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源氏物語ミュージアム11月８日(日)開館
宇治市が進めている源氏物語のまちづくりの集大成である源氏物語ミュージ
アムがいよいよ11月８日(日)に開館。同日、文化センターでは第８回紫式部文学
賞・市民文化賞の受賞式と記念対談が行われます。これを祝う、前夜祭として

ミュージアム開館を市民の祭りで祝おう

例年のイベントに加えて、市民ボランティアによる宇治大田楽復活祭が７日出
に開催されます。失われた伝統芸能を市民の手でよみがえらせる大田楽復活祭
をぜひご覧ください。[固文化自治振興課(a内線2222)。

宇治大田楽復活祭多数ご観覧を

◆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◆

受賞式と記念対
談、源氏セミナー
の往復はがきに

所在地

宇治東内45‑26

よる入場申し込
みの受付はすで
に終了しました。

J R宇治駅から
徒歩15分、京阪
宇治駅から徒歩

鴇市顛物語
ﾐュｰｼﾞｱﾑ

10分

昌宇治上神社
宇冶神社

展示観覧料

大

人500円(400円)

小中学生250円（200円）

）内は

30人以上の団体

休館日

月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始

開館時間

午前９時〜午後５時

問い合わせ

源氏物語ミュージアム準備室（容28‑0200）

詳しくは11月11日号でご紹介します
11年１月１日号で紹介する

うさぎ年生まれが二人以上いる、うさぎにちなんだ名字であるな
ど、うさぎにかかわりのある家族はいらっしゃいませんか、広報課

うさぎ年
ファミリー募集

967

源氏物語ミュージアム施設案内

◇応募方法…はがきに①住所
話番号

②家族全員の氏名と生年月日

③電

④我が家の簡単なＰＲを書いて、ｎ月13日（当日消印有効）

では本誌11年１月１日号にご家族そろって写真とインタビューで登

までに市役所広報課（〒611‑8501住所省略可）へ。

場していただく「うさぎ年ファミリー」を募集します。我が家こそ

9、持参も可。選考の上、結果は応募者に連絡します。◇問い合わ

ファクス20‑877

はという明るくユニークなご家族のご応募をお待ちしています。

せ…広報課（s内線2070）。

六十五歳以上の低所得の人

所得の在宅寝たきり老人︑

害者手当等の受給者や︑低

て︑老齢福祉年金︑特別障

別減税の追加実施に関連し

几ｙ⑧⑦は障害者母子福祉課

⑦特別児童扶養手当

⑥児童扶養手当

内線2310︶

Ｉ①〜⑤は国民年金課︵昔

限ります︒

市民税が非課税の場合︶に

する人

る︶で次のいずれかに該当

課税か均等割のみ課税に限

場合は︑その人が市民税非

たは扶養親族となっている

かの人の控除対象配偶者ま

されている人︵本人が︑ほ

が非課税か均等割のみ課税

人か平成10年度分の市民税

給付金の支給を受けること

が非課税に限る︶で︑福祉

る場合は︑その人の市民税

または扶養親族となってい

ほかの人の控除対象配偶者

民税非課税の人︵本人が︑

人︶で︑平成10年度分の市

年８月１日以前に生まれた

て︑65歳以上の人︵昭和８

が必要となっています︒

の判断に市民税の課税状況

支給に当たって︑支給要件

この臨時福祉特別給付金

問い合わせください︒

特別給付金コーナーまでお

れぞれの担当課または臨時

れて来なかった場合は︑そ

かかわらず︑申請書が送ら

⑩経過的福祉手当

⑨障害児福祉手当

寝たきりまたは痴呆などの

月１日以前から︶継続して︑

て６か月以上︵平成10年２

ただし︑この支給要件に

2346︶

Ｉ高齢福祉医療課︵萱内線

ます︒

課税資料を活用させていた

市が有する平成十年度分の

省かせていただくために︑

皆さんのお手数を少しでも

ガンに︑秋の火災予防運動

べて 小さな火﹂をスロー

日側から十五日㈲までの間︑

消防本部では︑十一月九

▼支給要件及び担当課

手当︑障害児福祉手当また

年８月１日におい

は経過的福祉手当を受給で

は申請書を郵送する予定で

平成一⁝

ただし︑①〜⑩に該当す

きる人

す︒申請書に必要事項を記

全国では毎年およそ六万

の死者と七千人の負傷者が

生じています︒中でも建物

からの出火のうち︑住宅か

ら発生した火災が最も多く︑

