか︑同

地位や職業がその人の値打

ことができる社会を築くこ

紙や冊子︑パンフレットを

座﹂や﹁人権週間記念講演

ます︒

ご参加やご利用をお願いし

っています︒ぜひ積極的な

画やビデオの貸し出しも行

の学習材料として︑啓発映

た︑職場や学校︑ご家庭で

会﹂を開催しています︒ま

室︵容内線2221︶︒

容です︒ご都合の良い会

講演はいずれも同一内

ちを決めることにはなりま

時から１時間半程度

◇時間・：いずれも午後７

そんなことはありません︒

(大阪府貝塚市立二色小学校教諭)
とが大切です︒

木幡公民館
会議室

師

講

／

容

せん︒

◇参加費⁝無料

みんな生かされ生きている

物差しはその時代︑その

動こそが︑私たちにとって

作成し配布するとともに︑

みんなが一人ひとりを大

広野公民館
会議室

４ 11/24
吠）

間です︒この機会に一人ひとりの人権を
ことの大切さを︑いま一度考え

めたのですか？

物差しって何？だれが決

があるから⁝︒

対策室︵登内線2221︶

世間の物差しって何

私たちはよく﹁お金がな
くて不幸せ﹂︑﹁出世ができ
ずに惨め﹂︑﹁学歴がないか

本当心幸せって何

ば変わるものなのです︒私

それは多くの人が持って

たちの社会には︑このほか

いる固定観念や価値観のよ
うなもので︑だれが決めた
なぜ私たちはそんな物差

ら恥ずかしい﹂などと言っ

なぜですか？お金のない

しを振り回して比較し︑幸

たり︑思ったりします︒

ともなくみんなが知らない

切にすることは︑だれもが

うちに自分の中に持ってい

みんな価値ある人間︒み

つながります︒市民みんな

大切にされる社会の建設に

人︑出世をしてない人︑学

んなかけがえのない大切な

歴のない人は本当に不幸せ

人間なのです︒みんな幸せ

にも国籍や人種︑肌の色や

な物差しがあります︒私た

るがままに︑生き生きと輝

で力を合わせ︑だれもがあ

性別︑家柄がどうかなど様々

ちは勝手にいろいろな物差

になるために生まれてきた

いて生きることができる社

ったりするのでしょうか？
物差しは自分やみんなの本

のです︒みんな生きる価値

会を築きましょう︒

せを感じたり︑不幸せと思

当の幸せにつながるのでし︒

しを振り回して︑時には優

があって生かされ︑生きて

世間の物差しって正しい

うか？

越感を感じ︑時には劣等感

いるのです︒一人ひとりの

るものではないでしょうか︒
いや︑そうとは限りませ

いや︑決してそうとは限

のですか？

お金や学歴がなくても幸

にさいなまれたりしている

値に気づき︑譲ることので

せな人はたくさんいます︒

きない人間の尊厳と平等に

市では︑市民のみなさん

人間が持っている尊厳と価

生み出しているのです︒

中に一時的な勝者と敗者を

対する深い認識と信念を持

に同和問題を理解し︑認識

のです︒物差しが優劣や差

というのは︑そういう価値

ち︑人に優劣をつけない︑

していただくために︑広報

別︑競争を生み︑人の心の

観を自分が受け入れたから︑

でも︑本当は勝者も敗者

差別しない︑差別を許さな

歴がないから恥ずかしい﹂

つたのかということこそが

自分で自分を不幸と感じる

もないのです︒また作って

いという日ごろの姿勢と行

りません︒

8月から11月まで4

同和問題の解決に向けて
大切だと思います︒

ということではないでしょ

はいけないのです︒人を上

大学を出た人は価値のあ

下に分け︑束縛したり︑傷

﹁お金がなくて不幸せ﹂﹁学

で惨めなのでし少つか？

では︑なぜそんなふうに

ん︒

思ったりするのでし少つ︒
世間にはそういう物差し

本当の値打って何
お金持ちは価値のある人

間で︑貧乏人は価値のない
人間ですか？

うか︒

つけたり︑不幸にする物差

大切なことではないでしょ

る人間で︑中学しか出てい

しなんて必要ないのです︒

ない人は価値のない人間で

国の政治体制や倫理観︑習

人はだれでも幸せになり

そんなことはありません︒

慣などの中で作り出された

たいと願っています︒周り

お金をたくさん持っている

もので︑時代や国︑立場や

すか？

ものの見方︑考え方が違え

かどうかということと人間

学問や人生を通じて得た知

﹁同和問題を考える市民講
識や知恵を︑何のためにど

うか︒

りません︒お金を何のため

そんなことはありません︒

２ 9／8
(火)

