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第８回紫式部市民文化賞の受賞作品か決まりまし

員特別賞として宇治公民館サークル・源氏のつどい

さんの小説「緑風館ラプソディ」です。また選考委

た街」が選ばれました。受賞式は11月８日（日）、文化
センターで行われます。

圃文化自治振興課（a内線2223）

22‑3141(代表)
S

(1 998)

20‑8779
FAX

第8回紫式部市民文学賞

市民の作品を対象とした
﹁紫式部市民文化賞﹂は︑
全国女流作家を対象とした

あしらわれて傷ついたこと︑

先輩格のユメコに冷たく

をすがすがしく書いている︒

終わる構成にも工夫がみら

同僚たちと再会する場面で

ろにはじまり︑墓参りで元

の事故死を告げられるとこ

課で頒布します︒

近く製本して文化自治振興

◆作品は原稿応募のため︑

れる︒

ら転職してきた女性が皆と

この賞を励みに書き続けたい

デパートの化粧品売り場か

折り合いがっかずに辞めて

﹁紫式部文学賞﹂とともに
市のふるさと創生事業とし

いったことを通して︑他人

て創設されたものです︒
今回︑最高齢は八九歳︑

魅力のとりこになった私に

強して以来︑すっかりその
この度は︑思いもかけず

とって︑作者紫式部の名の

︿受賞の言葉﹀

認められ方をされていたこ

紫式部市民文化賞を頂き︑

からは自分では気づかない

い年代の皆さんから五十作

とを知るなど︑職場の関係

最年少は二十歳という幅広

品の応募がありました︒こ

賞を励みに︑楽しみながら

りました︒これからもこの

ついたこの賞は︑何にもか

子供のころから本を読ん

書くことを続けていきたい

本当にありがとうこざいま
そして︑彼女は千夏の自

だり文を書いたりすること

から学ぶことも多い︒

殺未遂を発見︒千夏は義高

が好きで︑育児に追われる

の作品の中から︑紫式部市
民文化賞選考委員会で慎重

へ思いを寄せていたが︑義

えがたい大きな贈り物とな

に選考された結果︑山下裕

高は惣子を思っていた︒そ

す︒

ソディ﹂が選ばれました︒

美さんの小説﹁緑風館ラプ

改装間もないリソートーホ

主人公︒彼女が自宅近くの

心を翻弄する結果になって

はずみからひとりの青年の

また︑彼女自身ふとした

のぞき見る︒

雑に絡みあう人びとの心を

係にある︒事件を通して複

の惣子は支配人と秘密の関

結婚して宇治に住み︑今

ります︒

大変嬉しくまた恐縮してお

ように評価していただき︑

己流でったない作品をこの

き続けてきました︒その自

を見つけては未熟ながら書

ようになってからも︑時間

入社︒八年出産を機に退社︒

部卒業後︑月桂冠株式会社

二年京都女子大学短期大学

兵庫県川西市生まれ︒平成

昭和四十四年七月十四日

︿著者略歴﹀

と思っております︒

す︒参加料は無料︒家族そ

スタンプラリーを開催しま

環として︑今年も宇治十帖

ント﹁源氏ろまん羽﹂の一

した︒市ではその関連イベ

あとひと月足らずとなりま

民文化賞﹂の受賞式まで︑

です︒登場人物の持つ雰囲

な印象を残してくれる作品

りにされた街﹂は︑戦時中︑

す︒また︑﹁ウトロ置き去

ておられるだろうと思いま

とみなすことができると考

的意義を持った文化的営為

広く発信された一つの現代

半〜午後４時︒雨天決行

３日㈲︒いずれも午前９時

日㈲・31日出︑11月１日㈲・

◆開催日 10月24日出・25

ました︒

本当にありがとうござい

テルのスポーツ施設に受付

しまうなど︑若い人間模様

年で四年目になります︒学

広野町中島在住︒

気や個性がしっかりと描か

え︑特別賞にふさわしいと

一気に読み終えることがで

山下裕美さんの小説は︑

訳された作品です︒源氏物

いが十三年間にわたって抄

民館サークル・源氏のつど

ります︒歴史の中で語り継

一面を語る貴重な記録であ

戦後から今日までの歴史の

この作品は宇治市の戦中︑

来事について語っています︒

の間に生じたさまざまな出

護課参与︶

山路興造︵京都市文化財保

宏︵甲南女子大学学長︶︑

夫︵国文学研究者︶︑宮城

都教育大学教授︶︑水川喜

ター教授︶︑坪内稔典︵京

美︵国際日本文化研究セン

塩見啓子︵歌人︶︑鈴木貞

橋寺←浮舟←恵心院←興聖

東屋←椎本←手習←蜻蛉←

21ポイント／約13キ口

︻健脚コース︼

︵塔の島︶

木←橋姫←夢浮橋←ゴール

蛉←総角←早蕨←浮舟←宿

ロ 東屋←椎本←手習←蜻
