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〒611‑8501宇治市宇治琵琶33

平成10年

●毎月１日■11日･21日発行

第1178号

20‑8779
FAX

22‑3141 (代表)
a

(1 998)

ろうということで︑だれが

二人程度が登録されていま

ンティア十二人︑利用者十

活動しているサロン︒ボラ

ているらしいで﹄と地域の

うし︒﹃何か楽しいことやっ

てもらうと負担になるだろ

てもらえません︒無理に来

と声を掛けてもなかなか来

楽しみで︑二週間が待ち遠

なります︒ここに来るのが

で︑料理などいつも勉強に

ずやってみてと言われるの

のでなく︑何でも取りあえ

ろうから座っていてと言う

が見えないし︑できないだ

文化センター／各地区公民館(宇治・木幡・小倉・広野)／市役

サービスコーナー(横島・開)／図書館(東宇治・西宇治)／福祉
会館／産業会館

●はがきでのお申し込みの場合、往復はがきに、住所・氏名・

︻Ｓ席︼5000円
︵囚開聞︶全席指定 ︻Ａ席︼4000円
︻Ｂ席︼3000円
︵当日券５００円増︶

岡国文化センター大ホール

︵開場午後６時︶

開演午後６時半

何回10月29日米

指揮者・曽我大介 共演・関西フィルハーモニー管弦楽団

圧倒的イマジネーションの世界

久石譲︑フルオーケストラで創造する

﹁もののけ姫﹂﹁ナウシカ﹂ほか多数改訂初演

〈入場整理券は下記のところか｢はがき｣でお求めください〉

Ｈｏｔ！ふれあいサロン

障害者でボランティアだと

す︒活動は月二回で︑午後

中で広まったら︑少しずつ

しい﹂とのことでした︒

ロンづくりの講習会を受け

人︑始めてみたい人ぜひサ

柳田邦男さん（ノン

のこと︒のんびりほのぼの
とした雰囲気が印象的でし

十月に発足しました︒体力

いうのはあまり関係ないん

一時から四時まで健康作り

来てくれる人も増えてくる

サロンの運営には特にこ

てみませんか︒

･宇治

年齢・電話番号・希望枚数を記入して、〒611−0023

た︒

ＫＩＲＡＫＵ
き ら く

ＫＩＲＡＫＵは五ケ庄に

や視覚︑身体に障害のある

がなくなったりすると閉じ

です﹂と本間さん︒視覚に

のビデオをみたり︑昔のこ

のではと思っています﹂と

うだと決まった形はありま

整理券必要

入場無料

住む本間さんの自宅で月に

現在︑市内三十七か所でボ

ボランティアが三人と聴覚

二回開いているサロンです︒

ン﹂はそういった人が自分

人たちで活動されています︒
﹁障害を持つ人たちの交

ランティアが主体となって
運営されています︒

があったんです︒同じ障害

流の場を作ろうという思い

な活動をされているのか訪

を持つ人同士というのは交

このサロンでは実際どん

協議会が平成八年から設置

問しました︒

の手助けが必要になった時

こもりがちになるのは良く

障害のある山本さんは﹁目

はみんながやれることをや

り交流かおりません︒うち

障害を持つ人同士ではあま

流があるんですが︑違った

を呼び掛けているものです︒

交流の場所として社会福祉

ち寄れ︑仲間作りができる

の住む地域の中で気軽に立

新しいボランティア

﹁ＨＯｔ ・ふれあいサロン﹂つて知っ
ていますか︒これは家庭に閉じこもり︑
孤独になりがちな高齢者や障害者などが
気軽にやって来られるふれあいの場を作

についてご紹介します︒

ろうという活動です︒このサロンづくり

サロンを訪問しました

に相談出来る人や頼みごと

年寄りに﹃来てください﹄

分かります︒そういったお

圃社会福祉協議会︵昔22・5650︶

高齢化・核家族化の進展

ができるような仲間がいな

やすらぎ

など社会情勢の変化に伴い︑

いことが多いようです︒

とを話したり︑軽い体操を

やすらぎは棋島集会所で

家庭に閉じこもりがちな高

﹁ＨＯｔ ・ふれあいサロ

齢者や障害者が増えてきて
います︒そうした人は何か

したり︑輪投げなどをした

は﹁社会福祉協議会の呼び

せん︒共通しているのは

ボランティアの古島さん

掛けに応じ横島にもぜひ作

﹁個人の負担にならない範

所(文化自治振興課・女性政策室・社会教育課)／各コミュニティ
センター(東宇治・西小倉・南宇治)／生涯学習センター／行政

つていますＩ限りある資源を大切に◆

花と緑と水の掴〜宇治市植物公園

市折居台１丁目1番地・宇治市文化センター講演係まで、9
月21日剛〈必着〉でお申し込みください。

午後５時半から15分間

ろ

さわやか宇治

りしています︒

ろうということで︑去年の

日㈲︑いずれも午後１時半

▽とき・：９月４日㈲・11

サロンづくり
講習会

ソ斜︺
サロンづくり
囲で﹂ということ︒一人だ
けではなくボランティア同

って助け合って運営されて

士︑また利用者も一緒にな

員⁝先着40人▽申し込み⁝

ター▽費用⁝２００円▽定
ではありません︒活動の時

でに︒

社会福祉協議会に21日團ま

〜▽ところ・：生涯学習セン

間も自由で︑月に一回から

います︒活動の中身もおしゃ

四回ぐらい開催しています︒

べりが中心で気取ったもの

することも︵﹁やすらぎ﹂で︶

ド軽い運動として輪投げをしたり

◆この宇治市政だよりは︑古紙配合率100％の再生紙

サロンづくりに興味のある

937

手話通訳あり

テレビ広報

KBS京都UHF34ch

8月22日（土）

開演午後2時(開場午後l時半)
開演午後2時(153
ii午i≫l時半)
文化センター大ホール
丈化センター大ホール

とこ

１０月４日(日)

とき

安全運転の手助けを心掛けましょう。
圃交通対策課(a内線2259)