明石一朗さん

西小蝕域雛ｾﾝﾀｰ
地域交流室

6
３ 10/
吠）

ように使うのか︑使った
の人を押しのけ︑悲しませ︑
り１１１１１１１１１１１１ＳＩＩＳＩＩＩＩＩＩＳのｉ
ＩＩＳＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｉｌｌｌ
ｌｌｌｌｌｌｉＩｉｌｌＩｌｌＩＩＩＩｌｊ
一
のかでその人の値打ちが決
より劣った人間なのですか７︒
競争に勝ち︑他と比較して
︸
今年は︑﹁世界人権宣言﹂が採択され

同和問題を考える
市民講座

にどのように使うのか︑使

の値打ちとは何ら関係があ

宇治公民館
第１会議室

『心の窓を少し開いて』

１ ８／４
吹）

内

回開催
場
所

日

回 月

だれもが大切にされる社会を
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政
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（

宇治市政だ

３）

よ

1998年（平成10年）８月１日発行

り

午後３時【＞対象･･･小学1 〜3年生

センター小ホールで開催する第19

お知らせ

回人形劇フェスティバルの出演団

[＞定員…先着30人[＞参加費…100
■圏域めぐりバスツアー

円(材料費)。③いすづくりE＞と

情報

き…８月20日困、午前10時

BO
X

３時[〉対象…小学4〜6年生[〉定

る京都南部都市広域行政圏推進協

員…先着30人[〉参加費…100円

議会が圏域内のまちの特色を知っ

(材料S)。

ていただこうと開催するものです。

官公署・その他
■城南地域職業訓練センター
a月３日C月)から同センター

C〉とき…８月25日固、午前８時40

内容…○第1回＝８月18日脚、午

分〜午後５時ごろ。集合・解散は

前10時

宇治市役所C〉行き先…松花堂(八

11時・うたやゲームあそ

困8月31日(月)