﹁抄訳源氏物語﹂は︑公

き︑ストーリーを追う毎に

語を読み込み︑学習されて

がれてゆく社会の動きの一

＊

引っ張られていく魅力を備

きた成果で︑ようやくやり

＊

えています︒また︑読み終

つであり︑宇治の一隅から

広 報

寺←早蕨←宇治上神社←総

角←大吉山万葉歌碑←神女

つり橋←白山神社←宿木←

神社←天ケ瀬ダム←天ケ瀬

あがた神社←橋姫←夢浮橋

←平等院←ゴール︵塔の島︶

スタンプ帳を持ってコー

◆参加方法

スを回り︑午前９時半〜午

押してください︒１日で回

後４時の間に︑スタンプを

っても最終日までに何日か

線2224︶へ︒

外の日は商工観光課︵公内

︵四23・3334︶︑それ以

開催日は観光センター

◆問い合わせ

です︒

拝観する場合は料金が必要

です︒平等院や三室戸寺を

宇治十帖モニュメントの前

イントは︑朝霧橋東詰めの

す︒﹁浮舟﹂のスタンプポ

イントは︑平等院正門前で

﹁平等院﹂のスタンプポ

◆その他

素敵な賞品をお渡しします︒

抽選のうえ当選された人に

ジを差し上げます︒また︑

ジナルスタンプラリーバッ

全員に参加賞として︑オリ

ちください︒受付で確認後︑

立宇治公園中の島︶にお持

時までにゴールの受付︵府

ンプ帳を︑開催日の午後５

てのスタンプを押したスタ

どちらかのコースのすべ

◆賞品

も配布しています︒

施設︑市役所商工観光課で

主要駅︑市内の主な市公共

外は︑京阪・ＪＲ・近鉄の

Ｒ宇治駅で配布︒開催日以

近鉄大久保駅︶︑京阪・Ｊ

観光案内所︵宇治橋西詰／

間催日当日は観光センター︑

◆スタンプ帳の配布

構です︒

掛けて回ってもらっても結

11／1･3

◆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◆

遂げたという充実感を持つ

10ポイント／約４・５キ

ース︶︼

﹇基本コース︵宇治十帖コ

半ば強制的に集められた朝

︵五十音順・敬称略︶

れ︑構成にも工夫が見られ

木股知史︵里岡大学教授︶︑

◆コース

たちの生活の姿の変化︑そ

至るまでのその地に住む人

︿選考委員﹀

りとして︑今後も魅力的な

判断しました︒

作品を作ってほしいと思い

たその時期を含め︑今日に
九月二十二日の発表の席

鮮人労働者の飯場から始まっ

で宮城宏選考委員長は次の

ます︒

ます︒これからが楽しみな

10／24・25・
方です︒この作品を足掛か

ろってご参加ください︒

﹁紫式部文学賞﹂﹁紫式部市

嬢として働いた一年間に︑

が無理のない筆の運びで綴

生のころ﹁源氏物語﹂を勉

短大一年生の井上安美が

若い人びとの間で様々な経

られてゆく︒退職後︑義高

今年で八回目を迎える

宇治十帖スタンプラリーを開催

験を重ねて成長してゆく様

作品の紹介

源氏物語を歩く旅

えたときに非常にさわやか

＊

ように講評しました︒

講評

置き去りにされ
ロを守る会の記録・研究「ウトロ

31、

山下裕美さんの小説﹁緑風館ラプソディ﹂に

た。 50作品の応募の中から選ばれたのは、山下裕美

卜受賞作品を手に喜びの山下裕美さん

961

選考委員

源氏物語−〜十三」と地上げ反対！ウト
の「抄訳

〒611‑8501宇治市宇治琵琶33

平成10年

宇 治
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市
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察

市議会９月定例会
が閉会
一般会計補正予算
など18議案を可決
築︶＝二千二百五十万円

での二十一日間の日程で開

九月十二日から十月八日ま

◇ＪＲ奈良線小倉架道橋改

＝一億円

◇道路維持修繕事業の追加

千三百万円

個人情報保護条例などほ

︿条例﹀

◇道路改良事業の追加＝五

かれ︑一般会計補正予算や

宇治市議会九月定例会は

個人情報保護条例︑工事の
築＝五千万円
︿その他﹀

このほか国民健康保険事

請負契約など十八議案を可
◇公園維持管理費の追加＝
三十メートル級はしご付

か三件

消防車の財産取得︑開発に

助成
化槽設置に
合併処理浄

市では合併処理浄化槽を

対策を促進して河川の汚濁

補助対象

防止を進めるためです︒

宇治市内に一年以上居住
し︑かつ住民登録などをし
ていて︑次の①②以外の地
域に合併処理浄化槽をこれ
から設置する人︒
①志津川地域下水道整備区
域︒②公共下水道事業計画
区域のうち事業認可を受け