21世紀を

府

民芸術劇場 STORIES'98

講師

転をしていました。ハンドルを持ったら運転に集

『人間の世紀』に

死亡事故を起こした
約３割のドライバーは
わき見や漫然とした運

講演会

PIANO

フィクション作家）

中しましょう。同乗者も安全確認をするなどして

を
使

時間はすぐにたってしまいます(｢KIRAKU｣で)
▲サロンでの一番の楽しみはおしゃべり。

､応発行宇治市
覧芦
編集広報課

８
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平成11年度 新規採用

市職
︶ 員を募集
受け付けは8/13︵木︶〜21︵金

得したか平成１１一年３月まで

大学で土木の専門課程を修

れ︑高校︑高等専門学校︑

産者など︶に該当する人は

格条項︵禁治産者や準禁治

法第十六条の規定による欠

問いませんが︑地方公務員

各職種の申込先にあります︒

施要項と履歴書︑申込書は

︵昔内線2063︶ へ︒実

それ以外の職種は職員課

防総務課︵昔内線2653︶︑

入し︑消防職は消防本部消

に修得見込みの人＝若干名

受験できません︒

21日吻
▼採用予定日・：平成一⁚一年４

なお︑各職種とも国籍は

動力のあふれる人を求めま

○消防職 昭和47年４月２

月１日㈲

２日〜56年４月１日に生ま

す︒

日〜56年４月１日までに生

▼とき⁝９月20日㈲

活発で明るく︑意欲と行

○一般事務職 昭和47年４

まれ︑高校卒業程度の学力

▼申し込み・：市指定の履歴

︿職種・応募資格﹀

月２日〜56年４月１日まで

を有し︵学歴は不問︶︑通

︶までに

8/28︵金

所得状況届は

書と申込書に必要事項を記

これまで未婚の母の子が

月二十八日㈲までに提出し

支給停止の人を含む︶︑八

は所得状況届を︵どちらも

別児童手当を受けている人

▼受付期間・：８月13日俐〜

に生まれ︑高校卒業程度の

勤時間が１時間以内の男子

︿第一次試験・応募方法﹀

学力を有する人︵学歴は不

＝若干名

わって養育している人に支

現況届・

認知されている場合は受給

てください︒提出されない

給されるものです︒

できませんでしたが︑児童

んのでご注意ください︒

場合︑手当は支給されませ
現在︑児童扶養手当を受

女と男 自分を生きる あなたと生きる

けている人は現況届を︑特

扶養手当制度の一部が改正
され︑この場合も支給でき

また︑特別児童扶養手当

ることになりました︒

は︑重い障害や病気を持つ

あなたの歯は大丈夫ですか？

査です。気軽に受診してくださ
い。

[＞対象…市内在住の20歳以上

の人[＞とき…毎週金曜、午後１

早く食べてしまう︒冷やして保存する

②細菌を増やさない

手指も食品もきれいにする

①細菌をつけない

﹃食中毒予防三原則﹄

６１︶

トアウトしましょう︒回保健推進課︵公内線２２

予防三原則﹄を実行し︑家庭から食中毒をシャッ

好む細菌は︑夏に特に増えやすいので︑﹃食中毒

始めとする食中毒が発生しています︒蒸し暑さを

今年も全国的に﹁腸管出血性大腸菌0157﹂を

食中毒の予防を

歯科医師・衛生士による健康診

たちは︑なぜスリムに︑

女性たちの美しくなり

に︑作られた女性イメー

と︑知らず知らずのうち

時半〜３時半E＞ところ…保健医

療センター(市役所向かい)E＞
問い直してみませんか︒

想﹂とは何か︑今一度︑

か︑自分にとっての﹁理

が作る﹁女性像﹂とは何

ともあります︒メディア

ないと卑下してしまうこ

分を太っている︑美しく

ます︒理想に合わない自

をし︑ダイエ︒卜に励み

食品は十分に熱を加える

③細菌をやっつける

生み出され︑巨大な市場

母︑または父母に代わる養

美しくなりたいと思うの

を形成しています︒女性

育者に支給されるものです︒

でし夕つ︒なぜ︑若くて

児童を家庭で育てている父

これらは︑認定請求をし