死者の約九割を占めていま
す︒

１１月９日は﹁１１９番﹂の日

あなたの生命と財産を守る

すい気候となるこの時期︑

大切です︒火災が発生しや

を認識し︑改善することが

住宅における火災の危険性

には︑居住者がそれぞれの

や誤報のほか︑﹁いたずら

611へお掛けください︶

には︑病院紹介︵萱21・3

あります︒しかし︑その中

約八百件から千件の通報が

消防本部には︑一か月に

けたとき⁝①場所と名前を

◆火事になったときや見つ

に注意してください︒

報をするときは︑次のこと

また︑実際に１１９番通

やりをもって利用しまし︒

人のために︑お互いに思い

大切なホットラインです

市民一人ひとりが防火意識

通報﹂もあり︑その件数も

住宅からの火災を減らす

を高め︑大切な生命や財産

正確に ②目標となるもの

表・事務所の所在地などが

動目的・規約一構成員・代

てください︒

いて﹁１１９番﹂へ電話し

すが︑ひと呼吸し︑落ち着

慌てたり焦ったりしがちで

緊急の場合だけに︑つい

前と電話番号を

話している﹁あなた﹂の名

と目標になるものを ③電

事故の内容・程度 ②場所

◆救急車を呼ぶときは⁝①

しくヽ詳しく

を付け加えて ③状況を正

日々増加してきています︒

今︑女性をめぐる状況は

明確であり︑活動の実績が

扱い体験

を火災から守りましょう︒

大きく変化してきています︒

あること③構成員はおおむ

F愛あれば幸あり」丿

災害で助けを求めている

二十﹇世紀に向けて︑求め

カ20人以上であること④営

件の火災が発生し︑二千人

の拠点づくりを︑女性も男

られる女性問題解決のため

▼応募期間：11月２日側〜

による消火器取り

臨時福祉特別給付金を支給

に対し︑・臨時福祉特別給付

307︶

母子児童福祉係︵容内線2

ができない人が対象となり

几ｙ⑧〜⑩は障害者母子福祉
状態であるため常時の介護

該当する場合でも︑福祉給

だく予定です︒この方法に

を実施します︒

る場合でも︑平成10年８月

Ｉ障害者母子福祉課障害者

利を目的にしたものは除く︒
▼応募方法・：市指定の応募

20日㈲︵必着︶︒

ﾄの配布○住宅防

申請受付期間は１１月12日困130日㈲

金が支給されます︒支給対

①平成10年８月１日におい

課障害者福祉係︵容内線2
を必要としている65歳以上

付金の取り扱いと同様に生

ついて︑不明な点やご意見

②障害基礎年金のうち年金

１日において生活保護を受

福祉係︵容内線2305︶

用紙に必要事項を記入し︑

▼対象⁝市内在住・在勤・

▼応募先⁝〒６１１−８５

本展示○住宅防火啓発用パﾝフﾚツ

平成十年分所得税等の特

象者や支給の方法などは次
⑧特別障害者手当

のとおりです︒

305︶
の人︵昭和８年８月１日以

活保護を受けている人など

があれば︑それぞれの担当

証書の年金コードの先頭３

けている人や社会福祉施設

か︒

女性センターについての考

在学の満18歳以上の男女

０１ 宇治市役所女性政策

映○消火模擬装置

白ばら講演会

そのため市では︑市民の

⑩原爆被爆者諸手当︵医療
前に生まれた人︶

は支給対象となりません︒

けたが﹁６３５﹂﹁２６５﹂

に入所している人などには︑

︒▼活動内容・：女性センター

えを８００字程度にまとめ

性も一緒に考えてみません

の基本構想を検討し︑まと

たものと一緒に︑郵送・ファ

▼募集人数⁝５人︵＊うち

室︵酋内線２０９１︑ファ

火啓発ﾋﾞﾃﾞｵの放

宇治市明るい選挙推進協議会・選挙管理委員会

対象者1人につき１万円

特別手当︑特別手当︑健康

2346︶

Ｉ高齢福祉医療課︵昔内線

■臨時福祉給付金

管理手当︑保健手当︶

③障害基礎年金のうち年金

ただし︑平成10年８月１

︵当日消印有効︶までに担

めていただきます︵10年度

組織推薦２人︶︒

クス20・8778︶へ︒選

クスまたは持参︒

は︑３回程度の会議を予定

＊推薦できる組織の要件

考結果は応募者全員に通知

しています︶︒︒

○住宅用防災機器･防炎製品の見

堀EE》

﹁気をつけて はじめはす

て本年８月分の次のいずれ

几ｙ⑩社会福祉援護課︵容内

証書の年金コードの先頭３

別に同様の措置がとられる

日において︑病院︑診療所︑

当課へ郵送にて申請してく

課までお申し出ください︒

かの年金か手当を受給でき

けたが﹁５３５﹂﹁０６２﹂

