この笑顔応援します

を生み育てられる環境を作

市では︑安心して子ども

仲間作りの場や学習の機会

では︑育児についての相談︑

地域子育て支援センター

⁝午前９時半〜午後４時

○相談日・：月曜日 Ｏ時間

◇来所相談◇

24・6511

安全で広い園庭を月一回

程度開放します︒

砂場︑すべり台︑ブラン

コなどで友達と一緒に思い

詳しくは後日市政だより

切り遊びましょう︒

などでお知らせします︒

ではお母さんの仲間づくり

のお手伝いをします︒

竃ｊぷＩねＩＵ．習︒χｉ︒．ＩＩ．ｙ

○対象・定員⁝Ｏ歳〜３

歳児の子どもと保護者︑Ａ

・Ｂグループ各先着

で︒Ａグループ＝第２・４

○期間・：

〜一１１一時半 ○申し込み⁝地

４木曜︑いずれも午前

火曜︑ＢグループＨ第２・

子育てにっいて話し合った

︒︒︒﹃１

﹄ ﹈

5組

をしようと親子教室﹁たん

1

ぽぽ村﹂を開設します︒親

意見を交換したりしながら︑

も本と違うと不安になって

お母さん同志のつながりを

しまうお母さんが多いみた

ずに悩んだり︑家に閉じこ

持てるようにと思っていま

遊んだり︑子育てについて

もりがちになってストレス

す︒いずれはここで知久弓

子でいろいろなことをして

をためてしまったり︑そん

た仲間で子育ての悩みや不

子育ての相談だけではな

ほしいですね︒

主サークルとして活動して

安を相談し合えるような自

なお母さんたちが楽しく子

く︑仲間づくりのお手伝い

◆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◆

がちになって︑ちょっとで

していきたいです︒

育てできるように手助けを

いですね︒ゆったりとした

2

4･ CDIOtＨt‑i︶ へｏ

域子育て支援センター︵S

0月〜Ｈ年１月ま
1

言昌Ｕ胆︷︲節︲ドド゛︒ ﹃Ｊ″／ 一♂Ｊ♂Ｉｔ

大白三⁝⁝一

ｙ．⁚︒ ｚ％ｒ四ｒ四ｒ四﹃ｊ．︒くｒ■
︒︿｀一貝募集

三言だんぼぽ村
タンポポ村会員募集中

至大久保

気持ちで接することができ

りましょう︒﹁たんぽぽ村﹂

り︑学んだりして友達を作

子育ての仲間を
見つけたい人へ

親子教室﹁たんぽぽ村﹂

親子で一緒に遊んだり︑

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ場

10月からスタート

核家族化・少子化の進行で、子育ての

の中に閉じこもりがちな人が多くなって

きています。宇治市ではそのようなお母

さんたちの育児不安か解消され、楽しく

生き生きと子育てができるように地域子

育て支援センターを10月から開設します。

宇治市地域子育て支援センター
るため︑小倉双葉園保育所

[万口

子どもの遊び仲間を
見つけたい人へ

らせします︒

後日市政だよりなどでお知

予定しています︒詳しくは

についての講座や講演会を

子どもの生活や遊びなど

子育て講座

を提供するなどして︑育児
支援を図っていきます︒

二階︵小倉町西畑13︶に︑
宇治市地域子育て支援セン
ターを十月から開設します︒

◇電話相談◇

心してご相談ください︒

子育ての心配や
悩みを持っている人へ
子育て相談

時間⁝午前９時半〜午後４

○相談日・：月〜金曜日 ○

ること︑子どもの発育・発

時 ○電話・ファクス・・・容

食事や排せっなどに関す

達に関することなど︑心配
や悩みの相談に応じます︒
個人の秘密は守ります︒安

置して︑明るく温かな雰囲気に

ト手作りのソファーや壁掛けを配

交番

いないので︑育児書に頼り

宇治市地域子育て支援セン
ター長中村悦子さん

宇治市小倉町西畑13
(小倉双葉園保育所2階)

1

0時

⑤

旧24号線

至京都

最近は子育ての不安や悩

してください
みを相談できる人が身近に

943

気軽に利用

１
９
不安や悩みをだれにも相談できずに、家

●毎月１日･11日･21日発行

第1180号

20‑8779
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22‑3141(代表)
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命
市政情報いっでも24時間

﹁宇治市地域防災計画

・八メガヘルツ︶が開局

ＦＭうじ︵周波数八八
風水害中心の従来の﹁宇治

治市地域防災計画・震災対

ＦＭ放送の必要が認識さ

大震災後︑コミュニティ

ＦＭうじは阪神・淡路

三周年を迎えました︒

策編﹂を策定することにし︑

れる中で地域に根差した

受ける事態を想定︒こうし

層が破壊し︑市域のすべて

長期的な内容も含めた﹁震

た震災に対しての予防計画

長＝久保田勇宇治市長︶の

員長＝京都大学防災研究所・

災対策編﹂の策定に向けて

・応急対策計画・復旧再建

が震度六強から七の揺れを

佐藤忠信教授︶を設置しま

検討を進めてきました︒

中に︑地震対策委員会︵委

で作る宇治市防災会議︵会

七年六月に︑市や関係機関

震災対策を中心としだ﹁宇

市地域防災計画﹂とは別に︑

震災対策編﹂まとまる
市ではこのほど﹁宇治市地域防災計画・
震災対策編﹂を策定しました︒これは平
成七年一月の阪神・淡路大震災を機にこ
れまでの風水害対策中心の﹁宇治市地域
防災計画﹂を見直し︑地震対策として別
に策定したものです︒
圃企画管理部総務課︵萱内線2052︶

した︒

地震の恐ろしさと日頃の備
内で直ちに対応すべき内容

現行の体制・資材などの枠

委員会での検討の成果をま

策編は︑こうした地震対策

このほど策定した震災対

震に強いまちづくりに向け

ています︒予防計画では地

計画の三つの柱で構成され

阪神・淡路大震災を教訓に
平成七年一月十七日に発
えの大切さを再認識させら

同委員会では八年三月に︑

生した阪神・淡路大震災で

た中・長期的な課題や各家
庭・事業所などで取り組ん

とめたものです︒計画では
宇治市に最も被害をもたら

を明らかにした﹁宇治市地
域防災計画・緊急対策指針﹂

れました︒
市ではこの震災を教訓に︑

でいただく内容を︑応急対

回補助要項

ｼﾞｵ（FM付き）

初期消火用 袋･ヘルメット･防火衣･防*ｼｰﾄ･シャ

ベル･ロープ

手当の指導○火災時の被災

▽採用︵入団式︶・：平成

ます

消防署で行う各種行事への

までに所定の申込書で消防

者の保護・救護○消防団・

参加など︵採用後に消防団

本部消防総務課へ︒申込書

一日に開局しました︒
現在︑市では︑月曜から

員として必要な知識・技術

は消防本部︑各消防分署に

放送局として平成七年九月

金曜までの毎日午前九時か

を習得するための研修を行

課︵公内線2653︶︒

▽問い合わせ⁝消防総務

あります︒

▽申し込み・：９月30日㈲

らの﹁みっばちホットライ

います︶

10年12月予定

ン﹂と毎月一日︑十一日︑

を支給︒制服・制帽・手袋

などは貸与︒また勤続表彰︑

従事した場合は２千円以内

災害補償などの制度もあり

市消防団︑市消防本部で

成することになりました︒

はこのたび女性消防団を結

一定額を支給︒行事などに

▽待遇・：報酬として年間

な女性

・在勤する18歳以上の健康

▽応募資格⁝市内に在住

▽募集人数：20人

二十一日の市政だより発行
日の﹁声の市政だより﹂な
どで市政情報をお知らせし
ています︒また︑気象警報
などの緊急情報もお知らせ
しますので︑お役立てくだ
さい︒
番組についての問い合わ
せはＦＭうじ︵昔24・88