補助金額

ている区域︒

補助金額は左表のとおり
です︒
問い合わせ
詳しくは下水道計画課
︵昔内線2463︶ へ︒

生活習慣の改善が必要とされた人へ

ためしてナッ得！健康塾
を実施します︒これは今年

相談を中心とした健康教室

今年度から新しく︑個別

基本健康診査の結果が要指導で

度の基本健康診査で要指導

ミニ栄養フェア･体脂肪測定･風船リフティングバレ

の個別相談では医師や保健

食事について学び︑二回目

回目の体験教室では運動や

教室は二回が一組で︑一

うものです︒

から言われた人を対象に行

活習慣を改善するよう医師

と判定され︑健康のため生

教室内容（各会場同一内容です）

体験教室
個別相談
10月13日脚 10月22日俐
生涯学習センター
11月13日倒 11月26日俐
11月24日脚 12月８日脚
10月27日叫 11月９日(月)
宇 治 公 民 館
11月11日附 11月25日図
1 0月14日出 10月28日困
南宇治コミュニティセンター
10月30日廊 II月12日剛
広 野 公 民 館
11月30日側 12月II日圀
西小倉地域福祉センター 10月20日㈹ 11月10日脚
10月21日出 ･11月４日哨
西小倉コミュニティセンター
11月20日團 12月３日俐
小 倉 公 民 館
11月27日出 12月10日困
10月16日街 10月29日困
木 幡 公 民 館
11月６日倒 11月19日困
11月17日吹）12月１日脚
東宇治コミュニティセンター
10月23日倒 11月５日困

緑化フェア

緑化フェアは︑全国で行

われる﹁都市緑化月間﹂に

呼応する行事として︑﹁み

どりゆたかな 住みたい︑

住んでよかった都市﹂の実

現を目指し︑市民一人ひと

りの緑化意識の高揚を図る

ト多彩な催しにぜひお越しを︒

とする内容が盛り沢山です

を受けます︒楽しくてハッ

とその家族︒該当者には通

要だと医師に判定された人

診査で生活習慣の改善が必

健診のカルテで確認してく

た人は通知が遅れますので︑

知します︵８月中に受診し

のでぜひご参加を︒

とおり︒２回を同一会場で

ださい︶▽定員⁝先着30人

▽とき・ところ⁝右表の

出席してください︒時間は

課︵容内線2332︶︒

▽申し込み⁝健康生きがい

いずれも午後１時半〜４時

▽対象・・・今年度の基本健康

︵受付開始は午後１時15分︶

前９時半〜午後４時▽とこ

▽とき・：10月18日㈲︑午

みどりに触れて︑リフレ

ーリップ球根の無料配付

ろ⁝植物公園▽内容⁝チュ

0099︶

18︶︑植物公園︵萱45・

公園緑地課︵容内線24

︿問い合わせ﹀

内容・：名木写真展示ほか

１階ギャラリーコーナー▽

月16日㈲▽ところ⁝市役所

▽とき⁝10月12日向大⁝一

︿啓発展示﹀

学生︶２５０円︑幼児無料

５００円︑子ども︵小・中

園料・：大人︵高校生以上︶

ナー︑ハープ演奏など▽入

︵先着３千人︶︑プレイコー

ッシュしませんか︒また︑

︿緑化フェア﹀

施します︒

ラリーコーナーにおいて実

啓発展示を市役所一階ギャ

ために開催します︒

みどりにふれてリフレッシュ

婦・栄養士からアドバイス

程

日

場

会

場

会

医師相談･尿検査を希望者に行います。

個別相談

｢医師･保健婦･栄養士による個別ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ｣
各自にあつた手作りのアドバイス表を渡します。

