ンボルマークが︑百

友達同士などで気軽に

とより家族やサークル︑

をテーマに︑団体はも

テレホンサービス

(月)
)〜3月15日
2月15日(火

以外の控除などを受けるこ

うえ︑収入金額︑所得控除

けます︒必要事項を記載の

くは︑申告書と︑同封の

お送りする予定です︒詳し

申告書は︑二月五日㈲に

②生命保険料の所得控除

ください︒

なお︑車での来場はご遠慮ください︒

受け付けを行います︒お近くの会場をご利用ください︒

住民税の申告について次のとおり︑市内各所で出張

住民税の申告出張受け付け

﹁申告書の書き方﹂をご覧

の証明書︑領収書等添付し

も︑福祉︑国民健康保険の

証明書︑医療費の領収書な

てください

とのない人

◆申告する時の注意点

①平成10年中の収入金額

や必要経費が分かる書類︑

関係や所得証明などの基礎

源泉徴収票などを持参して
以外の控除を受ける場合や︑

資料となりますので︑住民

ください

④年金所得者で生命保険

給与以外の所得もある場合

内線２１２１〜2123
市役所市民税課へ 22‑3141
住民税の申告

①平成11年１月１日現在

◆申告が必要な人

どを添付してください

の扶養親族がある場合は︑

③扶養配偶者やそのほか

税の申告をしてください
◆申告の必要がない人

もれなく記入してください︒

また︑配偶者特別控除を受

ける場合は必ず︑配偶者の

る○給与所得や退職金以外

(月)

)〜3月15日

2月16日(火

付されることがあります︒

○ローンなどでマイホー

ムを買ったり増改築をした

時です︒

除く︶の午前十時〜午後四

土八日㈲︵土・日・祝日を

いずれも二月一日間〜二

市中央区谷町１丁目︶

○近畿税理士会館︵大阪

華学習ルーム︶

○ミナミ会場︵大阪市精

地下広場︶

○牛タコーナー︵曽根崎

ますので︑ご利用ください︒

次の三会場で相談会を行い

の人で還付申告をする人は

また︑大阪市内にお勤め

続きはお早めに︒

でも受け付けますので︑手

で受け付けています︒郵送

全日は午前10時〜正午と午後1時〜３時

料控除や医療費控除などを
受ける場合や年金以外の所
得もある場合など

①所得税の確定申告を税

②給与所得者または年金

務署に提出した人

の合計が20万円を超える○

○病気やけがなどで多額

の医療費を支払った ○災

を受けていないなど︒なお︑

i/附

で宇治市内に住所がある人
②平成11年１月１日現在
で宇治市内に事務所︑事業

なお︑所得がない︑少な
いなどで非課税となる人で

④必ず︑印鑑をご持参く

所得
者治
で︑
勤大
務先
どか
額3
を記入してください
宇
市
久な保
町ら井ノ尻6所
0得‑

ださい

所得税の確定申告は︑納

給与を２か所以上からもら

○申告１ は郵送でも受け付

宇治税務署へ 44‑4141

的年金等支払い報告書が提

給与支払い報告書または公

出されている人で年末調整

税者が自分で一年間の所得

所得税の確定申告

とその税額を計算して申告

っている場合など

害や盗難に遭った ○昨年

還付を受けるための申告は︑

郵送などでお早めに

◆還付申告は

し︑納税する制度です︒確
定申告をしなければならな
いのに期限までに申告をし

確定申告をする義務のな

二月一日㈲から宇治税務署

の中途で退職し︑年末調整

い人でも次のような場合は︑

なかったり︑間違った申告
をしたりすると︑後で不足

源泉徴収された所得税が還
ればならないことになりま

の税金を納めるだけでなく︑

ください。

加算税や延滞税も納めなけ

す︒
◆確定申告が必要な場合
①事業収入や不動産収入
がある場合や土地や建物を
売った場合などで︑平成10
年中の所得の合計額が︑・基
礎控除や配偶者控除︑扶養
控除などの所得控除の合計