女性消防団員は火災予防の

ＰＲを中心としたボランティ

18︶へ︒

策計画では震災発生時の迅

９月９日は救急の日

がすぐに使えるように︑軽

ア的な活動をする非常勤の

いけがや病気の場合はでき

特別公務員です︒災害のな

今年の一月から六月まで

る限り一般交通機関を利用

速な対応に向けた各種指針

の救急出陽件数は二千四百

してください︒また︑一一

を︑復旧再建計画ではまち

四十一件で︑二千二百九十

九番で救急車を呼ぶときは︑

い安全な市民生活のため︑

▽主な活動内容⁝○火災

八人を医療機関に収容しま

落ち着いて患者のいる場所

の復興に向けた指針などを

に充実したものになるよう

予防・地震防災などの広報

した︒しかし︑この六割以

や目標物︑病人などの容態︑

ぜひあなたの力をお貸しく

に︑今後も常に検討を加え

啓発活動○高齢者や身体障

上が入院の必要のない軽傷

掲げています︒

ていく予定です︒計画書は

害者宅の訪問による防火相

者でした︒

あります︒本当に必要な人

救急車の台数には限りが

をはっきり言ってください︒

性別︑年齢︑電話番号など

市消防本部では︑本部の

の代表番号に掛けていただ

担当課がわからないときな

電話を設置しました︒なお︑

り︑その解消のために直通

ながらないなどの問題があ

には緊急ではない電話がっ

おり︑災害発生などのとき

９番︶と同じ場所で受けて

防火クラブなど若年層の指

直通電話を設置

市消防本部に

導育成○市民への救急応急

ださい︒

各図書館や市役所の行政資

談・防火指導○少年・幼年

市では︑この計画がさら

料コーナーで閲覧できます︒

治︶会活動の一環として防
災用資機材を購入する場合
も対象とします︒▽補助金
額・・・購入費用の２分の１︑
10万円を限度に補助︒ただ
し制度を利用できるのは１
回だけです︒▽問い合わせ
⁝企画管理部総務課︵昔内

ボンベ

すと考えられる黄聚井手断

などで簡単に消すことがで

▽対象となる組織・：次に挙

(代表)22‑0119

どはこれまでどおり︑代表

脂薙藍縫

き︑業務の内容により振り

21‑0431

各課︑消防分署に八月から

[巫癩紆唖]