２回目

ー・シートウォーキング･ペアマッサージなど

体験教室

｢ﾅｯ得／いろいろ体験教室〜みるみる体が軽くなる〜｣

１回目

業など三特別会計︒

決︑同意しました︒主な内
二千万円
◇乳児保育促進対策事業＝

容は次のとおりです︒
︿補正予算﹀

る費用の一部を助成してい

設置する市民に設置にかか

認定︑ＪＲ宇治駅とＪＲ宇

ます︒この目的は︑山間地

伴う町の区域の変更・市道

◇仮称広野地域福祉センタ
治・新田駅間の新駅の自由

一千万円

三千九百七十五万六千円の
ー建設に向けた測量・設計

域や公共下水道の整備が遅

補
助
金
額
人

一般会計補正予算額四億

主な内訳は次のとおりです︒
通路の設置工事委託︑公平

浄化槽を普及し︑生活排水

れる地域を対象に合併処理

＝一千五百万円
委員の選任同意ほか︒

等しく人権を尊重され︑

35
万
４
０
０
０
円
51
万
９
０
０
０
円

なお︑補正後の一般会計予
◇行政総合ＯＡ整備の追加
︵生活保護システムの再構

見回すと﹁家の跡継ぎは

介護は長男の嫁の役割﹂

長男である﹂とか﹁親の

とか︑あるいは﹁○○家
と△△家の結婚式﹂とか

うに︑日常の意識や冠婚

﹁××家の墓﹂というよ

葬祭の慣習などに︑戦前
の﹁家︵イエ︶﹂意識が
根強く残り︑男女の平等

等しく責任を担い合う時

卿︷廠ｓｓ︸ａｓ﹄酋友︷寡︸廠嬰︷︷︷襄︷友︷娶榔練︷顎︷裁友岑禰り

分

41
万
１
０
０
０
円

槽
５

７
人
槽

区
６

８
Ｓ
10
人
槽

源氏物語講演会

算総額は五百六十億八千九
亘︿十一万六千円です︒

瑞瑞蝕※︷寡

女と男 自分を生きる あなたと生きる

名字が違っても︑
僕たちは仲がいいんだけどなあ

や個人の自立をはばんで

代です︒様々な生き方︑

現代は︑女性も男性も

います︒

姓を変えたくないと考え

多彩な暮らしが展開する

個人として独立を保ちた

る人が増えています︒ま

中で︑お互いの個性と自

思っています︵﹁女性問

た︑結婚制度に縛られた

僕は姓を変えたくない

結婚しても同姓︑別姓

くない︑気の合う仲間と

いと考えるカップルなど︑

どちらでも選べる﹁選択

題ハンドブック﹂から︶︒

出さない︑いわゆる事実

的夫婦別姓﹂を含む民法

立を尊重し合える豊かな

し︑彼女も姓を変えたく

婚の状態です︒親や親戚

暮らしたいなど︑多様な

社会を目指したいもので

＊

からは婚姻届を出せと言

改正の動きがあります︒

生き方︑暮らし方を模索

す︒

＊

われますが︑お互いを尊

最近では︑男性と同じ

する人も増えています︒

＊

重して生活していく自信

ように仕事を続けたいと

ないというので婚姻届を

があります︒二人が幸せ

願う女性や︑結婚しても

一方︑私たちの周りを
なんだからそれでいいと
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情報

を書き、10月17日出までに生涯学

半〜[〉ところ…黄槃体育ItD〉対象…

11月14日

習センター(〒611‑0021宇治琵琶

15歳以上(中学生を除＜)C＞定員…

曜、午前10時〜正午。15回I＞受講

45‑14、Q22‑0220)へ。

先着30人[＞参加費…1000円

料･･･1万3000円

■市民講座｢寿司づくり｣

月18日(日)から同館(333‑4001)。

ら同館(a46‑0780)。

顔写真(3×2.5^)が必要。

■城南地域職業訓練センター

E＞とき…10月27日(火)、午後１時
半i時[＞ところ…生涯学習セン

BO

(昔46‑0688)。

ター[〉内容‥･サバ寿司・巻き寿司
づくり[＞定員…24人[＞受講料…20

X

■巡回無料法律相談

■ビデオセミナー
くビデオを見て女性問題を語り
合おう〉[＞とき…11月13日

展示・秋の本

きに｢寿司づくり教室希望｣と住

室[＞担当…京都弁護士会所属弁護

９回E〉受講料…１万3500円。

所・氏名・年齢・性別・電話番号、

士t＞定員…先着10人[回広報課市

返信にも住所・氏名を書き、10月

民相談係(a内線2079)。

計算W95〉[＞とき…11月15日〜12

16日出('￡‑着)までにま涯学習セ

■都市計画(案)縦覧

月20日の日曜、午前９時半〜正午。

くパソコン中級ロータス123表

都市計画道路の変更案の縦覧を、

６回[〉受講料…9000円。

11日の毎週金曜、午後１時半〜3

登22‑0220)へ。

府土木事務所と都市計画課で10月

時半(昼の部)・午後７時〜9時

■家庭教育学級

20日(火)まで実施しています。縦覧

ス97W95〉C＞とき…11月15日〜12

期間中に、変更案について知事に

月20日の日曜、午後１時〜３時半。

意見書を提出できます。μ対象道

６回に〉受講料…9000円。

｢少年・少女の心は今｣

(夜の部)[＞ところ…生涯学習セ
ンター[〉内容…ビデオを観て、社
会的背景などの講義の後、話し合
い(下表のとおり)[＞対象…市内

[〉とき・内容…下表のとおり。
■植物公園
きのこ探索会以外は入園料が必

路｡･･都市計画道路宇治淀線[〉変更

宇治公民館[〉定員･‥先mm人[〉保

区域…広野町の茶屋裏・寺山・中

C＞とき…11月15日

島・西裏・東亘

曜、午後１時〜３時半。６回レ受

要。きのこフェア以外は申し込み

育…2〜5歳児。

員‥･各先着20人r〉保育…２歳〜小

を同H

日側から同It

回希望の部(昼か夜)･

住所･氏名･年齢･電話番号･保育希
望の有無をはがき･ファクス･電話・
直接窓口で市役所女性政策室(昔
内線2091､FAX20‑8778)へ。

11/13S
11/20i^

m式･ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
ﾋﾞﾃﾞｵ｢…らしく葬送･お葬式｣
一家制度･慣習･女性の生き方‑