午後は午後１時半〜３時半

所または家屋のある人
③給与所得者で年末調整

−

二十一通の応募の中

利用できる総合野外活

−･

から決定しました︒

動センターにぴったり

努力賞 ﹁シンボ

・

ルです。申告期限間近になると、窓口は大変混雑します。申告は郵送でも受け
付けています。お早めに済ませてください。

ＸＸχχχＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ﹈薦ＸχχχχＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

平成十年十月に募 います︒いずれも︑

愛称は︑﹁アクトパ

の愛称とシンボルマー

ルマーク﹂＝岩佐真

山︶
果︑次の皆さんに︑賞

代さん︵小倉小学校

応募作品の選考の結

状と副賞をお贈りしま

６年生︑宇治天神︶︑

2月16日叫〜18日田

集した総合野外活動 ﹁自然とのふれあい︑

ル宇治﹂︒活動を意

プンする予定の総合野

す︒

長尾武奈くん︵小倉

確定申告相談会(午前10〜午後3時)

センターの愛称とシ 自然のなかでの交流﹂

味する﹁アクション﹂

外活動センター︒この

入選 ﹁愛称﹂＝成田

2月５日衡 西小倉コミュニティセンター

午前は午前９時半〜正午

3月３日伽〜５日ｌ

東宇治コミュニティセンター

2月17日出〜19日出

クです︒

付けられた名前です︒

愛称とシンボルマーク

友理子さん︵城陽市︶︑

2月４日湘 東宇治コミュニティセンター

くりのための貴重な財源であり、正しい申告と納税は、健全な市民社会のルー

と仲間を意味する

シンボルマークは︑

は︑施設紹介や事業案

②サラリーマンで︑○給

額を超える場合

19日吻
西小倉ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
３日出

2月17日出
3月２日脚

宇治市産業会館

3日伽

六月に西笠取にオー

宇治の﹁宇﹂の字を

内のポスターなどで皆

小学校６年生︑南陵
町一丁目︶

2月２日吹） 宇治市産業会館

午前 六地蔵公会堂
午後 旦椋公会堂
1/倒 午前 /j噫公民館
2/23淘全日 西小倉ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
1/i椋 全日 東宇治ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
2/25俐全日 木幡公民館
広野公民館
2/26i 午前紫ヶ丘蛙所
午後

３月１日(月)

午後鴨)

年金鵬韻定申告賠会(午前10時

﹁パル﹂を合わせて

っぱいの山々と澄ん

モチーフにし︑緑い

村上憲政さん︵木幡南

﹁シンボル了・・・ク﹂＝

ご利用ください。なお､車での来場はご遠慮

今年も、住民税・所得税の申告の時期となりました。税金は、豊かなまちづ

さんのお目にかかるこ

では該当する申告の受け付けも行いますので、

5日(月)に忘れず申告を
とになります︒

所得税の確定申告については､税務署の主

旧
し

したシンボルマーク

月日 時間 会
場
2/10伽全日 郊みやこ調金庫六m尨
午前 JA京都やましろ伊勢田支店
2/128)午後 西大久保集会所
午前 開地域福祉ｾﾝﾀｰ
2/17湘午後 西小倉集会所

東宇治コミュニティセン￨ター

2月3日困￨

(午抑ト午後4時)

鴎取得鵠等確定鮭相談A

▲あなたの税金は住みよいまちづくりに生かされています
(昨年４月に開所した東宇治地域福祉センター)
(青、緑、オレンジの三色を使った作品)

，f^ ゛
・．…………jI:.．.I
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に̲よ∠二卜ぶ二ぶしｰ‑ご二

▲｢宇｣の文字をモチーフに

2月16日(火)〜3月1

だ空のもとで元気に

催で下表のとおり相談会を行います。相談会

◆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◆

所得税の確定申告相談会(申告受付)

住民税・所得税
活動する人を表して

愛称は「アクトパル宇治｣に

広

.

n

与の年収が２千万円を超え

1005

∵‑−−
ＭＪ

a
22‑3141(代表)
999)
(1
FAX
20‑8779
.･･■････●･●●･●‑‑=･･･････■■･･･●
第1195号
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総合野外活動センター