番号にお掛けください︒

口予防課

線(Nioincｓi︶

防災服･腕章･防災訓
その他
ﾘﾔｶｰなど

を策定︒引き続いて︑中・

大地震などの災害が起こ

きますし︑建物の下敷きに

げる防災用資機材を購入す

なべ･かま・コンロ･給水用ﾀﾝｸ･ガス

あなたの地域でも防災対策を

った場合には︑交通網がま

なった人を救出する場合も

給食給水用

自治会による防災資機材購入に補助

ひする︑火災が同時に各地

消火器･消火器格納庫･消火用ﾊﾞｹﾂ･砂

団員募集

分けていました︒しかし︑

21‑0430

代表番号は緊急通報︵１１

口警防課

ています︒これまでは本部

直通電話番号

直通電話を設置し︑運用し

□東消防署31‑8759

る自主防災組織︒町内︵自

□伊勢田分署43‑4780

対応が早ければ命が助かる

□西消防署20‑3900

でに発生し対応できない︑

24‑5105

□棋島分署

市では﹁自分たちの地域

24‑4222

FAX

可能性が高くなるからです︒

22‑0940

匯臼T]□抑防署

断水のため消火用水が確保

24‑4222

FAX

は自分たちで守ろう﹂と地

電池式強力ライト･標旗･ﾒｶﾞﾎﾝ･警笛･

聴いていますか

できないなどの悪条件が重

20‑8778

FAX

なり︑災害対策活動が著し

31‑4991

FAX

43‑6321

FAX

20‑5969

FAX

主防災組織﹄の結成を呼び
掛けており︑活動に必要な

22‑0894

□指令課

域で災害に備える組織﹃自

防災資機材の購入に補助を

電池式ﾒｶﾞﾎﾝ･携帯用無線機･携帯用ﾗ

女性消防団
20‑8760

[画面]□筋総務課

く困難になります︒

を最小限にするためには︑

しています︒これには町内

24‑6656

FAX

そのため︑大地震の被害

期消火︑被災者句救出・救

て防災活動に取り組む場合

︵自治︶会活動の一環とし

も該当します︒

標識板

避難用

担架･救急ｾｯﾄ・テント･毛布･ｼｰﾄ

救護用

地域の住民が出火防止や初

護︑避難誘導にあたること
が重要になってきます︒初
期の小さな出火なら消火器

補助の対象となる防災資機材

｢みつばちホットライン｣
掛矢･くい･土のう・はしご･のこぎIJ・

ＦＭうじ

は六千三百人を超える人々
が犠牲になり︑都市直下型

卜備えあれば憂いなし︒あなたの住んでいる地域では防災
資機材を備えていますか？

情報連絡用

２）

1998年（平成10年）９月１日発行
り

よ
だ
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救出活動用

ﾊﾝﾏｰ･ｼﾞｬｯｷ･バール･ﾍﾟﾝﾁ

火事･救急･救助は119番に

944

ます︒

施設見学会

清掃週間イベント

本市を含む三市三町と城

展示し︑希望者に無料で譲

ります︒︵持ち帰りは各自で︶

﹇施設見学会﹈

10時〜午後３時■行き先⁝
沢清掃工場・沢ごみ中継場

■とき⁝９月27日間︑午前

まで︵抽選開始は正午から︶

バスを運行︶︒なお︑乗車

・折居清掃工場︵貸し切り

抽選受け付けは午前11時半

○フリーマーケット○子ど

時間・場所は申し込み時に

もコーナー○展示・実演＝

わせ⁝城南衛生管理組合広

連絡します︒■参加費・：無

報課︵Ｓ０７５一６３１一

リサイクル品展示など

■とき・ところ・：９月20日

治駅発︑ＪＲ宇治駅・宇治

5171︶Ｏ

料︵昼食付き︶■定員・：先

㈲︑午前10時〜午後２時︒

市役所経由の無料バス︶も

＊駐車場が狭いので会場へ

清掃週間︵９／24〜10／１︶

折居清掃工場︵太陽が丘南

運行します︒

﹇清掃週間イベント﹈

の実行委員会は︑﹁くらし

隣り︶■内容・：○リサイク

南衛生管理組合で構成する

をよくするために﹂をテー

ル市几まだ使えるごみ﹂を

着50人■申し込み・問い合

マに資源の有効利用などを

はバスをご利用ください︒

目的とした次の催しを行い

下水道相談

処理施設・工事現場見学と

全国下水道促進デーの催し

十日俐の﹁第三十八回全国下ぶ道促進デー﹂

□会場・時間

なお︑臨時バス︵京阪宇

Ｏアルプラザ宇治束店１階

車場完備︒記念品あり︒

施設・工事現場の見学と下

共済は比較的軽度の傷害に

今回受け付けの交通災害

通じて︵申込書を各家庭に

法で︒①町内会・自治会を

し込み﹀次のいずれかの方

円︵１世帯２ロまで︶ ︿申

課︵萱内線2258︶ へ︒

で︿問い合わせ﹀交通対策

③市役所交通対策課の窓口

︵郵便局は除く︶ の窓口で

込みを︶②市内の金融機関

全国下水道促進デーにち

水道に関する相談やＰＲを

セントラルコート・：午前10

対して見舞金を増額し︑会

配布︒10月中旬までに申し

時〜午後５時
家庭内の水洗化工事や地

員への還元を図ることにな

︻処理施設の見学︼

域の公共下水道の整備計画

りました︒︵十年十二月一日

﹇下水道相談﹈

行います︒

○東宇治浄化センター・：午

など下水道に関しての相談

□会場・時間

前10時〜と午後２時〜

開始︒根島町・小倉町・伊

けは︑当日︑アルプラザ宇

行います︒希望者の受け付

は︑市民が会費を出し合い︑

交通災害共済・火災共済

以降発生の交通事故が対象︶

を受けます︒また︑公認業
者による工事費の見積もり

○洛南浄化センター・：午前

に合わせ︑九月十三日剛に処理施設の公開

一年から使用を開始︒六地

も行います︒

なんで九月十三日㈲に処理

蔵・木幡地域の大部分と五

﹇工事現場の見学﹈

勢田町・広野町・大久保町

三日の勤労感謝の日に︑技

市では︑毎年十一月二十

︿対象となる人﹀

一日㈲まで受け付けます︒

の候補者の推薦を九月二十

田建築・土木・電気工事

能功労者を表彰しています︒

など閤各種の製品製造・加

これは︑長く一つの職業に

従事し︑優れた技能を磨い

理容・美容・調理・あんま

工・組み立て・修理など倒

ぜひこの機会にご加入く

技能功労者推薦受け付け

10時〜と午後１時半〜
直接会場へ︒いずれも駐

や下水道に関する相談・ＰＲを行います︒

回下水道管理課︵容内線2452︶

ぜひご来場ください︒

下水道はトイレや台所の

広がる公共下水道

汚れた水を下水管を通して
ケ庄の一部で下水道が普及

□会場・時間

しています︒洛南処理区は

○東宇治１号幹線工事現場

な水にして自然に返します︒
八幡市にある京都府木津川

〜午後４時

︵五ケ庄岡本︶⁝午前10時

下水処理場に集め︑きれい

町の側溝には雨水しか流れ

ーで汚水を処理する区域で︑

流域下水道洛南浄化センタ

市では︑宇治川を境に東

下水道工事現場の見学を

宇治処理区と洛南処理区の

てこられた人の功労をたた

ださい︒

助け合う制度です︒今年度

交通災害共済：ｉ人500

不幸にして交通事故や火災

ます︒午後３時までにお越

も九月一日脚から予約加入

治東店１階セントラルコー

十年六月末での市の下水

しください︒工事現場まで

・南陵町・宇治の一部で下

東宇治処理区は木幡の東

道普及率は四十三・一％︑

二つの処理区で下水道整備

・マッサージなどの技能的

宇治浄化センターで汚水を

︵昔内線2219︶へ︒

問い合わせは商工観光課

事業主

体の長か勤務する事業所の

技能者が所属する産業団

︿推薦できる人﹀

ある

種に従事し︑指導的立場に

められる④引き続きその職

技能を有し︑他の模範と認

以上である③極めて優れた

10年11月23日現在で満60歳

経験年数30年以上で︑平成

事業所に５年以上従事し︑

能者として市内の小規模の

て５年以上住所がある②技

えるとともに︑技能水準の

１万円 1.5万円

︿共済期間﹀o年12月１日

10等級

職種に就き︑次のすべてを

３万円

一層の向上と技能尊重の機

９等級

〜rH年11月30日︿会費﹀○

４万円

２万円

満たす人 ①市内に継続し

３万円

運を高めることを目的とし

８等級

円○火災共済・：Ｉロ500

に遭ったときに会員相互で

(新)
対象等級 (旧)

ています︒この技能功労者

改定見舞金額

㈱新下工業 棋島町薗場86‑14 22−0946めはあ
㈱池田工業所 木幡熊小路43‑5 32−2680 ｀排り
一水ま
ウェダ管工業㈱
小倉町東山3
22−5223定設す
31−8688
の備 ゜
宇治川工業所 五ヶ庄上村16
㈱ウ チ ラ 広野町東裏112 43−1141 資のこ
格工の
伊勢田町砂田6‑3723−6275 要事だ
大 川 設 備
21−2689 件基め
㈲木下工業所 小倉町寺内67
を準 ｀
久保田工作所 広野町小根123‑2 23−5561 備を市
え定で
33−3711
㈱京
南 木幡南端6
㈱彩光設ti 伊勢田町新中ﾉ荒3‑8 44−5630
てきて
22−8338
関口工業㈱ 菟道門ノ前42‑
2
指るこ
22−3661 定業の
㈲照喜名工業所
宇治戸ノ内27
し者基
宇治乙方51‑3
21−2310
㈲南郷住宅設備
てを準
西岡工業㈱ 明星町1丁目１
22−5551い ｀に
41−7556ま公合
㈱西
渾 伊勢田町大谷19‑36
す認う
西田工業所 木幡南端24‑2
31−8255 ゜業工
松林工業㈲ 五ヶ庄福角25‑25 32−6463公者事
共とが
㈱森田水道工業所 宇治妙楽73
21−3429下しで

の受け付けが始まります︒

今磐やり爽苓
。,､.･
言鰐斜丿白へづ公認事業者へ

車で送迎します︒

トの下水道相談会場で行い

の予約加入受け付け中

水道が普及しています︒

交通災害具・火災共済

を進めています︒

平成元年十一月から使用を

なくなり︑害虫や悪臭の発

Ｓ31･0０４７５

生を防ぎ︑川や海の水をき

木幡北島10

峠12 A ‰
下水道の接続工事は
tl ‑5口門下水道の蹴工事は

市民の五人に二人が下水道
を使えるようになりました︒
公共下水道はいくら地域
に普及しても︑各家庭に排
水設備を接続していただか
ないと効果がありません︒
九年度末の処理区域内の水
洗化率は八十六・三％で︑
ほとんどの家庭は下水道に
接続しています︒これから

八幡市八幡焼木Ｉ
ＳＯ７５・６３２・1４３３

大久保町北ﾉ山93 43−1474
横島町薗場29‑76 22−5332さ公水
㈱南京都設備土木 小倉町新田島5‑4024‑0135 い認道
゜業へ
㈱南 工 業 小倉町南浦100‑6123−9211 者の
(SISｼﾞｴ5ﾄｸ'ｰﾅｰｴ業 横島町−ﾉ坪51−520−1575 に接
依続
㈲寿設備工業 神明宮東85‑14 i.0−OHOO 頼工
43−6787 を事
近江建設工業 伊勢田町大谷19‑45
しの
琵琶台2丁目5‑11 44−5686 て際
㈲ジーエム工業
くに
㈱藤本工業 伊勢田町浮面36‑246−5050 だは