I1/27(i)

u/倒
n/]m

〈きのこフェア〉きのこの分類･

11/4
咆
ど。[＞とき…10月15日閑〜18日(日X。 11/10
図
役割の展示、培養の実演、即売な

〈花づくり講習会③〉秋から冬

17日出、午後I時半〜３時半。[〉

一主II･性･結婚制度‑

〈きのこ探索会〉植物公園周辺
で。[＞とき…10月18日(日)、午後１
時半

3時半。[〉定員…先着25人。

福祉・年金

ﾋﾞﾃﾞｵ｢女と男の境界線｣

■身体障害者日常生活用具

一女らしさ・男らしさ･性差‑

■女性問題パネル展
『「ことば」にみる女性』
女性たちがどんなことばで表現

11/17
(M
11/20
團
11/25
伽

定員…先着50人。

ﾋﾞﾃﾞｵ「それでも生きた」
一戦争と女性への暴力ー

[gio月12

(S21‑2804)。

京妃府宇治警察署少年間員
大人を見る目、社会を見る目
京都府宇治V.童mm員
家庭の顔、学校の顔
橘女子大学講師北1

敬子さん

・男性学講座
退職後も生き生きとした生活を

給付事業に追加

送るための人生設計を早い時期か

E〉追加品目…電気式たん吸引機

ら考えましょう。Ｄとき・内容…

[〉対象…呼吸機能障害３級以上、

下表のとおり。いずれも午後７時

または同程度の身体障害者・児童

〜9時[＞ところ…広野公民館C〉定

(小学生以上)i〉基準単価…6万70

員…先着50人C〉講師…メンスセン

00円(予定)回障害母子福祉課

ター座長・中村彰さん＼>対象…40

市役所１階ギャラリーコーナーt＞

(s内線2306)。

歳以上で市内在住・在勤の男性

内容…日常語？でたどる女の一生･

■国民年金保険料の出張徴収

[Uio月12日(月)から同館(容41‑7450)。

か

回女性政策室（a内線2091）。

第3回市民交流ロ
大正琴アンサンブル
ビーコンサート

囲生涯学習センター(322‑0220)。

保険料が未納になっていると年

納めにくい事情のある人には免除
制度などもありますのでご相談を。

[＞とき…11月15日(日)、午前９時

ム編成…○スポレクの部=30歳代

・子育て講演会
[＞とき・ところ・定員…○11月

定員…15人[＞受講料…5000円(会

…9000円。

員3000円)圃国際親各協会事務

〈ワープロ初級一太郎W95〉[＞

局m書課内包内線2057)。応募

とき…11月13日〜12月27日の火・

者多数の時は抽選。３回とも参加

木・金曜、午前９時半〜午後３時

のこと。

半。 14回E〉受講料…１万2200円。

■第３次自衛官募集

■郵政省伏見暮らしの相談センター
移動相談室を開設します。E〉と

圃宇治募集事務所(S44‑7139)。

目 受付期間

種

自賛生徒

資

き・ところ…下表のとおり

格

特(見込)で171
11/411年
1/4 未満の男子

旧4･剖^10/12
幹 郁

11/6

婦人自婬
10/19

宇治郵Ｈ

腿哨科医師の
免細諸

mm

10/13M

Mm

ii/i伽

貯翻談/l附

宇治木幅
s 更局 ま律雌u/旧

免諏儲 政
蛙鵬腿者miの好

11/9

(看護)