今年は統一地方選挙の年

みんなそろって投票に

の投票日です
4月25日向は宇治市議会議員選挙
4月11日向は京都府議会議員選挙

私たちの日々の生活は︑
っいて政治の方向や政策の

そして︑それぞれの問題に

私たちの生活と政治
国や地方公共団体の政治と
重点が変われば︑私たちの
生活は少なからず影響を受

深くかかわっています︒
上下水道やごみ収集︑教

園の整備︑交通安全や消防・

政治とのかかわりなくして

の改善・向上はほとんどが

このため︑私たちの生活

けることになります︒

防犯︑年金や税金など︑生

実現することはできません︒

育や福祉・医療︑道路や公

方公共団体の政治のあり方

活のあらゆる分野で国や地

と密接にかかわっています︒

政治の主人公は
有権者一人ひとり

関心を持ち︑進んで投票に

らず︑常日ごろから政治に

そこで︑有権者一人ひと

意思を政治に反映させるこ

出かけるなど政治の主役と

りが政治に対し受け身にな

とができる最大でかつ基本

選挙は︑私たちが政治に

的な機会です︒そして︑政

して積極的に参加すること

市議会議員立候補

◇ところ⁝市役所８階大会
議室

お問い合わせは市選挙管

理委員会事務局︵昔20・8

その一方が障害程度等級表

の３級以上か国民年金法施

行令別表に該当する程度の

身体障害者である世帯

○長期療養者世帯・：父母か

その一方が疾病のため︑６

か月以上の入院か寝たきり

︿支給額﹀

などの状態にある世帯

○奨学金︵月額︶・：国公立

の高等学校など＝１万４千

市選挙管理委員会では︑

立候補に関する情報を提供

運動についての説明など︑

護学校などの高等部︑学校

等学校︑高等専門学校︑養

学校教育法に規定する高

︿対象﹀

○入学支度金・：国公立＝６

＝９千円

時制＝２万４千円︒通信制

日制＝３万３千円︒私立定

など＝１万６千円︒私立全

円︒国公立の高等専門学校

四月二十五日㈲に執行され

万３千円︒私立全日制＝17

798︶へ︒

添えたバースデーカードを

法人が設置した外国人を対

予定者の説明会
たでず︒一票の権利を大切

します︒立候補予定者はぜ

万８千円︒私立定時制H13

る市議会議員一般選挙の立

万７千円︒通信制＝４万５

送るなどして選挙の啓発に

当課程に今年初めて新一年

にすてきな未来を描いてく

生として入学し︑十年度市

象にする学校の高等学校相
◇とき・：３月８日側︑午後

ひご出席ください︒

１時半から３時半

立候補届の手続きや選挙

まる世帯の人︵府のほかの

印鑑と︑身体障害者・長

︿申し込み﹀

光協会︵〒６１１−002

千円
◇規格⁝四つ切り︵ワイド

を持ち︑２月19日㈲までに

期療養世帯の人はそれを証

障害者母子福祉課︵酋内線

奨学金を受ける人を除く︶

母子︵父子︶と65歳以上の

1宇治塔川２︑観光センタ

◇賞⁝推薦２点︑特選３点︑

人だけで構成する世帯

可︶のカラープリント︒新
しい写真で単写真︑未発表

準特選５点︑入選20点︵参

明するもの︵写しでも可︶
のものに限る

加者全員に記念品を進呈︶

○母子︵父子︶世帯⁝母

◇応募方法・：作品名︑氏名︑

ｎ乙３０８︶へ︒

ー内︶ へ

住所︑年齢︑性別︑撮影場

○児童世帯・＝父母のない20
票を作品の裏面にはり︑２

所商工観光課︵昔内線22

︵023・3334︶か市役

○身体障害者世帯・：父母か

て構成する世帯

の児童を扶養している人と

歳未満の児童か︑児童とそ

けます︒

に第二次申請として受け付