れいにすることができます︒

ｽﾞ‥一丿゛'｀
訓m.素旨禦漿

家屋を改築したりするとき
は︑下水道の接続を考慮し
て設計すると将来の負担が
軽減できます︒また︑すで
に下水道を使用できる地域
の人は早めに公共下水道に
接続してください︒

945

７
５

七聶匹づ卜

処理する区域で︑昭和六十

卜東宇治処理区の汚水を処理する東宇治浄化センター

㈱森工業所
山田工業㈱

環境づくりの
パスポート
下水道

第1180号
1998年（平成10年）９月１日発行
り
よ
だ
宇治市政
（3）

Illllllllllllllllltllll

とコンサートＨ小説家でミュ
サート

による古代復元楽器のコン

④連絡のつく電話番号︵携

名︑②住所︑③生年月日︑

ある人︶○応募方法・：①氏

社の間に結ばれた金銭消

とサラ金業者であるわが

社に申し出ると﹁あなた

あったり︑サービスが受

ア︑たとえ商品に欠陥が⁚

貸借契約は二者間のもの

金融業者と結ぶ金銭消費

﹁クレジットのような

もの﹂と説明されても安﹈

ツト契約か金銭消費貸借﹈

易に信用せずに︑クレジ

﹈

一方︑消費者が消費者Ｅ

費貸借契約なので︑販売

けられなくても返済義務﹈

おうとローンを組んだ会

会社に何があろうと関係

は免除されません︒

﹈

がない﹂と支払い停止を

いきません︒

拒否されました︒納得が

最近︑消費者金融

るようにしてください︒

契約かをしっかり確認す﹈

業者︵いわゆるｉＭ＾

金︶がエステや外国語学

Ａ

校︑学習塾︑家庭教師派

﹇金銭消費貸借一

＊見分け方のポイント ー

・利息という言葉がある・

遣の四業種の分割ローン

・借入金という言葉があ﹈

の分野に進出しており︑

返済を巡るトラブルが増

・支払い総禦書い７い﹈

﹇クレジット契約一

﹈

という条項がある

弁のお申し出について﹂

・契約書の裏などに﹁抗

ｓ

・支払い総額が書いてあ・

貢揚がある

・分割払い手数料ａいうＩ

・

えています︒

クレジット契約︵割賦

購入斡旋契約︶は信販会

社が商品代金を立て替え

て販売会社に払います︒

そして消費者は信販会社

に返済していくという三

者間の契約です︒この場

合︑サービスや商品に不

都合があれば原則として

消費者は信販会社に支払

い停止を求める権利︵抗

弁権︶があります︒

工業用ミシン、物置

Ｉ

946

紫式部市民文化賞受賞

ージアムの名誉館長でもあ

帯やＰＨＳも可︶⑤応募動

た︒融資されたお金は直

入し︑販売員に渡しまし

ステレオ、スピーカー、洗濯機、扇風機、掃除機、パソコン、ビ

式と記念イベント

◆とき：11月８日㈲︑午後

る瀬戸内寂聴さんとその他

機やあなたの考える成人式

象者︵昭和53年４月２日〜

BSチューナー、エアコン．オープン、カセットデッキ、クーラー、

第８回紫式部文学賞︒

２時〜４時

のゲストによるトーク︒映

像・企画案を簡単に書き︑

昭和54年４月１日生まれで

込まれました︒

商工観光課内・昔内線2218

の島︵雨天時は黄聚体育館︶

◆ところ・：文化センター大

画﹁ラストエンペラー﹂の

クレジット契約と

思っていたら︑消

費者金融だった

エステのサービス

した︒﹁クレジット契約

分割ローンを勧められま

あふれる意見や熱意をボラ

ところが二か月後にエ

ド、電子レンジ、エレクトーン、グ｀ランドピアノ、オイルヒーター、

◆ところ・：府立宇治公園中

ホール

作曲・演奏で知られる劉宏

７時〜

３
を日
市㈲
民︒
のス
力タ
でン
復プ
活は
さ午
せ前
よ９
う
◆内容・：①映画上映＝

◆
◆と
とき
き⁝
：1
10
1月
月2
７4
日日
出倒
︑・
午2
後5日
㈲い
・う
3取
1り
日組
出み
︲で
一す
月︒
１日㈲・
と

時芸
半能
〜︒
午そ
後の
４失
時わ
にれ
設た
置田
︒楽
の

﹁滅氏物語 より﹁浮舟﹂﹂

Ｑ

に特別企画︶の企画・準備︑

のようなもの﹂と説明さ

︵萱内線2615︶︒

問い合わせ・：社会教育課

結果は追って通知します○

め切り︵当日消印有効︶︒

400︶へ︒９月一⁚一日㈲締

所省略可︑ファクス21・0

課︵〒６１１−8501住

郵送かファクスで社会教育

あなた自身のアイデアで

軍さんが率いる﹁天平楽府﹂

映映画︶②対談＝映画監督

︵源氏物語ミュージアム上

プロデュースしてみませんか

イナミックに踊る平安時代
宇治大奥楽復活祭
拍子
などを演奏しながらダ

特殊な楽器や太鼓︑笛︑銅
田楽はビンザサラという

あなたの成人式を

成人式実行委員募集

が六か月五十万円゛

当日の運営︒月に数回の会

れ︑ローンの申込書に記

会しました︒契約の際に

受けられるという会に入

る宇治市成人式の企画・運

議︵平日夜間が基本︶を開

○活動内容⁝成人式︵特

営に取り組んでいただける

催Ｏ対象・・・成人式の出席対

来年一月十五日に実施す

ホール

実行委員を募集します︒二

ンティアスタｙフとして生

市内に住民・外国人登録が

は原則として平日午前９時

スデの業者が突然休業し︑

ベッド、２段ベッド、ベッド、本棚、

篠田正浩さんと小説家田辺
年・宇治発↓WORLD]
聖子さん
﹁今が句！源氏物語1000
第10回源治セミナー

◆とき・・・11月14日出︑午後
１時４４時

◆内容・：①講演＝ミュージ

十歳を迎えるあなたの創意

◆ところ・：文化センター大

アムに展示される﹁六条院

わせた屋敷︶﹂の模型製作

かしてみませんか︒

番号を記入し︑文化自治振

〜午後５時の間︒費用は無

連絡が取れなくなりまし

す、エアマット、げた箱、作業用机、ホームベーカリー、ミシン、

﹈た︒支払いを待ってもら