までに中央公民館(S20‑1411)。

(346‑0688)。
〈ワープロ入門一太郎W95〉[〉

び○第２回＝8月19日出、午前10

幡市)、同志社大学(京田辺市)、

とき…９月４日〜10月６日の火・

時〜正午・パキスタン料理を作る

山吹ふれあいセンター(井手町)、

金曜、午後６時半〜９時。９回[＞

関西電力㈱南京都変電所(宇治田

受講料…１万3500円(別にテキス

ーコンサート〉８月７日圀〜９日

生と保護者[＞定員…10組[＞参加費…

原町)[＞対象…小・中学生とその

ト代必要)。

(日)は夜９時半まで開園時間を延長

100円(材料費)。

保護者。城陽市・久御山町と合わ

改正

したそがれサマーコンサートを行

８月１日倒から未婚の母の子が

〈親子天文教室〉[＞とき…８月

〈簿記初級〉[〉とき…９月１日

せて抽選で50人程度[〉参加費…無

〜11月13日の火・木・金曜、午後
６時半〜午後９時。 23回μ受講料…

います。夏の宵をコンサートやフ

21日出、午後フ時半〜９時半(雨

料

認知されている場合も児童扶養手

ラダンスなどでお楽しみください。

天時は28日出)[＞対象…小学生〜

(当日消印有効)までに企画課

当の請求ができるようになりまし

〈講習会・夏休み子供教室〉サ

中学生と保護者[＞定員…先着50人

(a内線2082)へ。詳しくは８月１

C〉参加費…無料。

日発行の京都南部広域圏だより第

25日の水・金曜、午前10時〜午後

９号をご覧ください。

４時。 20回[〉受講料…１万20(:D円。

た。詳しくは障害者母子福祉課

ツマイモにアサガオを接いで、

(s内線2307)へ。

〈夏休み映画会〉【＞とき・内容…

゛サツマアサガオ″を作ります。

■老人保健医療受給者証の有

[＞とき…８月14日出の午後１時半

８月25日(火)、○第1[亘]＝午前10時

効期間の表示変更について

〜２時45分か午後３時〜４時15分

〜11時半・｢ドラえもん〜のび太

７月末までに送付した老人保健

[〉定員…各15人じ＞対象…小学３年

の南海大冒険〜｣○第２回＝午後

生〜中学生C〉材料費…300円。

２時

医療受給者証は、有効期限の記載
が無くなりました。老人保険受給

〈私の収穫自慢コンテスト〉野

圃往復はがきで８月11日(火)

１万3000円。
〈和裁〉[＞とき…9月４日〜11月

■下水道排水設備工事責任

〈ワープロ初級一太郎W95〉[＞

技術者認定試験

とき…９月10日〜25日の火・木・

[〉とき･‥11月８日(日)[〉ところ… 金曜、午前９時半〜午後３時半。
京都水道会館(左京区岡崎)[〉受

14回C〉受講料…１万2200円。

象…幼児〜小学生[＞参加費･･･無札

験料…１万円

■第２次自衛官の募集

■女性セミナー｢基礎講座｣

日(月)までに下水道管理課(s内線

4時・｢もののけ姫｣[＞対

困8月10日(月)〜24

次のとおり実施します。

者の皆さんは新しい受給者証を使

菜、くだもの、切り花、鉢花など

ってください。なお、２月以降に

ご自慢の収穫物のコンテストを行

交付した人は、新しい受給者証を

います。人気投票で５位までの人

昼の部＝午後１時半〜３時半、夜

お渡ししているのでそのままお使

に｢園芸のたくみ｣賞贈呈。子供

の部＝午後７時〜９時μところ…

場臨時休業

いください。今後受給者証の切り

の参加も歓迎します。[＞受け付け…

宇治公民館[＞対象…市内在住在勤

８月10日(月)、J R宇治駅前自動

回宇治募集事務所(344‑7139)