のモデルとかアイドルと

たいという願望を満たす

た情報にさらされている

と呼び掛けます︒そうし

﹁あなたも理想の女性に﹂

女性﹂イメ ・︲ジを流し︑

ルに象徴される﹁理想の

は︑毎日のようにアイド

レビのＣＭや女性週刊誌

いと思うのでし１つ︒テ

きれいでないと愛されな

スリムになりたい︒
女はやっぱり見た目が勝負？

トしようと思っても︑つ

なれる︒でも︑ダイエッ
べないように二か月ガマ

い食べてしまう︒

か︑細くてきれいだから︑

ジが自分の理想になり︑

て︒私もやせたい︒雑誌

ンしたらニキロやせたっ

友達のユキ︑晩ご飯食

ないと受給できません︒支
給要件に該当すると思われ
る人はどちらも障害者母子
福祉課︵四内線2307︶
へ認定請求を︒ただし︑支

なお︑児童扶養手当につ

給には所得制限があります︒

いては︑昭和六十年八月一
日以降に支給要件に該当す
るようになった人は︑要件
に該当してから五年を過ぎ

化粧品やフ″︒シＥン商

高齢者エイジレス
フェスティバル

は大会当日現地にて受付︒

高齢者文化祭

木工芸︑文芸など▼対象・：

60歳以上の市内に在住・在
勤の人か︑それらの人たち

容・：合唱︑舞踊︑詩喰フ︒

文化センター大ホール▼内

前10時〜午後４時▼場所・：

木幡︵032・8290︶︑

宇治︵雪21・2804︶︑

中央︵920・1411︶︑

ンター︵容22・0220︶

脚〜11日倒に︑生涯学習セ

で組織された団体▼申し込

Ｉクダンスなど▼対象⁝60

小倉︵容22・4687︶︑

み⁝所定の用紙で９月１日

歳以上の市民が主体となっ

広野︵041・7450︶の

﹁発表の部﹂

て組織された団体▼申し込

▼日時⁝10月31日出︑午

み⁝８月26日㈲までに健康

ター︵ｓ24・0187︶へ︒

各公民館か︑老人福祉セン

と出展作品を募集します︒

生きがい課︵萱内線234

太陽が丘▼種目⁝ゲートポ

前10時〜午後３時▼場所⁝

▼日時・：10月10日㈱︑午

高齢者スポーツ

いずれも参加は無料です︒

8︶へ︒応募多数の場合は

時▼場所・：中央公民館▼内

日㈲︑午前９時半〜午後４

▼日時・・・10月29日俐〜30

﹇展示の部﹈

抽選︒

ール︑グラウンドゴルフ▼

市民︒世代間交流を図るた

め一般市民の参加も可▼申

月18日㈲〜29日㈲に生涯又

容・：生け花︑盆栽︑手工芸︑

し込み⁝ゲートボールは９

ポーツ課︵容内線2621︶

書道︑絵画︑写具︑陶工芸︒

▼日程・内容・：左表のと

ター大ホール▼対象・：市内

〜⁚１１八時半▼場所⁝文化セン

総合福祉会館内︒S24・0

１１−0021宇婬琶45X

17日間︵必着︶までに宇治
市連合喜老会事務局︵〒６

おり︒いずれも午前９時半

在住の60歳以上の人とその

齢・電話番号を書き︑８月

対象⁝おおむね60歳以上の

です︒次のとおり︑参加者

めていただこうというもの

成果発表を通じ︑交流を深

ろの文化・スポーツ活動の

高齢者の皆さんに︑日ご

参加者・出展作品を募集

回

へ︒10月２日㈲に組み合わ

せ抽選︒グラウンドゴルフ

新しい知識や教養を身に

付け︑生き生きした生活を

講料⁝１００円▼申し込み

家族︑先着1300人▼受

会会長へ︒

187︶か近くの地区喜老

⁝はがきに住所・氏名・年

宮子さんほか

木下

寿男さん

宇冶nるい群mm会会長吉田

○土木技師 昭和45年４月

受給資格の
認定請求を
児童扶養手当は︑離婚等
で父と暮らせない児童の母︑

服も似合うし︑愛される︒

過ごしませんか︒

参院選を振り返って

成人歯科健康診査

それに近づけようと化粧

8月17日（月）までに申し込みを

問︶＝若干名

受けている人は現況届・所得状況届を

第8

老人大学開催

歯周病を早期発見

品は︑次から次に新しく

西村

ｌｌ

私もやせたら︑きれいに

大正琴演奏

8/29
出

東大寺大仏殿主任上司永慶さん

廊