所︑撮影日を記入した応募

月21日向までに︵当日消印

24︶︒

消費生活モニター募集

課税世帯の対象者は︑六月
有効︑持参可︶︑宇治市観

なお︑十一年度市民税非

◇問い合わせ・・・観光協会

︵父︶と20歳未満の子か︑

民税が非課税で次に当ては

とおり行います︒

候補予定者の説明会を次の

高校奨学金の申請

努めています︒

▲昨年の推薦作品「法要の日」未来のぞみさん

ださい﹂とのメッセージを

﹁あなたの一票から政治

投票がしやすくなりました
公職選挙法が改正され︑

一票を大切に︑選挙には必

光へと誘うメッセージとし
て︑あなたの感性で︑﹁観
光のまち宇治﹂の新たな表
情を写し撮ってください︒

日常買い物をし︑公的機関

20歳以上60歳未満の人で︒

応募資格 市内に在住する

通費は支給しません︶

謝礼 年額１万２千円︵交

任期 ４月１日から１年間

望・苦情の提出

募集人数 25人

の有無・応募の動機を書き︒

業・電話番号・保育の必要

氏名・生年月日・性別・職

応募方法 はがきに住所・

活動内容 ①消費者問題に

２月26日團までに市役所商

問い合わせ 同課︵Ｓ内線

工観光課へ

参加︵年間約10回︶ ②ア

ンケート調査・試買調査

消費生活に関する意見・啓

③日常品の価格の調査 ④

関する学習会や見学会への

がない人

の消費生活モニターの経験

度

（２）

1999年（平成11年）２月１日発行
り

市民税非課税世帯
新1年生対象

11年

参加し︑主権者としてその

治に対する意思は選挙でだ

ず投票に行きまし１つ︒も

に宇治市観光写真コンクー

が変わります﹂︒選挙では

本市では︑昨年の参議院

し︑仕事や病気・出産など

ルを開催します︒人々を観

昨年六月から施行︒投票時

が必要です︒

選挙が新制度の下で初めて

の理由で投票日に投票でき

投票したそれぞれの一票の

実施され︑平成七年の前回

ない場合は不在者投票をし

間が延長されるとともに不

政を見る会﹂﹁府政を見る

選挙に比べて投票串が一八

ます︒

会﹂を開催するなどして明

％増加しました︒これは選

積み重ねで︑当選・落選な

宇治市明るい選挙推進協

るい選挙の推進を訴え︑有

ましょう︒

在者投票の事務手続きが簡

議会︵吉田寿男会長・会員

権者に投票参加を呼びかけ

囲市選挙管理委員会事務

どが決まるのです︒貴重な

五十二人︶では︑少しでも

挙制度の改正により︑投票

局(020・8798︶︒

単になりました︒

多くの市民に選挙への関心

ています︒また︑新しく選

がしやすくなったことも影

﹁宇治の四季﹂をテーマ

を持ってもらうため︑様々

響していると思われます︒

﹁白ばら講演会﹂や﹁市

挙権を持つことになる新成

あなたのとっておきの写真を
お寄せください
人に︑﹁政治の主役はあな

明るい選挙で明るい未来

れを選ぶかによって示され

▲昨年11月'の｢白ばら講演会｣。白ばらは、花言葉が｢いつ
までも変わらない心｣〉｢私はあなたに一番ふさわしい｣であ
るということから、明るい選挙のシンボルに使われています

な活動を行っています︒

け

コンクール

作品
受け付
を

市観光写真

￨1111111111111
￨111111111111
￨I￨IIIIIIIIIIII

よ
だ
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参加費…200円[〉定員…先着40人
回2月15日囲までに社会福祉協
市役所へφ電話ﾒ郵便ぽ▽