2452)へ。

C〉とき・内容…下表のとおり。

■ＪＲ宇治駅前自動車駐車

か企画管理部総務課(a内J叙052)。

種

８月25日(火)から[＞とき…８月29日

加入している健康保険が変わった

出・30日(日)の午前lO時〜午後５時

[*]8月25日(火)までに電話かはがき、

これは、同日開催の宇治川花火大

時、無くしたり破れたりした時は

(30日は午前９時から)。

ファクス、来室で住所・氏名・年

会の臨時バスの回転や停車場とし

届出を。まだ新しい受給者証を持っ

■大久保青少年センター

齢・電話番号を女性政策室(a内

て利用するためです。雨天順延時

線2091、FAX20‑8778)に。保育(2

は順延日を臨時休業します。

歳以上)の必要な人は申し込みを。

宇治市駐輪場公社(s内線o4o)。

圃夏休み映画会以外は８月３日
(月)から申し込みを同センター(a

(a内線2335)まで連絡を。

44‑7447)。

健康

日
9/1
㈹

〈夏休み手づくり教室〉①どう
■ツベルクリン反応検査

ぶつのふうりんづくり[＞とき…８

C＞とき…下表のとおり。午後２
時

月５日團､午前９時〜正午E〉対象…

3時半[＞ところ…保健医療セ

[＞参加費…100円(材料費)。②い

回保健推進課(a内線2262)。

ろいろな種を使ったクラフトづく

ツベルクリン
反応検査

判定･BCG

8/4W
↓
8/6Ⅲ

9/29
㈹

〜正午[＞対象…小学３・４年生[＞
定員…先着30人[〉参加費…100円

・神経系難病個別相談
E〉とき…８月18日(火)午後１時〜

入れづくり[＞とき…８月７日出、
午前９時〜正午[＞対象…小学5

マ

講

師

つくられる錯ｲﾒ‑ｼﾞ

袷裂々と

■消費生活展の出展希望団
体募集
11年２月６日〜７日に開催を予
定している消費生活展に出展希望
の団体を募集します。[＞応募資格‥･

費用…無料

ンシーボックス[＞とき…８月21日

環境についての講演と牛乳パック

㈹、午前10時〜午後３時Ｄ対象…

を使った工芸教室を行います。［〉

体名・団体の規模・日ごろの活動

小学４〜６年生[＞定員…先着30人

とき…８月18日吹］、午後２時〜４

内容と出展内容を書いて宇治市役

[＞参加費…100円(材料費)。

時［＞ところ…東宇治･コミュニティ

所商工観光課内消費生活展運営委

センター３階［〉対象…小学３年生

員会(a内線2218)へ。

〜中学生までの親子（子供だけの

■人形劇フェスティバル出

圃講習会、コンテストは同園

つくろうI＞とき…８月18日㈹、午

く考えよう／ゴミとリサイクル

市内で消費者活動をしている団体
[*]9月10日俐までにはがきで団

宇田

前９時〜午後３時E〉対象…小学3・

参加もできます）［＞講師…城南衛

4年生E〉定員…先着30人t＞参加費…

生管理組合職員μ持参するもの…

影絵やぬいぐるみ、人形劇サー

様な昆虫の標本4500種を展示しま

100円(材料費)。②はしごくだり

牛乳パック２〜３個[＞参加費…無

クルの日常生活の成果発表と相互

す。[＞とき…８月６日俐〜18日叫、

[＞とき…８月19日(水)、午前10時〜

料圃東宇治図書館（昔32‑2232）。

交流を目的に、11月22日(日)に文化

〈世界の昆虫展〉世界の多種多

亮太くん

H9.7.17c ／棋島町南落合

演団体募集

(昔45‑0099)へ申し込みを。

8月3日
？
9月11日

で。応募者の中から必要に応じて

牛乳パックでおもしろ工作〉ゴミ、

〈夏休み木工教室〉①パズルを

8月３日
2 a
8月20
8月３日 18歳以上
？
i歳未満の者
9月16日

(女子)

宇治市福祉 採用します。

一介1する人､される人‑ｻｰﾋﾞｽ盛賎

100円(ｷｵ料費)。④くるくるファ

■植物公園

子)

２等陸海空士

務課(a内線2605)へ郵送か持参

６年生C〉定員…先着30人[〉参加費…

催し

(男

(写真必要)を教育委員会教育総

者…神経系難病患者や疑いのある

治保健所(昔21‑2191)へ。

f 候補士

２等陸海空士

人かその家族レ定員…先着６人t＞
圃8月３日(月)から宇

2i歳未満の者

資格…女性。調理師免許の有無は

■束宇治図書館

･

圃

女性問題
問いません。 回市販の履歴書
アFﾊﾞｲｻﾞｰ

ﾃﾚﾋﾞ､む､晒…

格

8月3日
18歳以上
2
24i未満の者
9月11日
18i以上
i歳未満の者

一般曹候補学生

[＞職種…学校給食調理員E＞応募

−ｼﾞｪﾝﾀﾞｰとI哨か‑

朗話を生きる

航空学生

者募集

10/6 Iくことと稼ぐことはどう女性問題
違う?一蛯と労i‑
l
アFﾊﾞｲｻﾞｰ

(材料費)。③うちわを使った小物

３時[〉ところ…宇治保健所[＞対象

ー

9/22 私の人生は卵決める
引 一娃の心とからだのf.'jll‑

り[〉とき…８月６日田、午前９時

8/I8図
↓
8/20哨

テ

受付期間 資

・教育委員会臨時職員登録

女と男､強いのはどつち?