イチェア、ベビーベッド、補助いず、テント、バックパック、い

︵光源氏が女性たちを住ま

監修者である京都大学教授

容・：保健婦や看護婦による

興課︵〒61118501

料○申し込み・：女性政策室

カーＡ、ベビーカーＢ、ベビーガード、ベビーチェア、ベビーハ

子治十帖百万ｙ⁝⁝
ｙ¨
⁚︲ ￡﹃﹃ ﹃ ﹃﹃？
スタンプ啓柾Ｔ

高橋康夫さん︒ ②トーク

健康相談︑栄養士による栄

までに必着Ｏ問い合わせ⁝

住所省略可︶へ９月21日側

用自転車、三輪車、ジャングルジム、チャ.イルドシート、ベビー

健脚コースが昨年とは少

8501住所省略可︑市役

養相談︑体脂肪測定・血圧

となっていた民生委員・児

アノ、ピアノ、石油ストーブ、自転車、乳母車、クーバン、子供

し違ったコース設定になっ

所社会教育課気付︶へ９月

測定・尿検査︵事前に申し

童委員が次のように決定さ

デオデッキ、ビデオプリンター、湯沸かし器、ワープロ、電子ピ

新任民生委員に

毎日の暮らしや仕事をし

れ︑厚生大臣と京都府知事

す、犬小屋、座卓

同課︵︽一内線2223︶︒

ていく上で抱く疑問など︑

からの委嘱状が伝達されま

ンテンバイク、さく乳機、ベビースケール、アンティーク和だん

接︑エステの会社に振り

きる人Ｏ定員⁝２００人

７日間までに必着︒なお９

込みを︶○対象・：市内在住

女性に関わる問題を一緒に

〈有償で〉…ウォーターベッド、食卓セット、本棚、電気湯沸か

ています︒

︵応募多数の場合は抽選︶

月24日㈲の公開講座は申し

の人○持ち物・：あれば健康

勉強しませんか︒グループ

﹇東宇治地区﹈

した︵敬称略︶︒

RI;ぢ:yjﾀ7:;･りぶぶ:りご卜7:゛:寸斗か卜:a:り:a゛::g:l::s･;w:;卜:::卜yM
E譲回り ま白す幸 く無償で〉…食卓セット、食器棚、

女性大学
○資料代⁝８００円○申し

込み不要︑直接会場へ○問

や団体の学習会などに女性

31･ＣＯＣＳｌＣＯｉ‑l

設中

︵萱内線2091︶︒

込み・：往復はがきに﹁女性

い合わせ・：社会教育課︵酋

市民文化祭参加事業の宇

問題アドバイザーが伺いま

a
︻冤道地区︼

44‑Lo

譲つてほしい品物がある人は登録を。

受講者募集
大学申し込み﹂・住所・氏

委嘱状を伝達

治市民写真展が11月１日㈲

す︒

女性問題アドバイ

金曜日に成人健康相談を行

〜３日㈹まで宇治公民館で

Ｏ派遣対象⁝市民などで構

是成典子︑冤道谷下り45

まだ使えるが使わなくなっだ品物がある、また

ザーを派遣します

名︵ふりがな︶・年齢・電

手帳○申し込み⁝同課︵昔
内線2333︶︒

っています︒健康のことで

行われます︒この写真展に

成する10人以上︵以下でも

府営三室戸団地１棟４０３

問い合わせは社会福祉援

しポット、冷蔵庫、ガスレンジ、自転車、折り畳み自転車、マウ

相談室から

内線2615︶︒

の名前・年齢・性別を記入

気になることがある人︑健

出展する人を募集します︒

考慮します︶のグループ・

東宇治・菟道地区で欠員

診の結果について相談した

○応募資格・：市内に在住・

団体が︑公的施設やそれに

ｄｋ a24・9039

ずべり台、ママコート、学習机、電話機

消費生活

話番号︑保育希望者は子供

成人健康相談

い人︑食生活のアドバイス

在勤・在学する人○作品の

準ずる場所で︑女性問題に

護課︵昔内線2303︶へ︒

リサイクル情報センター開

○日程・内容・：左表のと
おり︒いずれも午後１時半
から３時半︵初回・最終回
し︑返信はがきにも住所・

を受けたい人など気軽にご

規格・：４つ切り〜半切︑額

関連する事柄についての学

市民写真展

相談を︒

かパネル張り︒一人１点︒

習・懇談を行う場合︒時間

実施中

○と幸・・金曜日の午前９時

○申込方法⁝はがきに作品

出展者募集

半〜午後４時半︵予約制︒

の題名・氏名・住所・電話

健康生きがい課では毎週

一人１時間程度︶○ところ・：

太田文雄︑五ヶ庄芝ノ東

市役所健康生きがい課Ｏ内

座卓、食卓セット、ソファ、ダブル

譲ってほしい

は午後４時まで︶Ｏ会場・：

2/24
伽

パネルディスカッション
「語ろう自分を」自己開発にむけて
コーディネーター
社会福祉協議会会長笠嶋教瑞さん

。

ぶぷぷ;ふぷ;二:Jj:穴二j:i:g;i;;5:iり:ぶ;;j:;g;l:::ぷ;ぷ丿二丿;:以:χ:丿吹4:丿;;:卜
セミダプルベッド、電灯、パイプペッ｀

氏名を書き︑宇治市女性の

島本国際交u＼i協会事務局長永井由美子さん

生涯学習センター○対象⁝

「健康シグナル」〜病気の前ぷれ〜
咄宇治久世医師会会長完岡市光さん

会連絡協議会︵〒６１１−

2/17
伽

詳しくは後日お知らせします

京都府立大学動物機能学研究室歓授小島洋一さん

ん'98
｢世界の中で私もあなたも地球家族｣

1/20
團

市内在住で６回以上出席で
「命の尊厳」〜自分と他人〜
同志社大学法学部教授大谷賓さん

12/9
附

「環境汚染」
私は私でいられるの…（クローン）

10/21
(加

｢源氏物語にみる女の生き方｣
京都府立大学名誉教授中井和子さん

11/18
Ⅲ

源氏ろま
｢介護保険｣〜どうなるの介護は〜
宇治明星國副総園長松島慈児さん

10/7
困

(4)
９月１日発行
1998年（平成10年）
り

だよ

今年もご期待ください
｢男と女
ともに築こう豊かな暮らし｣
〜パートナーシップと個の自立〜
㈱ｱﾄﾘｴF取締役山田芳子さん
9/24
俐
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1998年（平成10年）９月１日発行

の中・上級者[〉定員…抽選で24人

情報
十二万〒611:ﾄ8501=(細雨たftfi面が]