ほとけの道をたずねて

8 /28

ると︑請求ができなくなり
ます︒詳しくは同課へ問い
合わせを︒

激動する世界と私たち

京都新聞社論説委員

藤本統紀子さん

エッセイスト

俐

身体などに重度の障害のあ
る父を持つ児童の母︑また

輝いて生きたい

8/27

白鳳会

巧二さん

元≪B闘ﾆｭｰ3ｰｸ支局長佐藤

伽

受けていない人は認定請求を

はそういった児童を母に代

8/26

彰郎さん

8/25
脚

相次ぐ少年犯罪を考える

師

講

・

容

内

日

月

児童扶養手当
特別児童扶養手当

（２）

８月ｎ日発行
1998年 (平成10年)
り

よ
だ
第1178号

受診料…無料[＞申し込み…健康

生きがい課(a内線2333)。

938

（３）

宇治市政だ

よ

り

1998年（平成10年）８月11日発行

第1178号

小学生900円、幼児40)円

■宇治の文化史探訪

匝]８月
忘れていませんか

15日出までに連合母子会役員

〈宇治の村・町めぐり〉東宇治

回
国民年金の保険料の納付

社会福祉協議会(S22‑5650)。

町・宇治町・椛島村・小倉村・大

情報

年金制度は皆さんの保険料で

・車椅子介助講習会

久保村など集落ごとに先人の足跡

支えられています．納め忘れが

をたどります。[〉とき…９月１日

車椅子をどのように使うのか、
ないか確認し、あればすぐに納

〒61↑‑8501

(≫l鮪のため雌不要)･

〜25日の火・金曜、午前10時〜正

実際に使っている人に聞いてみま

午。７回E〉ところ…宇治公民館E＞

せんか。E〉とき…８月30日(日)、午

囲は問い合わせ・回は申し込み。

講師…地方史研究家・若原英式さ

後１時半〜４時[＞ところ…総合福

申し込み方法の書いていない･もの､は

ん[〉定員‥･先着50人[〉参加費…無

祉会館[＞費用…無料[＞定員…先着

直接会場へお越しください。＼

料

20人

めましょう．また納付には便利

な口座振替をご利用ください．

BOX

巨国民年金課(a内線2312)．

し

目同館021‑2804)。

■身体障害者デイサービス

■やさしい写真教室

生涯学習

[〉とき・内容…下表のとおり【＞
■市民講座｢日本語の語源

■植物公園の展示

ところ…広野公民館μ指導…嵯峨

■城南勤労者福祉会館
〈ストレッチ体操教室〉C〉とき

〈軽スポーツ教室〉[＞とき…９

〈夏休み植物実験展〉サツマイ

月３日困、午後１時半〜3時半[＞

…９月20日(日)、午後１時半〜3時

をさぐる｣

美術短期大学講師・山本偉紀夫さ

モにアサガオを接いだサツマアサ

E〉対象…身体に障害のある人[〉内

[〉受講料…500円

[〉とき・内容…下表のとおり。

ん【＞定員…先着50人[＞費用…無料

ガオなど、小・中学生の夏休みの

容‥･ニュースポーツ(ソフトペタ

から同ft

宿題のヒントになる展示です。E＞

ンク、囲碁ボール)[＞定員…15人

■城南地域職業訓練センター

期間…８月20日困〜25日両目同

[〉参加費…無料

H

でに社会福祉協議会(公22‑5650、

時間はいずれも午前10時〜11時半

回同館(登41‑7450)。

[＞ところ…中央公民館[〉定員…先

9/2陶鴇7

着50人＞B用…無料回同館(a

/w祐游

20‑1411)。

9/2
哨
9/9
Ⅲ

9/17*1
禄7

日本語はどこからきたのか

9片

写真を楽しむ

作品についての話し佃

哨

日本語m.研究家伊藤紀さん ■高齢者特別講座

■高齢者活動講座「やって

とき・内容…下表のとおり。時間

時は延期することがあります［＞と

本民家集落博物館[＞対象…市内在

半〜C〉ところ…黄槃体育館[＞対象…

とき…９月19日〜10月14日の水曜

住の聴覚障害者とその関係者[〉参

15歳以上の人(中学生を除＜)[＞

午後６時半〜９時、土曜午前９時

加費…300円(昼食代は各自負担)