9/8
脚

小学１・２年生[＞定員…先着30人

ンターC〉対象…４歳未満の子供

の成人女性[＞定員…各先着30人

目

高卒(見込)で

車駐車場は終日臨時休業します。

替えはありませんが、住所変更や

ていない人は、高齢福祉医療課

宇治市文化センターの恒

体は強くたくましく
心は強くやさしく。

％

９年８月生まれのお子さん。11日
図までに広報課(S内線2070)へ

京都市交響楽団と共演しませんか
第九合唱団団員募集
12月20日（日）文化センターで演奏
ので︑今回で六回目︒十二

盟などの主催で行われるも

月二十日㈲に沼尻竜典さん

指揮による京都市交響楽団

と︑市民合唱団とのベート

ーベン交響曲第九番の演奏

会を行います︒あなたも歌

ってみませんか︒

◆募集人員・：先着４００人

◆応募資格・：高校生以上で

毎回練習に参加できる人

週水曜︑午後７時〜９時︒

︵初心者歓迎︶◆練習・：毎

り︶︒指導は伊吹新一さん

文化センターで︵保育室あ

ほか◆参加費⁝5000円

８月10日㈲までに文化セン

︵学生半額︶◆申し込み・：

なお︑結団式は９月２日

㈲︑午後７時から文化セン

ター︵萱20・2111︶へ︒

ターで行います︒

例﹁第九コンサート﹂で一

団員を募集します︒これは︒

緒に歌っていただける合唱

二年に一度︑宇治市音楽連

あなたのご意見お寄せください

﹁市民の声﹂投書箱設置

いセンター︑中央図書館︑

に置いています︒お寄せい

黄璧体育館など二十二か所

ただいたご意見は担当部課

で検討し︑実現可能なもの

については︑行政施策に反

提言やご意見がありました

映することにしています︒

圃広報課市民相談係︵容内線2079︶

市では︑市民の皆さんの

市政に関する提言やご意見

をお聞きし︑今後の市政運

営に反映させるため︑第三

つとして︑このほど﹁市民

次行政改革の取り組みの一

の声﹂投書箱を設置しまし

ら備え付けの用紙に記入し

寄付行為の禁止と虚礼廃

た︒投書箱は︑市役所庁舎

止︵暑中見舞いの自粛な

投函してください︒

公職選挙法により︑政

ど︶の励行について申し

センター︑牟涯堡百センター︑

治家の寄付は罰則を持っ

合わせを行っています︒

内︑各公民館︑コミュニティ

て禁止されています︒ま

皆さんのご理解とご協力

地域福祉センター︑ふれあ

た︑有権者が勧誘・要求

をお願いします︒

市議会

することも禁止されてい

虚礼廃止を申し合わせ

ます︒宇冶市議会では︑

935

宇治市を含む６市４町で構成す

[＞対象…２回とも参加できる小学

くナイター開園・たそがれサマ

■児童扶養手当制度の一部

体を募集します。

午後

〈親子国際交流学習〉E〉とき・

福祉

第1177号

第1177号

宇治市政だより

図書

保険・衛生・相談
献血

追放運動推進センター（3075‑451

‑89

館
あん

30）では電話での相談も可。

●21日(骸午前10時〜正午、午後１時〜

■法律相談

３時半、開地域福祉センター。

毎週木曜、午後１時半

3

時半、定員は先着10人。社会福祉協議

相談あんない

「大切なのは、愛を感じること一癒される

会費23‑0857へ電話予約を。
■青少年相談

18日㈹、午後1時〜4時、

・宇治こころの電話

宇治公民館。囲保護司会・向井正存さ
ん。eS43‑0898．
・府民無料法律相談

18日(火)、午後１時

毎週月曜〜金曜、

愛とはぬくもり。愛とは心地よさ。愛され

頑張らせることなどしな

・スベドベリ文・写真／オスターグレン晴子

いでください。セラピス

訳／偕成社

いらない。自分で自分を

☆「わたしたちのトビアス学校へいく」ボー

毎週月曜〜金曜、午

午後４時。児童と家庭に関す

る困りごとなど。S23‑8698．

５日伽・19日(水)、午

"゜"""""""""""""｀゜""""

前９時〜午後４時、来庁順に相談。闘

｜

宇治地方振興局a21‑2101．

各種相談事業を実施

｜

。詳しくは10年度版

｜

19日出＝宇治公民館、

」をご覧くださ

"