BO

伴は不可じ＞参加費…無料[＞定員…

上(事前に申し込みが必要)圃

先着60人･圃市選挙管理委員会

往復はがきに｢ケーキ講習希望｣と

(a20‑8798)。

住所、氏名、年齢、電話番号、返

■大久保青少年センター

信にもあて名を書き９月８日(火)ま

は同センター(a44‑7447)へ申

‥回は問い合わせ<.･困は申し.込み．二

(〒611‑0021宇治琵琶45‑14、320‑

し込みを(ほかは直接会場へ)。

申し込み方法の書いていないものはﾊﾞ

0220)へ。

〈みんなであそぼう〉[＞とき…
９月12日出、午前９時〜正午[＞内

催し

ﾅﾅ……甲や呼戸ﾄﾉ…………上,ylljl

容…○手づくり広場＝敬老の日の
■同和問題を考える市民講座

■米寿記念お祝い品を贈呈
[＞対象…明治44年１月１日

９月８日頃から民生委員が回収に

E＞とき…９月８日(火)、午後７時

伺います。調査票を同封の封筒に

〜t〉ところ…木幡公民館[〉テーマ…

入れて封をしてお渡しください。

心の窓を少し開いてc〉講師…貝塚

邑m齢福祉医療課(a内,1叙344)。

12

月31日に生まれた人[〉記念品…米

健康

バドミントン・卓球E〉対象…小学

辻本

生以上(〉参加費･‥無料。

H9.8.11⑥／木幡甫山

ん[＞参加費…無料

午後４時(雨天中止)D〉行き先…

回同和対策室

天ケ瀬森林公園E〉対象…小・中学

拓海くふ

スケールの大きな子に
育ちますように。

〈秋のバードウォッチング教室〉
E〉とき…９月20日(B)、午前９時〜

■植物公園

■ツベルクリン反応検査

プレゼントづくり○スポーツ広場＝

市立二色小学校教諭・明石一朗さ

(a内線2221)。

寿記念品カタログに掲載している
５品の中から１品を選択。敬老会

ぞ⊆,ご仙
奉

回秋のバードウォッチング教室

で(必着)に生涯学習センター

福祉

％

９年９月生まれのお子さん。８日
脚までに広報課(a内線2070)へ

生(保護者同伴可)≫指導者…中
島愛治さん[〉交通費…小学生＝33

胴京都府文化財保護基金では、

当日市長からカタログをお渡しし

時q時半[＞ところ…保健医療セ

へ申し込みを。いずれも入園料が

0円、中学生・大人＝630円[＞持ち

建造物や美術工芸品などの保存や

ます。それ以外の人は９月16日以

ンター[〉対象…４歳未満の子ども

必要です。

物…昼食、双眼鏡。

修理の方法、防災施設や収蔵庫の

(9月15日開催)に出席する人は

[＞とき…下表のとおり。午後２

降に自宅ヘカタログを郵送します。

ツベルクリン
反応検査
‑
判定･ BCG

日困までに同封のはがきで返送を。

9／8㈹

9／22脚

↓

↓

9／loⅢ

9／24湘

対象者には案内状をすでにお送り
こうげん
■難病個別相談(膠原病)

していますが、式典の出欠につい

困講習会は同H

(a45‑0099)

〈講習会・植物写真の撮り方〉

回保健推進課

希望する商品を１品選んで10月15

〈おはなし会〉[＞とき…９月９

整備、補助金や貸付の対象と申請

基礎的な講義の後、園内で植物写

日困、午後３時半〜４時[〉対象…

手続きなどの文化財保護のよろず

真やモデルを入れて花と人のある

幼児と小学校低学年。

相談(無料)を実施します。[＞と

風景の撮り方を指導します。E〉と

募集

き…９月９日困、午後１時

育成学級指導員

議室

匝返史資料it

(020‑1680)。

て９月10日困までに返送してくだ

[〉とき…９月９日出、午後１時

さい。なお、商品の見本を敬老会

〜３時C〉ところ…宇治保健所[＞対

会場に展示する予定ですので参考

象…膠原病患者や疑いのある人か

市内の小学生が宇治川水域で採集、

業程度の学力を有し、健康で児童

家出人についての相談や身元不

にしてください。また今年満88歳

その家族E〉定員…先着6人

観察してまとめた作品のうち、西

の育成に熱意のある女性[＞募集人

明死者の身元確認などを行います。

を迎えられる方明治43年１月１

治保健所(a21‑2191)へ。

大久保小学校で行われた展覧会で

員…若干名[〉試験…作文と面接

[＞とき…９月２日困〜６日(日)、午

日〜12月31日に生まれた人)には

生涯学習

入賞した36点の作品を展示します。

[5]9月８日固までに市販の履歴書

前９時〜午後５時μところ…西本

[＞とき…９月10日困〜15日(火)。

(要写真)に必要事項を記入し社

願寺｢本願寺会館｣１階ホール

・木幡公民館

会教育課(a内線2618)へ申込者

回宇治警察署(容24‑1111内線320)。

本人が直接持参してください。

■城南地域職業訓練センター

圃宇

る予定です。

■男女共生講座｢時代を鮮

回健康生きがい課

[＞定員…先着50人c〉参加費…無料。

4時

[＞ところ…宇治総合庁舎１階大会

き…９月６日(a)、午前９時〜正午

府知事より米寿記念品が贈呈され

〈宇治川水域採集展覧会〉宇治

■行方不明の人をさがす相談所

(s内線2348)。

やかに生きた女性に学ぶ｣
[＞とき・内容…下表のとおり。

〈遊びの中のわらべうた〉わら

〈太極拳教室〉[＞とき…９月18

時間はいずれも午前10時〜正午[〉

べうたや童謡を歌い、演奏しましょ

日・25日・10月９日・16日・23日、

ところ‥･広野公民館[＞定員…先着

う。[＞とき…９月12日出から３月

いずれも金曜、午後フ時半

50人[＞参加費…無料C〉保育あり…

までの毎月第２土曜日(10月は除

職務内容…11月８日(日)に開館する

とき‑10月８日

半μところ…総合福祉会館レ対象…

おやつ代400円

＜)、午前10時

同館での受付、改札など[〉勤務時

午後６時半〜９時。６回μ受講料…

聴覚・言語に障害を持つ人[＞参加

50)。

学生以上の子供(保護者も可)i〉

間…午前か午後の半日、土・日曜

9000円。

定員…先着30人c〉参加費…無料。

を含めて週４日程度勤務μ時給…

■小倉公民館

760円[回市販の履歴書(要写真)

とき…10月８日〜26日の月・木曜、

を同準備室(〒611‑0021宇治東内

午後６時半〜９時。６回[〉受講料…

45‑26、S28‑0200)に郵送を。９

9000円。

9時

[*]9

圃同館(S41‑74

｢古事記｣にみる共同

9/28
圓 参画の伝統
10/1 平刻
m
‑ﾏﾝたち

月16日困までに社会福祉協議会
(322‑5650､FAX22‑5654)へ。
■宇治市奨学生第２次募集

中世･近世社会の男

10/5

[＞対象･‥次の要件をすべて満た

(月)

す人①本人と保護者が宇治市に３

女性史研究家
鈴木ゆみさん

女共同参画

年以上在住している(ただし、学

10/8
俐

校が遠隔地のため本人が市外に住

*10月にUJIあさぎりフェスティバル

む場合は可)②学費の支出が困難

■日曜英会話・コンピュータ教室

近代日本の明と暗

ない[＞募集人数…若干名[＞貸与月

ククラス｣と中級者や生涯学習セ

額…国公立高校＝8700円、私立高

ンター主催の英会話教室修了者向

正午[＞対象…小

圃同館(322‑4687)へ。
〈茶香服大会〉お茶の香・色・

■源氏物語ミュージアム
アルバイト職員
[＞応募資格…市内在住の女性[＞

<パソコン表計算初級ロータス
W95〉[＞とき…10月４日〜11月８

4時半[＞指導…小倉茶

業青年団[＞対象…市内在住の人[＞

則京都府国際センターではアメ
リカの民間教育団体アップウィズ

日の日曜、午前９時半〜正午。

６

回E〉受講料…9000円。
くパソコン表計算中級エクセル

定員…先着30人c＞参加費…500円。

ピープルの18〜25歳の青年約130

■中央図書館

人を受け入れ、国際交流活動を実

W95〉[〉とき…10月４日〜11月８

施します。滞在中に協力していた

日の日曜、午前９時半〜正午。６

だけるホストファミリーを募集し

回μ受講料…9000円。

囲同館(S20‑1511)へ。
く児童書テーマ展示｢災害にそ

万7000円、私立大学＝2万2000円、

あります。コンピュータは初心者

まで。

削の６泊フ日[＞受け入れ人数…１

高等専門学校=

向けです。[＞とき…いずれも９月

■ビデオシアター＆トーク

[119

〈ワープロ中級ワードW95〉E〉

■ホストファミリー

ます。[〉期間…10月８日困〜14日

1万1000円

26日の月・木曜、

技です。[＞とき…９月17日困、午

なえる本｣〉[〉期間…９月29日(火)