情報BOX

議会(登22‑5650)。
■
■■■■
……霖22‑3141:液却丿＼＼に∧l
万

◇゛〒611二8501

■

・機能訓練(地域リハビリ

■■■･丁

=万万jj呂丿万lj
(Mi番号のだめ雌補＼

２月９日脚、午前10時

11時半

[〉内容…やまぶき学級ディスコパー
ティー【＞参加費…300円(お菓子・

に障害のある人[＞参加料…無料

園保育所(小倉町西畑13)。駐車

飲み物代)[112月５日倒までに

(タクシー送迎あり)[1]2月15日

場はありません

社会教育課(a内線2616)。

食｢学校給食用物資納入業者登録

(月)までに福祉サービス公社(2J22‑

援センター(S24‑6511)。

に関する要網｣に基づく事項を満

3207)へ。訪問面接の上､会場や訓

■源氏物語ミュージアム

たしている

……
l
………､二万｡
…
……

⑥市学校給

連続講座

か、常時家庭でのリハビリの方法

E〉とき…２月19日(金)、３月５日

添えて、学校給食会事務局(学校

などについて相談を受けています。

教育課内包内線2613)。

募集
Ｓ

る家族に年間10万円の激励金をお

ろ…小倉公民館[＞指導…食生活改
善推進員｢若葉の会｣[＞定員…25
人C〉材料費…500円[〉保育…2
５歳。

渡ししています。[＞対象…2月1日
現在、次のすべてに該当する人
①寝たきりの状態か、痴ほうなど
の精神障害のある状態が６か月以
上続いている満65歳以上の市内在
住のお年寄りを家庭で介護してい
る(お年寄り､介護している人とも

いる)②介護を受けているお年

高齢者生活実践発表会

ある

「老いを楽しく、高齢期をこ

りと同居しているか、常時通って

う生きる」と題し、実践談や

直接介護している

します。

午前９時から電話で同ミュージア

者等)に該当する人は受験できま

ム(328‑0200)。

せんr＞採用人数…若干名t＞第１次

■大久保青少年センター

試験日…２月14日(日)l〉採用予定日
…11年４月１日

回2月１日囲〜

５日出に指定の履歴書､゛申込書を

2月6日出

午後1時〜4時

内線2346)か最寄りの民生委員へ。

文化センター小ホール
若い層代表の特別発表

[〉対象…今年、技能修得施設

｢日本の四季｣を歌う

または入所している人で、経済的

回生涯学習センター(S22‑0220)

理由により技能修得の困難な人c＞

■市民意識調査にご協力を
現在、市では平成22年を目標年
次とする「宇治市第４次総合計画」

圃みんなで遊ぼう、おはなし会
以外は申し込みを同センター(a
44‑7447)に。

官公署・その他
■城南地域職業訓練センター
[1]2月３日出から同センター
(S46‑0688)。
〈ワープロ初級ワードW95〉C〉

月13日出､午前９時〜正午[〉内容…

午後６時半〜９時。土曜午前９時

バドミントン・卓球[〉対象…小学

半〜正午。６回[＞受講料…9000円。

(a内線2604)へ。実施要綱・履歴

生以上

■難病個別相談(神経系)