:

トである著者からのメッ

ダウン症のトビアスも

セージ。落ち込んでいる

８歳になり、小学校に入

こん

自分を感じた時、手にし￨ﾉ===･:……=j

学することになりました。

てほしい一冊です。

家族に温かく育てられて

１

いますが悩みや悲しみも

午後１時半〜4時。年金・健康保険な

「アジアの民族造形『学び』と「遊び」と
二…………………………j

ど。囲国民年金課(a内線2309)。
・暴力にかかわる困りごと相談

な本

でください。

みなどお気軽に。S24‑0800．

福祉協議会では、こ

■社会保険相談所

記録。文字も著者の手書きのままなので、彼
女の旅のスケッチノートをめくる気分で読ん

るために理由や資格など

前10時

1電話予約は前日午前９時から。

ヒントー」金盛浦子著／大和出版

午前９時〜午後５時、青少年問題の悩

■家庭児童相談室

半〜4時半、宇治地方振興局S21‑210

■府交通事故相談

1998年（平成10年）S月１日発行（４）

『芸能の美』」金子量重著／毎日新聞社

な本

３日(月)、

著者が30余年にわたってアジア各地を歩い

午前９時〜午後４時、来庁順に相談。

て集めた暮らしの道具のコレクションから書

回宇治地方振興局昔21−2101．府暴力

物・玩具・楽器をオールカラーで紹介した本。

数多くあります。スウェ
ーデンの障害児教育の現
状を紹介。
☆「よるのようちえん」谷川俊太郎文／中辻
悦子絵・写真／福音館

ｌｌ鸚

西デ花ごよみＥ

⑥サルビア類

夜の幼稚園にはだれもいません。どこから
か夢の子どもが現れ、遊び始めます。そっと

素朴で温かな人々の住むカナダのケペック

さん、すっとさん、ぬっとさん、ぱうとさん…。

州を行き当たりばったりで60日間一一人旅をし

さて、みんなで何人いるでしょう。ふしぎい

た著者が、印象的な場面を文字とイラストで

っぱいの絵本です。

そよかぜ号巡回
日

おはなし
■中

地 区
日程

駐車時間
駐車場所
志津川 14:00〜14:30志津川バス駐車場
４日(火)
明星町 14:50〜15:50汚水処理場横
六地蔵 13:50〜14:20六地蔵公会堂前
6 a出
御蔵山 14:40〜15:50御蔵山小学校
７日出木 幡 14:00〜15:30木幡公民館前
大久保 13:30〜14:30旦椋公会堂前
13日Ⅲ
南陵町 15:00〜16:00南陵第２児童公園
福 角 13:50〜14:40五ヶ庄福角市営住宅
14日出
三室戸 15:10〜16:00府営三室戸団地内
開
13:50〜14:40日産開アパート西側
18日脚
広 野 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
2o日出
平盛 14;40〜15:50平盛小学校
棋 島 13:30〜14:30ノ同 Ｘ罵 ォ合 に１ 力２ ･のし通/り‑ ジ
27日閑
吹 前 14:50〜15:50椛島小学校
28日出北棋島 14:00〜15:30北mm小学校