1

〈ワープロ初級一太郎W95〉C〉

月10日困消印有効。

けの｢ステップアップクラス｣が

校＝1万6000円、国公立大学=

[5]9月３日困から同センター
(S46‑0688)。

味をみて品質などを飲み当てる競

後１時半

英会話は初心者向けの｢ベイシッ

である③ほかの奨学金を受けてい

回同館032‑8290)へ。

[〉応募資格…40歳未満で高校卒

■身体障害者デイサービス

費…無料[＞定員…先着15人

〈パソコン活用W95〉[〉とき…
10月４日〜11月８日の日曜、午後

〜２人[〉募集ホスト数…府内で約

１時〜３時半。

｢ハーヴェイ・ミルク｣

100家庭μその他…英語を共通語

00円。

レとき…９月16日出、午前10時

として朝食と夕食の提供をお願い

６回[＞受講料…90

月14日(月)までに所定の願書、学校

20日(日)、午前９時半〜午後４時[＞

長の推薦調書、成績証明書、在学

ところ…生涯学習センター[＞対象…

証明書を障害者母子福祉課(a内

18歳以上で市内在住・在勤の人[＞

〜正午E〉ところ…東宇治コミュニ

します。９日㈹の歓迎会と13日(火)

とき…10月４日

線2307)へ。

定員…○英会話＝各20人

ティセンターc〉参加費…無料(予

のミュージカル公演に家族で招待

午後1時〜3時半。６回レ受講料…

・在宅老人家族介護者教室

9000円。

○コン

11月８日の日曜、

ピュータ＝18人(いずれも抽選)

約制で２歳以上の保育あり)回

します

[〉受講料…500円＼＞その他…2歳

女性政策室(a内線2091)。

書を府国際センター(京都駅ビル

半〜3時半E〉ところ…小倉ディサー

以上の保育あり(おやつ代100円、

■笠取いも掘りと魚つかみの集い

９階)へ[団市国際親善協会事務

10月３日〜11年３月27日の土曜、

ビスセンター[＞テーマ…お年寄り

事前に申し込みが必要)圃往復

局(市役所秘書課内包内線2058)。

午前９時半〜正午。22回μ受講料…

の口腔ヶア(歯の手入れ)につい

はがき(1人１枚)に｢○○教室

もあります。レとき…９月20日(日)

希望者には募集要項と申込書を送

２万5000円[＞教材費…3000円。

て[＞講師･‥歯科医・小杉昇さん、

希望｣と住所、氏名、年齢、t生m、

(雨天の場合は９月23日㈲)、午前

付します。

歯科衛生士・佐々木妙子さん[＞参

電話番号、志望の動機、英会話は

10時〜午後３時E〉ところ…西笠取

野菜収穫体験、地域特産品即売

加費…無料(歯ブラシを持参)

クラス、返信にもあて名を書き９

(笠取小学校近辺)[＞参加費…○

[119月11日倒までに小倉ディサー

月フ日(月)まで(必着)に生涯学習

いも堀り=

ビスセンター(a21‑6294)へ。

センター(〒611‑0021宇治琵琶45‑

１[亘]200円

圃農林茶業課(a内

線2213)かJ

A京都やましろ農協

C〉とき…９月６日(日)、午後１時

14、a20‑0220)へ。
■ケーキづくり講習会

〜[〉ところ…木幡小学校体育館

｢宇治茶DEデザート｣コンクー

圃社会福祉協議会(容22‑5650)。

ル最優秀作品゛春のささやき″を

■高齢者一般調査の調査票回収
８月下旬に65歳以上の人3000人
に郵送した高齢者一般調査の調査
票は記入していただけましたか。

受賞者の指導で作ります。[＞とき…
９月24日出、午前10時〜午後２時
[＞ところ…生涯学習センター[〉対
象…市内在住・在勤で菓子づくり

3株550円○魚つかみ＝

[1]9月15日例までに申込

〈ワープロ中級一太郎W95〉[＞

[〉とき…９月12日出、午後１時

・福祉バザー

947

【＞対象･･･市内在住の人。子ども同

c〉材料費…1000円E〉保育…２歳以

rゝ‑‑りI･ ･汽丿

X

第1180号

スポーツ

[＞とき…９月12日出、午前９時
半〜正午μところ…宇治小学校体
育館・グラウンドC〉種目…囲碁ボー

■市政を見る会

ル、グラウンドゴルフなどE〉参加

レとき…９月25日㈹、午前９時

般質問傍聴(予定)②講演F源氏

費…無料(上靴持参)圃生涯ス
ポーツ課(s内線2622)。
官公署・その他

半〜９時。８回C〉受講料…１万20
00円。
■城南勤労者福祉会館
[*]9月３日出から同センター
(昔46‑0780)。
〈大正琴教室〉[＞とき…10月３
日〜11年３月20日の第１・３土曜、
午後１時〜２時。12回C＞受講料…
7200円[〉テキスト代…1500円。

物語｣をたのしむ＝源氏物語ミュー
ジアム準備室職員・杉本敬一さん

くビジネスキャリア講座マーケ
ティング概要〉[＞とき…10月６日
〜11月６日の火・金曜、午後６時

・世代交流スポーツ教室

(昔22‑1241)。

半〜午後４時≫内容…①市議会一

〈海外で役立つ英会話〉[〉とき…

■文化財保護巡回相談
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宇
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治
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保健・衛生・相談

図書館
u法律相談

献血

あんな本
こんな本（☆は児童書です）

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

●３日困、午前10時〜午後Ｏ時半、午後

会ZS23‑0857へ電話予約を。

１時半〜３時半、保健医療センター。

■宇治こころの電話

相談あんない

毎週月曜〜金曜、

「今日からちょっとワイン通」山田健著／

午前９時〜午後５時、青少年問題の悩
・青少年相談

22日脚、午後1時〜4時、

みなどお気軽に。

宇治公民館。圖保護司会・向井正存さ

■家庭児童相談室

ん。Q43‑0898．
・府交通事故相談

２日(水)・16日南、午

草思社

a24‑0800．
毎週月曜〜金曜、午

著者が、日本のワイン通

☆「ぼくのおにいちゃん」星川ひろ子文・写

前10時〜午後４時。児童と家庭に関す

の間にはびこるおかしな

真／星川治雄写真／小学館

る困りごとなど。323‑8698。

｢常識｣を一掃。自由で気

障害を持った子どもが主人公の写真絵本。

ままな丁ちょっとだけワ

子どもたちは障害を持った人に出会うと、た

イン通｣への道をひらく

くさんの質問を浴びせながらも違いを認め、

体験的ワイン案内。ワイ

ごく自然に受け入れていく柔軟性を持ってい

ンを知りたい、楽しみた

るはず。障害を持った人とふれあうチャンス

いあなたにお薦めの一冊。

さえあればという思いで作られました。

宇治地方振興局￡S21‑2101．
２日南＝木幡公民館、

16日南＝小倉公民館、午後１時半

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
しています。詳しくは10年度版
「市民カレンダー」をご覧くださ
い。