ため︑支給されません︒な

老人保健施設に継続して｀３

ださい︒

午前９時〜午後４時
①事務所が市内にあり︑構

スコーナー・コミュニティセンター･図書館と選挙管理委員会事務即こありますＯ

11月９日（月）
します︒

入場無料（整理券が必要）

住宅防火フェアー
成員の大半が市内に在住・

◆整理券は市役所玄関案内､文化ｾﾝﾀｰ､各公民館･ふれあいｾﾝﾀｰ･行政サーピ

市役所I階ギャラリーコーナー

eEED

11月9日（月）〜11月15日（日）
在勤・在学であること②活

文化センター小ホール

②本年８月分の特別障害者

④遺族基礎年金等のうち年

お︑通所︵通園︶施設など

か月を超えて入院︵平成10

なお︑満65歳以上で非課

市民委員を募集

堀EED

秋の火災予防運動

る人

圃女性政策室（a内線2091）

線2301

金証書の年金コードの先頭

で通所サービスを受けてい

年４月30日以前からの入院︶

税の人が対象の臨時特別給

｢宇治市女性センター検討委員会｣

）
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の老齢福祉年金

３けたが﹁２７５﹂﹁２８

る人や軽費老人ホームなど

している人︑特別養護老人

付金は︑11月12日㈲〜30日

該当すると思われる人に

５﹂

の契約型の施設を利用され

ホーム等の社会福祉施設に

・3141臨時特別給付金
コーナー︶︒
また︑これらの給付金の
支給対象者と思われるにも

〈手話通訳、要約筆記を希望する人は事前に申し込みを〉

申請方法

⑤遺族基礎年金等のうち年

て円
いる人で①〜⑩に該当す

平成10年８月１日におい

入︑押印して11月30日間

金証書の年金コードの先頭

る場合は支給されます︒
対象者1人につき3万
■臨時介護福祉金

３けたが﹁６４５﹂﹁０７
２﹂﹁０８２﹂﹁１０２﹂
ただし︑③と⑤に該当す

▼支給要件及び担当課
平成10年８月１日におい
て︑生活保護を受けている

▼支給要件及び担当課

入所している人は支給対象
側の間︑市役所１階の市民
円
と対
な象
り者
ま1
せ人
んに
︒つき１万
ロビーに臨時特別給付金コ
■臨時特別給付金
ーナーを設け︑受け付けし
・：﹄り芦ｊ﹄・ｒｒ・・ｒ％Ｉ ｒＩＺり四％︑四ｊ
ます︵問い合わせ先⁝022

る人にっいては︑平成10年
度分市民税非課税の人︵本
人が︑ほかの人の控除対象

っている場合は︑その人の

配偶者または扶養親族とな

4時

11月25日（水）午後1時半

圃消防本部（a内線2657）

海原しおりさん

講師

￨il

￨￨￨￨￨r￨￨ri
￨11111111川￨ ￨ l l l l ￨ ￨ ￨ l l
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圖市選挙管理委員会事務局（a内線2580）
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市役所ぺCO電話･郵便(i

情報B

ト322‑3141(代表ト
………〒611‑8501ﾊﾞm観のため懸不動

４時l〉行き先･‥奈良県明日香村へ

50、FAX22‑5654)へ。

市のバスで[〉対象…小学３年生〜

■福祉バザー

…入館料130円Eン持ち物…弁当・

時半

水筒・敷物・筆記具・おやつ少々。

学校体育館

日團、25日困、午後３時半〜４時

OX

ｊ［回は問い合わせ，困は申し込み。
圃の書いていないものは直接会場
‥へお越しくださいレエ

レ

＼

＝午前10時

・赤十字救急法講習会

[〉参加協力券…500円(事前に購

心肺蘇生法を中心とした応急手

部、それぞれ監督１人、選手８人
以内(出場は５人)[〉参加費…無
料

込書で生涯スポーツ課(a内線26

IHli月13日出までに所定の申

[＞対象…幼児〜小学校低学年[＞内

も社会福祉協議会(S22‑5650)へ。

22)へ。

容…ペープサート、エプロンシャ

■在宅老人家族介護者教室

■木版画年賀状教室

C〉とき…11月14日出、午後１時

ターC〉参加費…無料。直接会場へ

■交通指導員補助員
[〉勤務内容…通学路における児

入してください)圃回宇治ボラ

童の安全誘導t〉勤務日…交通指導

ンティア活動センター(社会福祉

員の欠勤する日。学校開校時の月

前10時〜午後５時[＞ところ…中央

協議会内昔22‑5650、FAX22‑5654)