昭和45年4月２日以降に生まれ､保健

保健婦 婦の資格を持つか11年5月までに取得
見込みの女子

保育所 昭和44年4月２日〜
調理員 昭和56年4月１日に生まれた女子

〈わら細工を楽しもう〉[＞とき…
２月21日(日)、午前10時〜午後３時

象…神経系難病患者や疑いのある

可C＞定員…先着30人[〉指導…西小

人。その家族E＞内容…専門医によ

倉学区福祉委員会l＞参加費･■･無料。 る個別相談[＞定員…先着６人
〈こども文化祭〉[〉とき…２月

幼稚園 に生まれ､幼稚園教諭資格を持つか、

時半〜午後４時[＞内容…○27日出

教諭

=＝南宇治中吹奏学部演奏、こども

11年3月までに取得見込みの女子

学校

昭和44年4月２日〜昭和56年4月１日

■福祉サービス公社非常勤職員

3時t＞ところ…宇治保健所[＞対

[＞対象…小学生以上。保護者同伴

27日倒・28日(日)、いずれも午前９
昭和54年4月la

(＞とき…２月16日吹)、午後１時

圃

同所保健指導課(昔21‑2191)。
■宇治川の古い写真など
ありませんか
建設省淀川工事事務所では、川

クラブ発表、みんなで体験しよう

の変遷が一目でわかる小冊子作り

(ホットケーキ・マスコット・模

に取り組んでいます。淀川・宇治

型つくり、卓球・将棋・ゲートボ

川・木津川・桂川とその周辺の写

ールなどをしよう)、お茶席。○

真・絵図・古地図などがあれば、

28日(日)＝みんなで作ろう(スライ

２月14日(日)までに提供をお願いし

各施設にあります)で同公社事業

ム、パールねんど、ブラバン)、

ます。提供された資料は後日、返

社会福祉援護課(容内線2303)に

Ｉ課(〒611‑0042小倉町山際63‑1、

餅つき。○両日＝作品展示。

却します。[＞送付・問い合わせ先

配置の申請用紙で同課へ。

西小倉地域福祉センター内､322‑

■母子・父子家庭新入学児

3207)へ郵送か持参で２月12日出

支給額…月額２万4000円以内
お知らせ

[12月２日(火)、

調理員は教育委員会教育総務課

調理員 に生まれた女子

(いわゆる専門学校)に入所予定

ｅz)心に残る日本の歌

2/I6W
4
2/18俐

(a内線2063)、幼稚園教諭・学校

■技能修得資金申請受付

E1実践談・提案の発表

2/2図
↓
判定･BCG 2/4Ⅲ

とき…３月３日〜３月24日の水曜

昭和47年4月2B

定の申請書で高齢福祉医療課(a

ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ
反応検査

〈みんなで遊ぼう〉[＞とき…２

保健婦・保育所調理員は職員課

④昨年の７月

ていない[12月15日(月)までに所

一入場無料−

圃

童を祝い励ます会

圃いずれも指定の履歴書(公社

までに。

c〉とき…3月７日(日)、午後ｏ時半

〈看護婦〉[〉業務内容…在宅療

〈おはなし会〉E〉とき…２月10
日困・24日俐、午後３時半〜4時
【＞対象…幼児〜小学校低学年児童。
■植物公園

‥･闘近畿建設協会(〒540‑0037大
阪市中央区内平野町2‑1‑9シグナ
スビル４階、容06‑6941‑1911)
■ワンワンセミナー

の策定作業を進めています。その

〜３時E〉ところ…総合福祉会館t＞

養者へ訪問指導や機能訓練などじ＞

圃講習会は同園(S45‑0099)に

犬のしつけや習性・健康管理を

一環として、市民の意向を把握し、

対象…11年４月に小学校に入学予

勤務時間…午前午後を問わず、半

申し込みを。展示会・講習会には

学びましょう。C＞とき…２月８日

まちづくりに生かしていくための

定の母子・父子家庭の児童

日単位で週４回程度＼＞人数…若干

入園料が必要です。

(月)、午後１時半〜４時[＞ところ…

回地

〈コチョウランの即売〉手頃な

久御山町中央公民館(久御山町島

域の母子会役員か民生児童委員へ。

名[＞対象…昭和18年４月２日以降

この調査は20歳以上の市民から無

[雅章害者母子福祉課(s内ﾎ泉2307)。

に生まれ、看護婦の免許を持って

寄せ植えや一株売りなど。[＞とき

田)[〉定員…先着50人

作為で抽出された3000人の方を対

■身体障害者デイサービス

いる人卜人数…若千名。

…２月６日出、午前９時〜。

健所衛生係(a21‑2191)。

「市民意識調査」を実施します。

〈理学療法士・作業療法士〉＼>

〈軽スポーツ教室〉フォークダ

が届きましたらご協力をお願いし

ンスを通して交流を深めましょう。

業務内容…地域リハビリ教室での

ンリョウなど古典植物100鉢や江

ます。

[〉とき…２月18日困、午後１時半

指導[＞勤務時間…半日単位(午i友

戸時代の鉢や園芸書などを展示。

で週2

[＞とき…２月５日倒〜９日㈹。

囲企画課（a内線2082）

3時半[＞ところ…総合福祉会館

登録申請受付

[＞対象…身体に障害のある人レ内

市学校給食会では年間186日、

容…簡単な体操とダンスト参力口費…

一日約１万1700食の給食を作るた

無料

めに必要な物資を登録業者制によ

祉協議会(SS22‑5650､FAX22‑5654)。

る品目別入札方法で購入していま
す。11年度の登録申請を受け付け
ます。E〉対象…次のすべてに該当
する業者

①市内かその近辺で配

達可能な所に営業所がある

②相

当の資本で経営され、相当額の販
売実績がある
ている

③常時営業を続け

④引き続いて２年以上営

業している

⑤指定の期日・時刻

・場所（２校以上）に適正な温度

圃2月15日(月)までに社会福

･ 3回程度[＞対象…昭和18

年４月２日以降に生まれ、理学療

学名についてパネルで説明。μと

いる人[＞人数…若千名。

き…２月11日例〜３月２日脚。

l＞業務内容･‥体育館の管理業務

■Hot!
ふれあいサロン
(ミニデイサービス事業)
くサロン作り講座

はじめの第

一歩〉地域の中でだれかと話す機

[＞勤務地…黄璧体育館・西宇治体

増えています。地域の仲間作りを
目的としたサロンを作ってみませ
んか。[〉とき…２月23日(火)・３月
２日(火)、いずれも午後１時半〜４
時E＞ところ…生涯学習センター[〉