困予

約を同センター(S075‑645‑9011)。

南宇治 filfiK1 1/は･12/4ffl
ｺﾐｭﾆﾃｨ
mm
10/10:^･11/203)･12/18^
ｾﾝﾀｰ

■城南勤労者福祉会館

中川

雅洋ちゃん（3歳）

？

＝

雅恵さん
ｉ
（小倉町南浦）………

男女各１人・40歳以上男女各１人

初心者向きの「ベイシッククラ

○ファミリーの部＝夫婦と小学４

ス」、中級者やすでにセンターの

年〜中学生○女子の部＝女子４人

講座を修了した人向きの「ステッ

○一般の部＝男女各２人レ参加費…

プアップクラス」があります。［〉

無料

圃10月20日吹)までに所定の

とき…10月28日〜12月２日の毎週

申込書で生涯スポーツ課(s内線

４日困＝保健医療センター・先着

水曜、６回。いずれも午後２時半

2621)へ。

40人、○11月10日(火)＝地域子育て

〜４時μところ…生涯学習センタ

■高齢者スポーツ教室

支援センター(小倉双葉園保育所

ー［＞対象…18歳以上で市内在住・

２階)･先着30人。いずれも午前

在勤の人E〉定員…各20人（抽選）

PIANO
ES'98

STORI
Ｓ＝χI≠

あの久石譲か関西フィルハーモニー管弦楽団とともに創
りあげる「もののけ姫」「ナウシカ」等の世界。

屋外・屋内で軽スポーツを楽し
みましょう[〉とき…10月18日(日)、

９時半〜正午[＞内容…講演｢今だ

［＞費用…20）○円（資料代）圃往

よ、子どもと楽しく遊べるのは｣＝

復はがき（1人１枚限り）に「英

学校レ持ち物…上靴

元京都市立幼稚園長会会長・能勢

会話連続講座○○クラス希望」と

ーツ課(a内線2621)。

勲さん[＞対象…乳幼児の保護者[＞

住所・氏名・年齢・性別・電話番

■トレーニング機器実技講習会

参加費…無料[〉保育…申し込み制、

号・希望の動機、返信にもあて名

３歳まで

12月20日の日曜、

午前９時半〜正午。６回[〉受講料

半〜[＞ところ…黄槃体育館1＞対象…
市内在住・在勤・在学の人[＞チー

■英会話連続市民講座

〈ワープロ初級ワードW95〉I〉
とき…11月15日

■市民ソフトバレーボール大会

西小倉コミュニティセンター

生涯学習

…m⊃O円。

考參さんｔ･･.ヽ，しょ･

スポーツ

いずれも午後１時半〜午後４時

宇治公民館

午前９時半〜正午。６回[〉受講料

ボランティア養成講座

H/12困 退職後の家庭生活を考える

[〉とき・ところ…下表のとおり。

10/20㈹
10/2哺

とき…11月14日〜12月19日の土曜、

11/10脚 肩書き離れて生き生きライフ 〈やさしい英会話教室〉[＞とき
n/＼困 退職後まだまだ働ける楽しい人生

金が受けられない場合もあります。

回同課(a内線2312)。

〈ワープロ中級ワードW95〉[〉

■国際親善協会日本語指導

少年・少女の非行と犯罪の現状

12月20日の日

講料…9000円。

生きる力を育てる
a.SiEta帥字既E5 義本

き…10月19日（月）

男の一生、「うた」の中の女性ほ

2410)。
官公署・その他

されてきたかをテーマに展示［＞と
23日出C＞ところ…

回同課(s内線

３つ子の魂百まで
京t!女子大学歓侵岡田純也さん

正男さん

〈パソコンプログラミング初級〉

11/12
[＞とき…11月フ日(土)、14日出、
Ⅲ
3
11/14 少年・少女の性について 28日出のいずれも午後1時半―
山
部紅封報^市木美知子さん 時[＞ところ…生涯学習センター[＞

業・管理について。[＞とき…10月

一夫から妻への暴力ｰ

10人

子供の情操を育てる
艶大学肋班高橋司さん

にかけて楽しめる花の選び方や作

ﾋﾞﾃﾞｵ｢愛し、敬い､傷つけられて｣

ﾋﾞﾃﾞｵ｢ｕを選んだ女たちﾊﾟｰH･2｣

045‑0099)。

くパソコンデータベースアクセ

いずれも午前10時〜正午[＞ところ…

在住・在勤・在学の成人女性[＞定

学校低学年

午前10時〜正午[〉ところ…岡屋小

10／29湘午後6時半開演
文化センター大ホール

囲生涯スポ

レとき…10月24日出、午後１時

前売券発売中

Ｓ席5,000円

全席指定

Ａ席4,000円

(当日500円増)

Ｂ席3,000円

[iliO月12日(月)から保健

推進課(a内線2262)。育児サー
クル紹介コーナーで、紹介を希望
する人はちらしなどをお持ちくだ
さい。子どもと遊べる動きやすい
服装でお越しください。

963

12月11

日の火・金曜、午後６時半〜９時。

圃往復はが

ンター(〒611‑0021宇治琵琶45‑14、

12月

くパソコン入門エクセル表計算
W95〉[＞とき…11月13日

C〉とき…10月20日図、午後１時
〜3時[＞ところ…市役所市民相談

100円。申し込み制

児童書テーマ

圃io月13日(火)か

困io月13日(火)から同センター

お知らせ

00円[〉保育…２歳以上、おやつ代

催し

圃io

11年３月13日の毎週土

10月11日(日)〜20日(火)『全国地域安全運動実施中』
みんなでつくろう安心の街
〜締め出そう暴力団は街の敵〜
[圖企画管理部総務課(a内線2052)