２回程度[＞勤務時間…午前フ時半

公民館[＞対象…15歳以上の人(中

へ。当日資料の点訳・拡大・音訳

〜8 時半＼＞勤務地…岡屋、御蔵山、

[〉とき…11月21日出、28日出、

半〜3時半[〉ところ…小倉デイサー

いずれも午後１時3時半[＞とこ

ビスセンター[＞テーマ…家庭でで

ろ…宇治公民館[〉持ち物…彫刻刀、

きる生活リハビリ

当の講習C〉とき…11月29日(日)、午

Hill月13日出

までに同センター(昔21‑6294)へ。

バレン､絵の具､筆記用具､下絵等
[〉材料費…300円[〉定員…先着30
人

生涯学習

回ii月４日困から同館(S21‑

2804)へ。
■たのしい健康教室

官公署・その他

日常生活にすぐ役立つ健康づく
■膠原病患者交流会

学生を除〈)[〉定員…先着30人じ>

が必要な人は事前に申し込みを。

菟道、北槙島、西小倉、大開、西

りの方法を学んでみませんか。[＞

教材費…700円

当日保育の必要な人〔３歳〜就学

大久保、木幡各小学校区で市が指

日程・内容…下表のとおり。いず

京都府支部宇治市地区事務局(社

前でおやつ代似〕円)は11月21日

定した場所。各校区１名じ＞対象…

れも午前10時〜正午t＞ところ…広

半

会福祉援護課内、容内線2303)。

倒までに申し込みを。

おおむね60歳未満で健康な人[＞賃

野公民館と屋外[〉対象・定員…市

対象…膠原病患者かその疑いのあ

■就学時の健康診断

■植物公園

金…時給1248円

内在住の人、先着30人[〉参加費…

る人[〉内容…講演｢ステロイドに

圃同H

(a内線2259)。

無料

ついて｣、体験発表、交流会[〉定

(昔45‑0099)。入園料が

■登録ヘルパー

囲生涯学習センター(022‑0220)。

困日本赤十字社

来年４月に小学校に入学する幼
児(平成４年４月２日〜５年４月

別に必要です。

１日生まれ)を対象に各小学校で

く講習会・ポプリを使った安眠

健康診断を実施します。必ず受診

圃交通対策課

[＞応募資格…次のすべてを満た

[1]!5]館(昔41‑7450)へ。

す人。①昭和23年４月２日以降に

陶

枕作り〉鎮静効果のあるハープの

生まれた人②ホームヘルパー養成

‑
11/24

通知していますが、まだ届いてい

ポプリを入れた小型の安眠枕を作

研修2級か３級終了の人③福祉に

ない人は学校教育課(a内$12613)

ります。【＞とき…11月15日(日)、午

理解と情熱のある人④家事介護や

へ。

後１時半

簡単な身体介護が適切に行える人

[＞とき…11月11日困、午前m時

3時半【＞定員…先着40

人C＞材料費…1500円。

⑤週A日以上活動できる人⑥原動

■秋の市民見学会｢奈良橿

機付自転車で活動できる人μ応募

たのしl‑fil$i

11/19

してください。対象者にはすでに

・無料年金労務相談

(あなたは食べるだけ)
‑

‑
11/27

(FMうしにもちゃん
のﾚｯﾂｱｳμｱｰ)

員…先着20人

[Uli月２日(月)から

■難病個別相談(神経系)
[＞とき…11月13日倒、午後１時
〜３時C〉ところ…宇治保健所E〉対

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰ)

象…神経系難病患者かその疑いの

一
賎づくり≫i
(ｽﾄﾚｽ旧法)

1

4時[〉ところ…宇治保健所＼＞

同保健所(昔21‑2191)へ。

小轟雅夫さん

たのしい野外実習
(ゆりかもめとふれあい)