定員‥･先着30人C〉受講料…1000円

半〜正午。６回[〉受講料…9000円。

■宇治塔の島全国有名盆踊

知っておきたい相続に関する事柄
弁護士杉本孝子さん

宇治明星園眺l長松島慈児さん

いずれも午前10時〜正午μところ…

市内在住の60歳以上の人C＞定員…

木幡公民館[〉定員…先着50人[〉参

先着100人[＞材料費…100〔〕円［＞そ 加費…無料E〉保育あり…2
の他…個別の区画割はありません。

官公庁・その他

10回Ｄ受講

■郵政省伏見暮らしの相談
■在宅要介護者歯科保健事業

センター

歯科医師等が訪問し義歯の使用

目観光協

移動相談室を開設します。[＞と

法の指導などをします。[＞対象…

き・ところ…下表のとおり

市内在住で歯科医院への通院が困

約を同センター(3075‑645‑9011)。

難な在宅で介護を受けている人[〉

犬

内容…歯科健康診査、ロの中の清

くの間使用できなくなります。ご

導課(321‑2191)。

‑

南宇治
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

9/4吻

8/21(全
9/18團

目文化自治振興

ユｊｊ︲３
; . ｔ‑ ‑
ｉｋＳ

福祉

お母さんといっし

■親と子のつどい
[〉とき…９月６日(日)、午前８時

ょ

族館ほか[＞対象…市内在住の高校

吉村

生までの子供を持つ母子・父子家

･

〜午後６時E＞行き先…須磨海浜水

貯蓄相談法律才日談
9／8火

圃宇治保健所保健指

課(a内線2202)。

回予

宇治郵便局

掃、義歯の使い方指導、虫歯の応
急処置など

了承ください。

11月30日の月

料…１万6000円。

め、平成10年12月１日からしばら

奈々ちゃん(1歳)
晶恵さん

ｌ

庭の人[〉定員…先着12O人[＞費用…

(小倉町蓮池)