99
ピアなど多くの種類が出回っています︒

植物公園にも一年草や宿根草など約十

・宿根性の大型サルビア類には︑ 夏か

種類のサルビア類が植えられています︒

ら秋に魅力的な群青色の花を咲かせる

メドーセージやブルーサルビアを大型

にしたようなラベンダーセージ︑春か

ら秋に咲きチェリーピンク色の花を付

けるチェリーセージがあります︒また︑

秋咲きのものではビロード状の赤紫色

の花穂が人目を引くメキシカンブッシュ

セージ︑葉がパイナップルに似た香り

ト

のする鮮紅色の花のパイナップルセー

宿根性の大型サルビア類の多くは中

ジなどがあります︒

南米産で多少寒さに弱く︑小苗の間や

寒さの厳しいところでは鉢上げして保

護しますが︑大株になれば花後に深く

剪定し︑株元をわらなどで覆うと︑春

になると新芽を伸ばしてきます︒

5 00

サルビアと聞くと︑普通は春から秋

まで真っ赤な花を咲かせるサルビア・

スプレンデンスを思い浮かべますが︑

最近では花色の豊富なサルビアーコッ

キネアやブルーサルビア︑一メートル

以上の草丈で大株になる宿根性のサル

「ケベックのたんぼぽ」山本幹子著／かも
がわ出版

央

12日南・26日伽

会

■東宇治

５日俐

■西宇治

５日南・19日南

(5日團は夏休みお楽しみ会)
いずれも午後３時半〜４時
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

29日出

■束宇治

26日團

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)
(参加費)無料

8月のし尿収集日
程

8月のし尿収集日

六地蔵・木幡・五ヶ庄・莵道・炭山・笠取

8/5・27

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

8/6・28

8/7・31
8/10､9/1
8/11､9/2

8/12､9/3

程

谷下り、出口、森本、中筋､大谷､東中、西中、
8/17､9/4
藪里、段ノ上、東隼上り、西隼上り、門前、
黄道河原、只川、妙見、池山、岡谷
車田、丸山、平町(京滋バイパス以南)
新開(J R以東)、平野(j R以東)、
折坂(J R以東)、福角(j R以東)、一番割、
二番割

8/18､9/7

南山(Ａ)、広岡谷、芝ノ東(JR以東)、
五ヶ庄西浦(jR以東)、三番割
南山(Ｂ)、南山畑、中村(jR以東)、
南端(J R以東)

8/18､9/7

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(jR以東)、御園、
東中(JR以東)、北畠、檜m、平尾、須留、
金草原、御蔵山．畑山田、北山畑、
大瀬戸(J R以東)、炭山

8/4・26
s､鋸･J..ヽ、7.･.覗回m尚痰m‑荷濠領苔
志津川

半白、白川、金井戸、志津川

8/5・27

山際

8/6・28

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、紅斉
蔭山

8/7・31
8/10､9/1

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(j R以北)、
大久保町(近鉄以西)

8/11､9/2

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

蛇塚､石塚(心華寺通り以西)、
東裏(J R以西と府道以南)、寺山(jR以西)、 8/12､9/3
西裏、茶屋裏、丸山、一里山(府道以南)、
8/17､9/4
桐生谷(J R&.西)、
大久保町(近鉄以東｢久保(JR以東)除く｣)
8/18､9/7

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

8/19

弐番(府道以北)､池森､樋ノ尻､里尻(jR以北)、
8/20
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(J R以東)
8/21

春日森､−ノ坪､島前､大町､石橋(大Jll原線以西)、
中川原(大川原m以西)、大川原、東目川、
西目川、若林

8/20

東裏(JR以東の府道以北)､一里山(府道以北)、 8/22
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)

8/21
8/22

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)

8/24

8/3・25

8/24

南落合(Ｏの通り〜13の通り)

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)． 8/3・25
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

そのため︑

六地蔵(JR以西・以南の全域)、
陣ノ内(JR以西)､正中(jR以西)､木幡河原、
北島､東中(J R以西)、西中、大瀬戸(J R以
西)、内畑、熊小路、中村(jR以西)、
木幡西浦、南端(J R以西)、壇ノ東

ﾝ,

宇治･神明･開･広野,大久保･白川

8/5・27
福角(J R以西)､日皆田､岡本､上村､大八木島、8/6・28
一里塚､戸ノ内、平町(京滋バイパス以北)、
8/7・31
荒棋、田中、大垣内

8/17､9/4

8/24

燃聡、szg‑｡，

お
願

南浦(28〜33、on QR、100〜110)、大京団地、い
蓮池

し尿処理場の定期点検整備のため︑８月13日俐から16日剛までし尿収集は行いません︒
８月17日側以降の最初の収集間隔は︑通常より２日程延びますので︑ご了承下さい︒

8/4・26

寺界道、古川、西田、北ノ庄、大林、
芝ノ東（J R以西）

小倉・伊勢田・槇島・羽拍子・安田

936