㈹

[〉とき…11月11日出、午後１時

ｕ喜代さん

ある人C〉内容…専門医師による個

(鵬

別相談[＞定員‥･先着６人圃il月
■男性学講座

２日(月)から11日困までに同保健所

〜午後3時[＞ところ…市役所１階

原・五所遺跡探訪、若原

方法…福祉サービス公社にある指

レ日程・内容…下表のとおり。

ギャラリーコーナー[＞相談員…府

英イチさんと共に｣

定の履歴書を同公社に提出(＞応募

いずれも午後７時〜９時t＞ところ…

社会保険労務士会会員

[＞とき…11月11日伽、午前８時

期間…11月２日C月)〜13日團[＞募集

中央公民館[＞対象…市内在住・在

人数…若干名[〉１次審査…11月18

勤の40歳以上の男性[＞定員…先着

日(水)＝面接による口述試験[＞2次

50人[＞参加費…無料圃ll月２日

〜４時μところ…生涯学習センター
レテーマ…21世紀の地域歯科医療

囲国民年

50分にJ

金課(a内線2311)。

R宇治駅か京阪宇治駅に

■自治会・町内会街灯電気
料金補助

集合[＞定員…先着58人(バス１台)

審査…健康診断、合格者はヘルパー

(月)から同館(S20‑1411)へ。

市では自治会・町内会が管理す

[＞参加費…4500円(昼食付)圃

に登録[＞活動単価…時給1110円

生涯学習センター(S22‑0220)。

る街灯の電気料金を補助します。

宇治市読書クラブ協議会小畑さん

(平日午前９時〜午後５時)、時間

前年度実績や調査資料により該当

(a22‑8538)圃中央図書館(320‑

12/川

すると思われる自治会・町内会長

1511)。

税を知る週間で多

には関係書類を送付していますの

○税の絵画展：市内幼稚園・

で11月30日(月)までに申し込みを維

小学生の税に関する絵画を展
示。C〉とき…11月1旧困〜17
日(火)[〉ところ…市役所1階ギャ
ラリーコーナー
○税金なんでも相談会吋〉と

持課(容内線2375)へ。補助対象
の街灯があり、書類が届いていな
い自治会・町内会は同課へ連絡を。

彩な催し

き…11月11日俐、午前10時〜
午後２時Ｄところ…京都中央

本年度より補助率が３分の２から
４分の３に引き上げられました。
■市民絵画展出品受付
[＞絵iii展会期…12月３日困〜６
日(日)、午前10時〜午後５時(搬入
12月２日)[＞会場…中央公民館C〉

信用金庫西小倉支店(西小倉
中学校東側)[>内容…相続と
税金、家や土地を売った時の
税金、年金やパート収入と税
金など[〉主催…宇治税務署
一回市民税課(a内線2120)‑

種目…絵画(日本画、洋画、水彩
■大久保青少年センター

画、水墨画、パステル画)C＞点数
…１人１点[〉大きさ…８号〜50号
[〉出品料…1200円[〉資格…市内在
住・在勤・在学の人[＞出品受付…

回il月２日(月)から同センター
(344‑7447)へ。
〈みんなであそぼう〉[＞とき…

11月９日(月ト13日倒、午前９時半

11月14日出、午前９時〜正午μ内

〜午後５時に、出品料を添えて文

容…スポーツ広場(バドミントン・

化自治振興課(a内線2223)へ。

卓球)[〉対象…小学生以上[＞参加
費７･無料。直接会場へ。

ポリオ生ワクチンの服用
◆対

〈こども手話教室〉[〉とき…11

象…生後３か月〜90か月未満

月14日〜11年３月13日の第２土曜、

◆ところ…保健医療センター

午前10時

◆時

年生〜６年生レ定員…先着５人

間…午後2B寺〜３時半
火

水

木

金

11 月

⑤⑥
⑩⑩
⑩⑩
@ @

○印が実施日

月

回保健推進課（a内線2262）
催し

11時半≫対象…小学３

(通して参加できる人)レ参加費…
無料に＞持ち物…筆記具'･水筒。
〈社会見学｢府立植物園へ｣〉
[＞とき…11月15日(日)、午前９時〜
午後３時[〉行き先…府立植物園レ

外、土・日曜、祝日加算あり。

へ。

退駐の薙生活を考える

ﾀｰ座長)