大人2000円、申・高校生1200円、

私たちが毎日利用する道︒

危険はないでし１つか︒

信号機や標識︑また植樹

や電柱︑段差や舗装の状況

歩いて、走って、楽しい宇治の道「交通安全総点検」参加者募集

全運動の期間中に︑利用者

コース・：70人︶

っくりコース：30人︑健脚

◆定員・：先着１００人︵じ

学校区で︑①じっくりコー

の視点から道路環境を考え︑

◆申し込み方法⁝８月31日

ス＝点検距離５００ｍ程度

だれもが安心して利用でき

㈲までに住所・氏名・連絡

脚コースＨ点検距離100

るよう﹁交通安全総点検﹂

先・希望コース名を記入の

︵歩行距離１㎞程度︶︒②健

を行います︒この点検に市

うえ︑郵送またはファクス

0m程度︵歩行距離２㎞程

民のみなさんの参加を募集

で〒６１１−８５０１︑宇

度︶︒各コースとも︑約１

します︒

治市建設部道路課︵ファク

時間ほどの点検

◆とき・：９月30日出午後１

ス21・0410︶へ

市では︑秋の全国交通安

時〜３時半︵雨天決行︶

◆問い合わせ・：道路課︵昔

内線2370︶︒

ることによってかかる特

定の病気︵初老期の痴呆

って要介護状態になった

・脳血管疾患など︶によ

ことができます︵六十五

◆集合場所⁝生涯学習セン

◆点検コース・：菟道第二小

介護保険は平成12年４月から始まります

介護保険Ｑ＆Ａ

きに︑申請に基づいて市

このコーナーに質問・

意見をお寄せください︒

高齢者等の実態訪問調査員募集

募多数の場合は書類選考

場合に保険給付を受ける

歳以上の人は交通事故な

る状態

回高齢福祉医療課︵登内線2345︶

どによって要介護状態に

加入するのはだれ？
で行う要介護認定を経て︑

なった場合でも保険給付

調査に先立ち指定する日

保険給付︵サービスなど

に研修を受けていただき

の現物給付︶を受けるこ

市では二十一世紀の高

ます

介護保険に加入するの

齢社会に対応したまちづ

▽報酬・：１件当たり15

は四十歳以上六十五歳未

くりの方針を定める老人

00円︵交通費含む︶

が受けられます︶︒

保健福祉計画と介護保険

▽応募資格・・・看護婦もし

とができます︒

事業計画の策定をするた

くは保健婦の免許を持つ

満の医療保険加入者と︑

め︑高齢者等の実態調査

か取得見込みの人

なお︑四十歳から六十

を実施します︒その調査

▽募集人員⁝若干名︒応

五歳未満の人は︑歳を取

員を募集します︒

▽申し込み⁝８月28日吻

六十五歳以上のすべての

▽調査期間・：９月中旬〜

までに市販の履歴書を高

人です︒これらの人から

12月上旬
▽業務内容⁝訪問聞き取

齢福祉医療課に郵送か持

どんなときに給付

り調査︵１件１時間程度︶

参で︒

態であって社会的支援を必要とす

(要支援状態)

[＞とき…８月18日脚、午後６時

笠取山の家は施設改修工事のた

5歳、

保険料が徴収されます︒

六十五歳以上の人が左

期間内に70〜１００件程

介護は必要としないが､虚弱な状

おそれがある状態

が受けられるの？

のような状態になったと

度の調査をしていただき︑

する状態(5段階）

要介護状態となる

曜午前９時半〜正午。

■笠取山の家を改修

9/4 三つ子の魂百まで
京都女子大学教授岡田純也さん
20）。
吻
9／7 子供の情操を育てる
種まき(ほうれんそう、大根)
(月) 佛教大学助教授高橋司さん
9/10W 定植(ブロッコリー、ねぎ)
9/9 家庭の顔・学校の顔(不登校等)
橘女子大学講師北尾敬子さん
團
10/2a) 間引き
9/11 生きる力を育てる．
10/9吻 土よせ、追肥
鵬市立深帥学校元賎義本正男さん
圏
mmでできるやさしい霖の飼方｣
9/17 少年少女の非行と犯罪の現状
ばつか大根､三つ葉､ねぎ
京都府宇治曹察署少年課職員
11/2月)
Ⅲ
植物公園相談員柴田 明さん
9/22 大人を見る目、社会を見る目
宇治児童相談所職員
㈹
11月中旬 収穫(ねぎ、ほうれんそう)
9/26 少年・少女の性について
鰭市立洛央小mm市木美知子さん
12月初旬 m(ブロッコリー､大g､きゃべつ)
出

動作について､常時介護を必要と

2.5nが必要。

お知らせ

圃生涯学習センター（昔22‑02

要介護状態

り大会

頭など全国13の盆踊り

先着10人圃同館(S32‑8290)。

入浴､排泄､食事などの日常生活

[＞とき…９月14日

会(昔23‑3334)。

農家組織「ホープフルJI〉対象…

〈ワープロ日商4級検定講座〉

ft 033‑4001)へ。顔写真(3×

中の島[＞内容…阿波踊り、河内音

t＞とき・内容…下表のとおり。

〈ワープロ初級一太郎W95〉[＞

20分〜９時[〉場所…府立宇治公園

高話者の福祉

用できません）E＞協力…市内女性

時。６回[〉受講料…9000円。

(印鑑必要)1118月16日(日)から同

困社会教育課(FAX22‑3040)。

■家庭教育学級

民館に集合し徒歩約15分。車は利

■トレーニング機器実技講習会
[＞とき…８月22日出、午後１時

2/18
Ⅲ

ころ…椛島町の農地（毎回小倉公

10

月５日の月・木曜午後６時半g

祉会館C〉行き先…放送文化館、日

11/19 子孫に残したい地球環境
立命館大学教授高倉秀行さん
困

はいずれも午前10時〜正午。雨天

くワープロ初級ワードW95Aと
Ｂコース〉C＞とき…９月17日

スポーツ

〜午後5時[〉集合・解散…総合福

9/17
哨

た野菜作りを体験学習します。[＞

FAX22‑5654)。

〜日本の暮らしいまむかし〜

[〉とき・内容…下表のとおり。

センター(a22‑0220)。

有機肥料を使い、農薬を減らし

[1]8月12日困から同センター
(346‑0688)。

[＞とき…９月６日(日)、午前９時

40人[〉参加費…無料[i]生涯学習

みよう！野菜づくり」

圃8月31日(月)ま

[18月12日困

(a46‑0780)。

いずれも午前10時〜正午C〉ところ…

京ことばの語源
関西外口大学醍堀井令以知さん

(容45‑0099)。

正午 実践(太陽か丘で)■聴覚障害者の社会見学

9/16 古典から見た日本語
東宇治コミュニティセンター[＞対
g^ss大学名s教a吉田金彦さん
咆
象…m歳以上の市民[〉定員…先着

939

困8月27日俐までに社会福

祉協議会(2S22‑5650)。

催し

i i i i i i i i n i i i i1i1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
iiriiiiiirii
111111111111