･¥‰‑‑

≒

φな

〈講習会・バラの育て方③〉３
回シリーズの最後は冬の剪定につ
いてです。E＞とき…２月６日出、

育館[＞対象…市内在住でパソコン'。

午後１時半〜3時半[〉先着…40人

ワープロの簡単な操作が出来る40

[＞材料費…無料。

〜60歳の人[〉人数…若干名E〉勤務

■紙ひこうきコンテスト

時間…土・日を含む週５日。昼間

〜レクリエーションフェステイ

勤務＝午前８時半〜午後５時15分。

バルこの指とまれ〜

夜間勤務＝午後４時半〜９時半

[〉とき…３月７日(日)、午前９時

会の少ない高齢者・障害者などが

奸詐尨
､

〈植物の名前の由来展〉名前や

法士か作業療法士の免許を持って

■公園公社嘱託職員

困宇治保

〈伝統園芸植物展〉オモトやマ

象としています。お手元に調査票

■学校給食物資納入業者の

1007

定員‥･先着80人

欠格事項(禁治産者及び準禁治産

③介護を受けているお年寄

１日基準日の激励金の支給を受け

学教授・森博達さん、京都放送劇

地方公務員法第16条の規定による

寄りの配偶者か３親等内の親族で

まち作りへの提案などを発表

囲保健推進課(a内線2262)。

各職種とも国籍は問いませんが、

書等は提出先の課にあります。

(昔22‑4687)。
第9回

ンター!＞対象…４歳未満の子供

座室t>内容…｢平安時代の音で読

団・馬場精子さんt＞費用…無料[〉

に京都府内に６か月以上在住して

10人。おやつ持参困同館

ところ…源氏物語ミュージアム講

む源氏物語｣[＞講師…京都産業大

[＞職種・資格…下表のとおり。

寝たきりや痴ほうで問題行動の

日困、午前lo時〜午後2時レとこ

t＞とき…下表のとおり。午後２
時3時半C〉ところ‥･保健医療セ

−

■市職員

う性老人の介護者に激励金

あるお年寄りを家庭で介護してい

を作れるか挑戦。C＞とき…２月18

出・19日出、午後２時〜３時半E＞

−−

福祉

回材料費持参で生涯学習センター

のキャベツからいくつのメニュー

健康
■ツベルクリン反応検査

練予定などを決定します。このほ

回2月１日(月)〜10日

■在宅の寝たきり老人・痴ほ

〈野菜を無駄なく使おう〉１個

回地域子育て支

困に、所定の申請書に関係書類を

の会｣[＞対象…市内在住の人t＞定

■食を考える料理教室

[＞とき…２月14日(日)、午後１時

(雨天中止)[＞ところ…小倉双葉

｡−'χ

容…生活習慣病についての話、減

(容22‑0220)。

■心身障害者教室

内３か所c＞対象…Ao歳以上で身体

で物資納入ができる

員…先着20人[＞材料費…1000円

豚汁も用意。
■小倉双葉園保育所園庭開放

など６か所、○施設リハビリ＝市

:"･｡･

４

万。1.…
………

[〉指導…食生活改善推進員｢若葉

囲生涯スポーツ課(Q内線2622)。

半〜３時半C＞ところ…木幡公民館

圃の書いていないものは直接会場

塩みそづくり、みそを使った料理

２時まで受付)[＞参加費…100円

催し

こどもやお母さんの育児の仲間

I･

サや讐iﾌﾞ<ワサノ

[〉とき…２月17日出、午後１時

消印有効)。

作りをしてみませんか。[＞とき…

■■■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■■
囲は問い合わせ･[回は申し＼込みよ 卜