〜午後２時[＞ところ…小倉公民館
[〉内容…パンを使った朝食メニュー

福祉

を考えるに＞定員…先着25人卜材料
■市民ボランティア入門講座

費‥･300円[〉保育…２〜５歳まで
10人(おやう代100円必要)[回生

[＞とき・内容…下表のとおり。
金曜は午後６時半

8時半。土曜

(Q21‑2191)へ。
■宇治久世歯科医師会50周
年記念公開講演会
[〉とき…11月12日困、午後２時

を考える。直接会場へ。

回宇治

久世歯科医師会(昔32‑3424)
■城南勤労者福祉会館
<正月用着付教室〉[＞とき…12
月５日出、６日(日)、いずれも午後

C＞とき…11月19日俐、午前10時

センター内包38‑2331)。

涯学習センター(S22‑0220)。

１時〜４時[〉定員…各先着40人[＞
受講料…500円[＞持ち物…着物、
帯、小物一式dill月４日出から
同館(S46‑0780)へ。
・城南地域職業訓練センター
11月４日困から同センター(a
46‑0688)へ。
くパソコン中級エクセル表計算

は午後１時半〜４時(④の１日体

wg5〉[＞とき…12月５日

験日を除＜)[〉ところ…総合福祉

月９日の水曜は午後６時半〜９時、

会館レ定員…40名[〉対象…高校生
「老いを楽しく、高齢期を

みに参加する場合は200円)El宇

こう生きる」と題し、平成11
年２月６日出に文化センター

治ボランティア活動センター(社

で発表会を開催します。高齢

会福祉協議会内容22‑5650、fAX22‑

期の過ごし方の実践談や町づ
くりへの提言、生活偏条や主

5654)へ。
①11/13ボランティアつて何だろう
吻
近畿大学非粍講師瓦井昇さん

張などを発表してみませんか。
［≫対象…60歳以上の市民
E≫応募方法…市販の400字詰

②11/20人と人とのつながり…
'映isr学校1｣原作者鶴鮮沙子さん め原稿用紙４〜５枚（2000字
吻
③11/21ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟと車いす体験
以内）に発表内容をまとめ、
田
ぬくもりの会代表村財雄さん
11月27日㈲までに最寄りの公
④11/22一日体験してみよう／
(日)
老人･障諸施設､福祉団体､ｲﾍﾞﾝﾄ
から
12/4 などでﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ￨吋験
倒
⑤12/4
吻

まとめ…ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動へ第一歩
宇狗ﾝﾃ<7iiltﾝﾀｰ運SI賎山膿代さん

■足の不自由な人の集い

〜午後４時［〉行き先…府立植物園
卜対象・定員･･､足の不自由な人10

ンティア15人じ〉参加費…無料（昼

舞台古墳・飛鳥資料館へ｣〉C〉と

食代は各自負担）[5]11月13日㈹

[＞とき…11月29日(日)、午前の部

き‑11月22日(日)、午前９時〜午後

までに社会福祉協議会（S22‑56

定員…先着20人[＞受講料…9000円。
〈パソコン初級ロータス1‑2‑3〉
[＞とき…12月14日〜22日の月・火･
木・金曜、いずれも午前９時半〜
午後３時半。 12回[＞定員…先着20
人[＞受講料…1万600円。

こ
と

民館か生涯学習センターへ。
回生涯学習センター（昔22‑0
220）。
中央公民館020‑1411)
宇治公民館（321‑2804）
木幡公民館（a32‑8290）
小倉公民館（昔22‑4687）
広野公民館041‑7450）
石見
スポーツ・教室

人（初参加者優先で選考）、ボラ

ニー第三番｣字幕付上映会

11年１

土曜は午前９時半〜正午。６回[＞

以上の人C＞資料代…500円(②の

先着30人[〉参加費…交通費と入園

く歴史教室｢高松塚壁画館・石

祁彰さん

■食を考える講座｢料理教室｣

回同公社(東宇治地域福祉

レとき…11月19日俐、午前10時

料640円>持ち物…弁当・水筒・

n/湘

宇治地域福祉センターか小倉町山
際63‑1、西小倉地域福祉センター)

駐き離れて生き生きﾗｲﾌ

圃

12/8 ㈹ IS蝕だまだiける楽しい辺(ﾒﾝｽﾞｾﾝ

圃同公社(五ケ庄折坂5‑149、東

対象…小学１年生〜６年生μ定員…

敷物・おやつ少々。
■地球交響曲｢ガイアシンフォ

969

c[〉とき…11月８日

女子・混合(男3人、女２人)の

菟道ふれあいセンター[亘]いずれ

、午後の部＝午後2

時〜[＞ところ…生涯学習センター

2時半[＞ところ…伊勢田小

(剛､午i友i時半〜２時半[＞ところ…

募集
お知らせ

上の人[〉チーム…一般男子・一般

０[＞とき…11月８日(日)、午後１

中学生[〉定員…先着30人[〉参加費

〈おはなし会〉[〉とき…11月11

市内在住・在勤・在学の中学生以
。

■市民駅伝競争大会
[〉とき…12月６日(日)、午前９時
半〜C〉ところ…太陽が丘[＞対象…

司くふ

H9.10.8R ／棋島町清水
っかさ、超ラブリイーワ
９年n月生まれのお子さん。９日
囲までに広報課(a内線2070)へ
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保険・衛生・相談