毎月

戦争の恐ろしさを学んだよ

交差点
病院に行っても薬が無く︑

やけどで腕の皮が垂れて

いるもので︑今年で九回目︒

議会が毎年募集し派遣して

する宇治市平和都市推進協

これは︑宇治市などで組織

和の尊さを学習しました︒

訪れ︑戦争の恐ろしさ︑平

生合わせて四十人が広島を

吻︑小学六年生と中学一年

七月三十日俐・三十一日

剛教君は﹁学校で習ったり

参加した棋島中学校の光田

さを肌で感じたようです︒

たりにして︑戦争の恐ろし

当時の悲惨な状況を目の当

の写真や被災者の遺品など

和記念資料館では︑被爆時

入っていました︒また︑平

剣なまなざしでじっと聴き

り始めると︑子供たちは真

爆体験者が当時の状況を語

もらい垂らしたことなど被

ト広島の町並みを見入る︵平和記念資料館で︶

薬がわりにごま油を農家で

７月26日（日）宇治橋通りで恒例の夏ま

開催されました。ちびっこゆかた姿コ

登場。かわいいゆかた姿に会場も盛り

上がりました。

ンテストには、165人のちびっこたちが

▲平和記念公園で被爆体験者の話を聴く

観光センター︵023・３３

市民情報

実践。料理は「若葉の会」の人と

ンバーは60歳代を中心に男性10人。

買い物から一緒に準備。栄養価の

市食生活改善推進員協議会「若葉

いろいろとチャレンジしています。

の会」と市健康生きがい課の指導

高いものや旬のものなどを扱って、

「食べるだけの人が作る人になり

を受けながら、月１回最終の水曜

い。ここで作った一品を必ず家庭

理する手つきは少しぎごちなくて

で再挑戦するようにしています」

も出来栄えはプロ並。みんな思い

と大病して初めて健康を考え、参

思いのエプロンをつけ、和気あい
あいと楽しい雰囲気。

加したという田中さん。みなさん

ス20・9903︶︒
◆市民歩こう会 ８月16日

マリ共和国﹁マリ式お茶の

◆多文化国際ネットパーク

会では︑招待者について各

たて方とバンバラ語﹂ ９

りJCSItＤ(M︶°

㈲︑午前８時半︑ＪＲ宇治

◆小倉公民館洋画サークル

西村さん︵昔22・6884︶︒

駅集合︵雨天時は23日㈲︶︒

花の土俵入

彩美会・水晶会合同展 ・８

◆宇治市民絵画教室開講

施設などと最終の調整中︒

りや三横綱

月28日㈲〜30日間︑中央公

﹁普段︑実際に相撲を見る

の豪華な揃

民館︒中間さん︵020・0

月１日脚︑午後１時半〜３

い踏みなど

271︶︒

仁和寺方面︒約８キロ︵一

大いに楽し

◆志津川夏まつり ８月30

芸繊維大学院生ムサーデン

んで欲しい﹂

日㈲︑午後５時半ｙ８時半︑

芸教室 ８月30日㈲︑午後

習センター︶の土曜︑午後

月19日・10月３日︵生涯学

月５日︵中央公民館︶︑９

を興味深く解説します︒９

用いて絵画に関するテーマ

やビデオ︑デジタル映像を

各回異なる講師がスライド

ベレさん︒茶菓付き５百円︒

と話してい

場チケット

３時半〜５時半︑志津川福

１時〜３時︒申し込みは８

月20日田までにはがきに住

会長の高田さんは「百菜食べて

てみませんか。会費は月1500円、

百歳まで生きる」との意味で会の

入会金は1000円。【問い合わせ】

命名をしたとか。

副会長の小谷さん（S31−5949）

１日30品目を目

募集

23゜Ｑ¨゛ｇ︶７﹇０﹈ｏ

◆民謡サークル 民謡で心

に潤いを︒毎月第２・４金

曜︑午後７時〜９時半︒宇

治公民館︒会費月手５百円︒

西間庭さん︵容23・893

6︶︒

毎月日曜午後２時〜３咳

◆音楽サークル︵ピアノ︶

３時〜４時半︒幼児から大

人まで︒親子クラスもあり

ます︒東宇治コミュニティ

センター︒会費月３千円︒

◆こども絵画サークル﹁パ

三角さん︵雪33・1151︶︒

レット﹂ 毎週水曜午後２

時〜８時の都合のいい時間︒

３歳〜高校生︒内容は水彩

画・コンテ画・工作・油絵︒

ー︒会費月３千円で教材費

東宇治コミュニティセンタ