4

時。年金・健康保険など。圖国民年金
課(a内線2309)。
■暴力にかかわる困りごと相談

ア船長の波乱の海賊人生を描く冒険小説。

せ界中の蔵元や酒場でワインを飲んできた

前９時〜午後４時、来庁順に相談。回

■社会保険相談所

を討伐する使命をおぴてインド洋に向かうモ

了日(月)、

「ひとりで暮らして気楽に老いる一夫のい

午前９時〜午後４時、来庁順に相談。

ない自由な生き方−J吉沢久子著／講談社

目宇治地方振興局a21−2101o府暴力

老いはだれにでも訪れるもの。年ごとに出

☆「スロットルペニー殺人事件」ロジャー・
Ｊ・グリーン作／宮下嶺夫訳／評論社
舞台は1885年のイギリス。雇い主を殺した

追放運動推進センター0075‑451‑89

会う老いを「はじめまして」の気分で明るく

罪で13歳の少女ジェニー

30)では電話での相談も可。

受け止め、老いても多少は見栄を張り元気に

は死刑を宣告されます。

楽しく生きる知恵を自らの体験から綴った本。

同級生の少年への愛だけ

植物公園

花ごよみ

央公論社

犯人が意外な形で接触し
てきます。死刑の恐怖、

17世紀から18世紀にかけて、大西洋やイン
ド洋では海賊船が暴れ回っていた。海賊たち

罪の意味とは何かを問い
かける物語です。

おはなし会
■中

央

9

日伽

日

コリウスは高温多湿と十分な水を必

要とする草花で︑明るい半日陰地を好

みます︒排水が良く有機質に富んだ用

土を用い︑光が十分に当たる場所で︑

ひどい乾燥や過湿︑葉焼けの原因とな

理します︒また︑真夏のカイガラムシ

る真夏の強烈な直射日光に注意して管

や乾燥時に多発するアカダニ︑秋に発

⑩コリウス

コリウスは熱帯や亜熱帯原産のシソ

す︒花穂が出ると葉の色がくすみ美し

生する小さなバックにも注意が必要で

さが損なわれますので︑花穂はこまめ

科の一年草または多年草︒キンランジ

に摘み取るようにします︒生育にあわ

ソという和名があるように︑葉の形は

シソに似ていて︑赤や桃︑黄︑紫などの

すると︑すぐにわき芽が伸び一層鮮や

せて追肥を行い︑伸び過ぎた茎を剪定

かに葉が色づき︑こんもりとした草姿

鉢物だけでなくプランターや花壇に

になります︒

植えても楽しめます︒また︑葉が小ぷ

りで茎がよく分枝して伸びるヒメコリ

ウスはつり鉢に最適です︒

美しく鮮やかな色模様が入っています︒

を支えにする彼女に、真
「海賊モア船長の遍歴」多島斗志之著／中

地 区 駐車時間
駐車場所
２日伽
志津川 14:00〜14:30志津川バス駐車場 ■東宇治
１日㈹
■西宇治
16日伽
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
いずれも午後３時半〜４時
３日Ⅲ
御蔵山 14:40〜15:50御蔵山小学校
（対 象）3才以上でひとりで話が聞ける子供
４日出 木 幡 14:00〜15:30木ほ公民館前
（内 容）手あそび､読み聞かせ､紙芝居など
（参加費）無料
大久保 13:30〜14:30旦椋公会堂前
10日俐
南陵町 15:00〜16:00南陵第２児童公園
おはなしたまてば
福 角 13:50〜14:40五ヶ庄福角市営住宅
11日吻
三室戸 15:10〜16:00府営三室戸団地内 ■中 央
i9日ま)
こ
西大久保 13:30〜14;
20 西大久保小学校
■東宇治
16日南
17日出
平 盛 14:40〜15:50平盛小学校
いずれも午後３時半 4時
日産開アパート西側
開
13:50〜14:40
22日(火)
(対 象)子供から大人まで
広 野 15:00〜16:00大久保小学校
(内 容)主にストーリーテリング(素話)
棋 島 13:30〜14:30穴ーな？^!i:
(参加S)無料
24日出
吹前 14:50〜15:50槙島小学校
25日圀北棋島 14:00〜15:30北横島小学校

健保館図

六地蔵・木幡・五ヶ庄・莵道・炭山・笠取
17

9/18

9/21

9/22
9/1・ 24
9/2・ 25

寺界道、古川、西田、北ノ庄、大林、
芝ノ東（j R以西）

南浦(28〜33、80〜98、100〜110)、大京団地、
9/17
蓮池
小倉・伊勢田・槇島・羽拍子・安田
9/18
山際

野添、谷前、梅林、五ヶ庄西浦(JR以西)、
宇治・神明・広野・開・大久保・白川・志津
新開(j R以西)、平野(J R以西)、
川
折坂(J R以西)、笠取、池尾
半白、白川、金井戸、志津川
9/18
福角(j R以西)､日皆田､岡本､上村､大八木島、 9/21
乙方、山本、東内、又振、山田、紅斉
一里塚、戸ノ内．平町(京滋バイパス以北)、
9/22
蔭山
荒棋、田中、大垣内
戸ノ内、矢落(J R以北)、若森(J R以北)、
谷下り、出口、森本、中筋､大谷､東中、西中、
9/4・ 29
大久保町(近鉄以西)
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
蛇塚､石塚(心華寺通り以西)、
車田、丸山、平町(京滋バイパス以南)
東裏(j R以西と府道以南)、寺山(JR以西)、
9/7・30
西裏、茶屋裏、丸山、一里山(府道以南)、
新開(j R以東)、平野(J R以東)、
桐生谷(j R以西)、
折坂(J R以東)、福角(j R以東)、一番割、
大久保町(近鉄以東｢久保(JR以東)除く｣)
二番割

9/3・ 28

南山(Ａ)、広岡谷、芝ノ東(JR以東)、
五ヶ庄西浦(j R以東)、三番割

9/4・ 29

南山(Ｂ)、南山畑、中村(JR以東)、
南端(J R以東)

9/7・ 30

9/14

9月のし尿収集日程

9/21
9/22
9/1・ 24

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)
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

9/2・ 25

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

9/3・ 28

中山(近鉄以西)、毛吾、南山、ウトロ

9/4・ 29

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)

9/7・ 30

中山(近鉄以東)、大谷、羽拍子町

弐番(府道以北)､池森､樋ノ尻､里尻(jR以北)．
9/9､10/2
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)
9/10､10/5

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

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、 9/9､10/2
東中(JR以東)、北畠、檜尾、平尾、須留、
9/10､10/5
金草原、御蔵山、畑山田、北山畑、
9/11､10/6
大瀬戸(J R以東)、炭山

東裏(J R以東の府道以北)､一里山(府道以北)、
9/11､10/6
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)

六地蔵(J R以西・以南の全域)、
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)、
木幡西浦、南端(J R以西)、壇ノ東

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(J R以南)、 9/16
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

9/8､10/1

9/14

9/16

9/14

南落合(Ｏの通り

13の通り)
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