図書館

献血

あんな本
こんな本

囲宇治地方振興局S21−2101．府暴力
追放運動推進センター（3075‑451‑89

●４日伽、午前10時〜正午＝産業会館、

30）では電話での相談も可。

午後１時半〜３時半＝㈱シンエー京都

■法律相談

南支店。

毎週木曜、午後1時半〜３

毎週月曜〜金曜、

人の世の無常を連想する

午前９時〜午後５時、青少年問題の悩

など文学史的な所産であ

みなどお気軽に。a24‑0800．

る歌枕。「万葉集」以降の

・家庭児童相談室

ん。a43‑0898．
４日(水)・18日困、午

毎週月曜〜金曜、午

古歌から著名な82か所の

動物は危険を感じると死んだふりをします。
じっとしてる方が安全だから。それは授業中

る困りごとなど。S23‑8698．

解説と美しい写真を綴っ

あてられないようにじっとしているのと同じ。

た紀行文。

動物のふしぎな行動を観察し、それをひとの

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日困=木幡公民館、
4

時。年金・健康保険など。回国民年金

行動と比較している興味深い本。
｢バッキンガム宮殿の殺人ＪＣ・Ｃ・ペニ
スン著／ハヤカワ文庫

☆「ヨースケくん一小学生はいかに生きるべ

元気なメイドがバッキンガム宮殿で起きた

課(S内線2309)。

殺人事件の解明に大活躍。当時の宮殿内の様

■暴力にかかわる困りごと相談

んのふしぎ傑作集−」池田啓文／柳生弦一郎
絵／久保敬親写真／福音館書店

歌枕の地をたどり、歌の

宇治地方振興局S21‑2101。

18日冰)＝小倉公民館、午後１時半

☆「ひと・どうぶつ行動観察じてんーたくさ

前10時〜午後４時。児童と家庭に関す

前９時〜午後４時、来庁順に相談。回

・社会保険相談所

lｺjＴ

鸚バレー⁝⁝⁝⁝

10日固、午後１時〜4時、

宇治公民館。圓保護司会・向井正存さ

ない話92篇を収録した物語集。

小倉山といえばもみじを、鳥部山といえば

ノ万万頴麺類

■宇治こころの電話

相談あんない

スが選び抜いた、幻想に満ちた短くて途方も

真／淡交社

会a23‑0857へ電話予約を。

３時半＝西友宇治店。

■府交通事故相談

「京・歌枕の旅」竹村俊則文／横山健蔵写

時半、定員は先着10人。社会福祉協議

●10日㈹、午前10時〜正午、午後１時〜

■青少年相談

＼

９日(月k

午前９時〜午後４時、来庁順に相談。

きかー」那須正幹作／はたこうしろう絵／ポ
プラ社

子やメイドの日常、エリザベス女王はこんな

授業中トイレにいきた

感じの人かしらと、謎解き以外の楽しみも。

くなったら…、ついカン
ニングしてしまったら…、

植物公園

ったら…。小学生が生き

晶文社

ていくのは結構大変。日

世界各地の神話・伝説や現代・近代の物語
の中から、詩人であり小説家でもあるボルヘ

そよかぜ号巡回

パイナップル科の植物はアナナス類

と呼ぱれ︑アメリカ大陸の熱帯から温

・笠取
11/2・ 25

11/4・ 26

11/5・ 27
11/6・ 30
11/9､12/1

・/･丿

･｝．

宇治 神明･開,広野･大久保･白川･志津川

谷下り、出口、森本、中筋､大谷､東中、西中、
11/11､12/3
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)
11/12､12/4
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

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ll、
11/12､12/4 東中(JR以東)、北畠、檜尾、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

11/19

11日南・25日伽

おはなし
たまてば
こ

11月のし尿収集日程

11/2・ 25
福角(J Riil.西)､日皆田､岡本､上村､大八木島、
11/4・ 26
一里塚､戸ノ内、平町(京滋バイパス以北)、
11/5・ 27
荒棋、田中、大垣内