32･ ａｉｃｏｃｏＴ‑Ｈ︶°

は別に必要︒有川さん︵0

◆コーラスぽこアぽこ 毎

戸集合︵小雨決行︶︒薬王

20゜1404︶ｏ

２千５百円︒高井さん︵公

半︒北槙島小学校︒会費月

週木曜︑午後７時半〜９時

坂・江文峠方面︑10キロ︒

◆硬式テニスサークル 初

心者募集︒毎週土曜︑午前

11時〜午後１時︑黄聚テニ
スコート︒会費月千円︒本

間さん︵032・3922︶︒

期交換留学生募集 派遣国

◆宇治ライオンズクラブ夏

はアメリカ・カナダーオー

ストラリアーニュージラン

ドーヨーロッパ・東南アジ

らで５〜６週間ホームステ

ア諸国︒期間は11年７月か

イします︒出国時︑満16歳

必要︒５百円︒山岡さん

２８︶︒

話ができる程度の語学力の

〜21歳までの学生で日常会

９時〜午後５時︒山城町民

ンズクラブが負担︒９月21

ある人︒費用は宇治ライオ

◆京阪奈地域スイムフェス

了︲ル︒18歳以上で週１回

クラブ事務局︵公31・87

日囲までに宇治ライオンズ

90︶ へ︒

人が対象︒市内スイミング

市水泳協会・清水さん︵酋

スクールで受け付け︒千円︒

以上水泳の練習をしている

ティバル ９月27日間午前

︵Ｓ０７５一４６１一ｌｎＯ

〜３時︒市民会館︒上靴が

習会 ９月７日側午後１時

◆フォークダンス初心者講

︵022・4565︶︒

ドレー﹂など︒小坂さん

ル︒無料︒曲目は﹁秋のメ

２時〜︑文化センター小ホー

ンサート ９月６日㈲午後

◆コールせせらぎ10周年コ

辻本さん︵昔22・0779︶︒

㈲︑午前８時半︑京阪三室

◆菟道歩こう会 ９月６日

興課へ︒教材費千円︒河本

指しバランス良く食べ、食事の管

さん︵昔33・2903︶︒

を書いて市役所文化自治振

所・氏名・年齢・電話番号

ました。みんなで作ることが楽し

幡公民館で活動をしています。料
ます︒

は︑実行委

いずれも志津川福祉の園

祉の園︒先着30人︒無料︒

志津川福祉の園︒◆夏の陶

員会事務局

なお︑入

︵公20・３

も料理作りの楽しみを一緒に味わっ

日の午前lO時から午後２時まで木

︵020・９９０２︑ファク

短信

ます︒

３４︶などで販売されてい

理が健康につながると男性ヘルシ

ことの機会が少ないこれら

し

ークッキング教室で学んだことを
百菜倶楽部は、今年２月に開催

された「男性ヘルシークッキング
教室」を受けた人たちで結成。メ

時半︑広野公民館︒京都工

催

百菜倶楽部
般向き︶︒牧原さん︵公23・

しており︑現在︑実行委員

百人を無料招待することに

入所者︑幼稚園児など約七

のお年寄りや障害者施設の

リティーとして老人ホーム

所実行萎員会では︑福祉チャ

協会と共催の大相撲宇治場

当日︑主催の肺日本相撲

体育館で開催されます︒

４１２︶や宇治商工会議所

ージ

︵酋23・3101︶︑宇治市

男性ヘルシークッキング
所﹂が十月十四日㈲府立山

作るペ
さあ来る
の人たちにも︑新横綱若乃

卜東関親方が市長を表敬訪問︵６月24日︶

援している﹁大相撲宇治場

サークル

城総合運動公園︵太陽が丘︶

さんと
10月14日（水）太陽が丘

スナップショット
おもろいねんＤＥ夏まつり

と感想を話してくれました︒
昭和二十年八月六日午前
八時十五分︒その日︑一瞬
にして多くの人の命が失わ
れました︒被爆の地広島で
見た︑今なお残る原爆のっ
め跡︒この経験を通して子
供たちは︑核兵器や戦争の

尊さや平和の大切さをしっ

恐ろしさを知り︑人の命の

かりと胸に刻み込んだこと
でしょう︒

つり「おもろいねんＤＥ夏まっり」が

大相撲宇治場所が開催

国技である相撲︒市も後

号みな

うことがよく分かりました﹂

だけひどいものなのかとい

者の話を聞いて原爆がどれ

したけど︑実際に被爆体験

小・中学生40人が広島を訪問

11日
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