※終演時刻に合わせて近鉄大久保駅、
小倉・緑ケ原方面、京阪宇治駅に臨
時路線バスを増発します。
問い合わせ･電話予約…嘲宇治市文化センター（320‑2111）

講習会
づくり

春のささやきに

チャレンジしました

るページ

受賞作品の抹茶を使ったヶ

した美川織恵さんを講師に︑

かず︑短時間でしたが今日

りにくい︒百聞は一見に如

は本を読んだだけでは分か

湾友榔Ｓ一友

Ｉキ﹁春のささやき﹂づく
の講習で良く分かりました﹂

ト大きなコオロギガ⁚ 家でふ化したコ
オロギを見て作ろうと思つたんだよ

りに挑戦しました︒講師の
説明に熱心に耳を傾
けた後︑早速︑四人
一組で作業に取り掛
かり︑腕前を発揮︒
すべての組がみごと
に完成し︑出来上が

われました︒参加者はお菓
した︒参加者の一人︑

の味に舌鼓を打ちま

ったばかりのケーキ

子づくりの中・上級者二十

かしいヶＩ牛づくり

は﹁おめでとうございます︒

キづくり講習会﹁宇治茶Ｄ

クール﹂で最優秀賞を受賞

ことを認証します﹂と書い

宇治市の未来を担っていた

木幡の箱崎さんは

やんを市役所に招いて︑久

たクリスタル製の認証盾と

だく世代です︒すくすくと

四名︒市観光協会主催の

保田市長から﹁あなたは十

記念品を贈りました︒市長

Ｅデザート﹁春のささやき﹂

九万人目の宇治市民である

育ってください﹂と祝福し
ました︒父親の正治さんは
﹁十九万人目と聞いて驚い
ています︒素晴らしい偶然
です︒記念になります﹂と
涼子ちゃんを見守りながら
話していました︒
宇治市は︑昭和二十六年
三月一日︑宇治町︑東宇治
町︑小倉村︑桐島村︑大久
保村の二町三村が合併して
発足︒当時の人ロは︑三万
八千二百三十一人でした︒
平成四年二月二十八日に十
八万人となって以来︑六年
半で十九万人目を突破︒市
制施行から四十八年目で人
口は約五倍に増えたことに
なります︒

市民情報

と満足気でした︒

催し

◆フォークダンス初心者講
習会 11月２日側︑午後１
時〜３時︑市民会館︒５百
円︒上靴必要︒山岡さん雲
０７５一４６１・︒1828．
◆ちぎり絵講習会 来年の
えとを色紙や短冊絵馬には
ります︒10月15日・29日︑
一１１一月５日︑いずれも木曜日︑
午後１時〜４時︒南宇治コ
ミュニティセンター︒材料
費千百円程度︒岩井さん昔
４５ｅ０４︵り︵ｈ︶Ｏ
◆同胞の家まつり 模擬店︑
バザー︑ゲーム︑作品展な
ど︒10月25日向︑午前10時