六地蔵(J R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)、檀ノ東

央

11月のし尿収集日程

南山(Ａ)、広岡谷、芝ノ東(JR以東)、
11/10､12/1 五ヶ庄西浦(J R以東)、三番割
11/11､12/3

おはなし会

駐車時間
駐車場所
■東宇治
４日南
六地蔵 13:50〜14:20六地蔵公会堂前
５日俐
■西宇治
18日南
御蔵山 14:40〜15:50御蔵山小学校
６日出木 幡 14:00〜15:30木幡公民館前
いずれも午後３時半〜４時
志津川 14:00〜14:30志津川バス駐車場 （対象）3才以上でひとりで話が聞ける子供
10日出
明星町 14:50〜15:50汚水処理場横
（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
12日困
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
13日出
21日出
三室戸 15:10〜16:00府営三室戸団地内 ■中 央
13:50〜14:40日産開アパート西側
開
■東宇治
25日南
17日脚
広 野 15:00〜16:00大久保小学校
いずれも午後３時半〜４時
西大久保 13:30〜M:20 西大久保小学校
19日出
(対 象)子供から大人まで
平 盛 14:40〜15:50平盛小学校
(内 ･容)主にストーリーテリング(素話)
棋 島 13:30〜14;
30 穴ー型2汐ia 呂
(参加費)無料
26日團
吹 前 14:50〜15:50槙ft小学校
北横島小学校
27日街北横島 14:00〜15:30

芝ノ東（J R以西）
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(JR以西)、笠取、池尾

々てつがくする小学生
「ヨースケくん」の物語。

■中

地 区
日程

ヶ庄・莵道・炭山
寺界道、古川、西田、北ノ庄、大林、
11/24

マラソン大会でびりにな

ルヘス、アドルフォ・ビオイ・カサレス著／

日

帯暖地に分布しています︒葉が変化し

て花のように見える琶と呼ばれる部分

は︑赤・オレンジ・黄・白・桃・紫な

どに色づきます︒花は地味なものが多

いようですが︑花・芭共に美しいハナ

六地蔵・木幡・五

花ごよみ

⑩パイナップルの仲間

アナナス類は温室植物なので冬越し

アナナスなどもあります︒

です︒十分な温度が保てない場合には

には五度から十度くらいの温度が必要

秋も本番を迎え︑当園の緑の休息所

くのがパイナップルの仲間で︑エクメ

てたっぷり水を与えます︒また︑株の

鉢土の表面が乾いてから四・五日待っ

めました︒その中でもひときわ目を引

アやグズマニアなど約二十種が色付き︑

ており︑根以外にもこの部分から養分

中心部は筒状で水が溜まるようになっ

や水分を吸収するので︑秋から冬の低

温期にはこの筒に水が溜まらないよう︑

時々株ごと逆さにし︑水を出します︒

また︑冬期は生育しないので肥料は一

切施しません︒

着生植物のコーナーを彩っています︒

︵温室︶では様々な植物が花を付け始

「ボルヘス怪奇譚集」ホルヘ・ルイス・ボ

小倉・伊勢田・槇島・羽拍子・安田
南浦(28〜33、80〜98、1〔)0〜110)、大京団地、
11/24
蓮池 ＩＩ
11/2・ 25 山際

半白、白川、金井戸、志津川

11/4・ 26

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

11/5・ 27

老ノ木(府道以南)、天王(府道以南)、東山

11/6・ 30

南堀池(本通り以北･以南､大和32〜36)、堀池

戸ノ内、矢落(jR以北)、若森(JR以北)、
大久保町(近鉄以西)

11/9､12/1

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)、 11/10､12/2
西裏、茶屋裏、丸山、一里山(府道以南)、
11/11､12/3
桐生谷(J R以西)、
大久保町(近鉄以東｢久保(JR以東)除く｣)
11/12､12/4

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
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

11/13

弐番(府道以北)､池森､樋ノ尻､里尻(jR以北)、
11/16
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 Riil東)
11/17

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

11/16

東裏(jR以東の府道以北)､一里山(府道以北)、 11/18
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)

11/17
11/18

宮東、宮西、宮北
小根尾、大開、尖山一部(2番地･ 6 番地)

11/19

11/19

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)、
米阪、天神

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),

11/20

南浦、西浦一部、神楽田一部(近鉄以西)

11/20

下居、善法、壱番、妙楽、里尻(JR以南)、
蓮華、塔川、宇文字

南落合(Ｏの通り〜13の通り)

※収集漏れは収集口側から確認し、翌日（土・日・祝日
を除く）に同組合へ。
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