同胞の家公20・４

〜午後３時︒同胞の家とそ
の周辺︒

◆国際ソロプチミスト宇治

ファクス20・２２

▲僕も作ってみようかな…

080
30０

直接会場へ︒宇治市バドミ

体育館︒無料︒上靴必要︒

午前10時〜午後４時︒黄聚

ミントン︶ 10月17日出︑

◆生涯スポーツ教室︵バド

西村さん雲32・3509．

後７時〜９咳宇治公民館︒

午前10時〜正午︑または午

体験学習会 10月15日困︑

◆市民歩こう会 10月18日

㈲︑午前８時半〜︑ＪＲ宇

◆国際語エスペラント無料
ん容32・0059．

治駅前集合︵雨天時は25日

剛︶︒岩船寺方面︒約12キ

産業会館前︒千円︒平井さ
時半︒生涯学習センター・

ロ︵一般向き︶︒牧原さん

短信

31日出︑午前10時〜午後３

°
容23･ (MCS1CO<Ｍ

◆環境・緑化フェスティバ

チャリティーバザー 10月

ル 10月24日出・25日㈲︒

府立宇治公園塔の島︒宇治

ライオンズクラブ事務局雪
°
31･ CX5C 050

◆エアロビクス・健康祭

︵講演と実技︶ 一⁚一月15日向︑

午後１時〜４時︒城南勤労

者福祉会館︒定員百名︒無

料︒参加賞あり︒保育あり︒

伊勢村さん＆43・1715．

◆紫式部とお菓子とわたし

平安中期のお菓子の手作

りと試食︒源氏物語ミュー

ジアム見学などの楽しい催

し︒11月23日前︑午前10時

〜午後５時︒宇治公民館ほ

か︒市内在住の55歳以上の

ペア︑先着30組︵多数の場

合は抽選︶︒１組千円︵昼

食付︶︒申し込みは︑はが

きで10月30日㈲までに〒６

０４１０８７４︑京都市中

たといって上の部門の子は、小さ

「自分たちも優しくしてもらっ

ニー（小学校低学年）、ジュニア

い子どもた句こ優しく接していま

れ合いや様々な活動の中から、少

かれて活動しています。お菓子づ

しずつ協調性や自主性が出てくる

くり教室やナイフの使い方などを

ように思います。体験入団もでき

勉強するのは、ブラウニーや､ジュ

るので気軽に問い合わせてくださ

ニア部門。シニア部門からは自分

い」とガールスカウト団委員長の

たちで計画して活動するなど自主

池田さん。活動はだいたい月２〜

たし﹂係︵昔０７５・２４

進部﹁紫式部とお菓子とわ

ＳＫＹセンター長寿社会推

ガールスカウト

１･ OCMCSltｏ︶へＯ

募集

◆油絵サークル﹁創画会﹂

絵画の基礎を楽しく勉強︒

毎月第２・４水曜日︑午後

１時半〜３時半︒宇治公民

館︒月２千５百円︒吉竹さ

ん萱22・0186．

◆油絵サークル﹁彩美会﹂

新会員を募集︒毎月第１

・３木曜日︑午前10時〜正

午︒小倉公民館︒月２千２

百５十円︒︵昼︶井村さん

昔22・3735．︵夜︶・中

村さん＆22・3517．

◆盆石サークル︵砂絵＝盆

石画︶ 砂で美しい絵を描

いてみませんか︒毎月第２

・４水曜日︑午後１時〜４

時︒総合福祉会館︒60歳以

上︒月２千円︒萩原さん昔

10月

24･ iｒ)i‑io(ソ3°

◆韓国語講座受講生

的なものが主になってきます。合

３回（部門によって変わります）

同で行うのは手話教室やキャンプ、

で、午前lO時〜正午。登録費年額

クリスマス会など。このほかに

4400円、会費は月2200〜2500円。

ランティア活動やクリーン宇治運

って変わります。【問い合わせ】

動にも参加しています。

池田さん（容43‑3643）。

さん雲32・3432．

千円︵教材費込み︶︒生田

先着10組︒会費３か月分５

宇治コミュニティセンター︒

半︒及び12月の計３回︒東

10月28日伽︑⁚１１八月12日㈲︑
いずれも午前10時半〜11時

とした音楽遊びのサークル︒

４歳の幼児と保護者を対象

ル﹁プレピアニスト﹂ ３・

◆幼児のための音楽サーク

千円︒和田さん宍一９９一・〇９

半〜３時半︒宇治大谷︒月

毎月第２水曜日︑午後１時

◆大谷カラオケサークル

44･ ００００ｃｏt‑

ー︒月５千円︒木下さん容

南宇治コミュニティセンタ

火曜日︑午前10時〜正午︒

ール 初心者大歓迎︒毎週

◆大久保ダンシングースク

都支部雲43・7528．

月分６千円︒韓国民団南京

上級各コースの受講料６か

田町浮面28−８︶︒初・中・

韓国民団南京都支部︵伊勢

13日〜１１一年３月30日の毎週
火曜日︑午後７時半ｙ９阿

レンジャー（高校生）の部門に分

京区竹屋町通烏丸東︑京都

３つの団があり、それぞれブラウ

︵ガールスカウト京都第18団︶

ケーキづくり講習会
日会場で受け付け︒岩ロさ
生以上︒Ｉチーム千円︒当
山公園テニスコート︒高校
前９時〜︵雨天中止︶︒東
市選手権 10月18日㈲︑午
◆第41回ソフトテニス宇治
７５一６２２一26380

さあ来る
ントン協会︑久保さん雲０

サークル

活動場所・内容は所属する団によ

「あしながＰウォーク」というボ

こども手づくり文化祭(9月23B･中舶龍)

﹁ムースとかのむず

にチャレンジ﹂が︑九月二
十四日㈲に同センターで行

九月七日㈲︑市の人口が

十九万人目の市民となっ

十九万人になりました︒

たのは︑九月二日に市内の
病院で生まれた︑宇治若森
の小田内正治さん︵37歳︶
と貴恵子さん︵36歳︶の二
女涼子︵りょうこ︶ちゃん︒
市では︑九月二十四日︑
小田内さんご夫妻と涼子ち

椴知諒哨鋒卿籾砂碑端採澗籾曝卿φ
▲出来栄えに満足

す。こうした子どもたち同志の触

（小学校高学年）、シニア（中学校）、

〜スナップショット〜
﹁宇治茶ＤＥデザートコン

生涯学習センターのケー

ケーキ

日号みなさんと作

19万人に

ガールスカウトは現在宇治市に

毎月11
交差点

市の人口

(4)
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り
よ

だ
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▲講師の話しに聞き入る参加者

964