〜４時[＞ところ…宇治公民館E〉内

○規定・折り紙(当日作成。午後

域リハビリ教室＝地域福祉センター

！

く

１

ｙ

﹃

■減塩みそづくり講習会

ジナル(持込。午前v時まで受付J、

へ郵送で２月７日(日)までに(当日

１時半から３時半[＞ところ…○地

一

﹃

生涯学習

31広野町八軒屋谷25‑US45‑0)99)

教室)参加者募集
[〉とき…週１回か月２回、午後

Ｉ

一

第1195号

回市販の履歴書(要写真)を公園公

50分〜午後３時(雨天決行)[＞と

社事務局｢職員募集係｣(〒611‑00

ころ…木幡小学校[〉種目…○オリ

大坂

萌香ちゃふ

H10.1.5R ／五ヶ庄西浦
元気でやさしい子
に育ってね

％

10年２月生まれのお子さん。５日
出までに広報課(a内線2070)へ

第1195号

宇治市政だより
■

−●

保健・衛生
■法律相談

23日(火)、午後1時

4時、

毎週木曜、午後1時半〜3

あんな

時半、定員は先着10人。社会福祉協議

・相談

こんな

会昔23‑0857へ電話予約を。

宇治公民館。回保護司会・向井正存さ

■宇治こころの電話

ん。

毎週月曜〜金曜、

午前9時〜午後5時、青少年問題の悩

■家庭児童相談室

社

毎週月曜〜金曜、午

1。電話予約は前日午前９時から。

る困りごとなど。

かつて林業家であり栃

前10時〜午後４時。児童と家庭に関す

木県矢板市長でもあった
夫・山懸有信の突然の死

323‑8698.,

３日出･

F……………………………………………………………E

17日冰)、午
前９時〜午後４時、来庁順に相談。ｍ]
宇治地方振興局容21‑2101
．
３日出＝木幡公民館、

本

により、広大な農場を引

に幸福を感じられる親であって欲しいという
児童精神科医からの熱いメッセージを感じて
ください。
☆「鬼の橋」伊藤遊文／太田大八画／福音館
書店

｜

市、社会福祉協議会では、こ

ｉ

き継ぐことになった著者。

｜

のほかにも各種相談事業を実施

１

それまでの安穏な主婦の

：

しています。詳しくは10年度版

｜

座とは一転、新たな道を

大王の右うでとして働いたという不思議な伝

｜「市民カレンダー」をご覧くださ

｜

切り開いた女吐のしなやかな精神とバイタリ

説を持つ平安初期に実在した人物・小野篁。

ティを書き綴った一冊です。

その少年時代を描いたファンタジーな物語。

｜

い。

｜

昼間は京の都のえらいお役人で有名な漢詩
人、夜は井戸からあの世へ通い地獄でえんま

1……………………………………………………………j

17日似)＝宇治公民館、午後１時半〜４
時。年金・健康保険など。回国民年金

「黒m明の世界」毎日新聞社編・発行
心に感動を与えてくれる芸術に出会えるこ

課(a内線2309)。
■暴力にかかわる困りごと相談

嘸奈⁝⁝︒順列︑︒つ︑ ︑

16日(火)、午後１時

半〜４時半、宇治地方振興局容21‑210

■社会保険相談所

1999年（平成11年）２月１日発行（４）
χ￣／

７Ｗ〃ｗ●−

「木を育て森に生きる」山懸睦子著／草思

みなどお気軽に。S24‑0800．

■府交通事故相談

ｆ−

朧雲⁝⁝⁝﹂

a43‑0898.
■府民無料法律相談

■〃

図書館

相談あんない
■青少年相談

〃・

とは至福なものです。黒渾明の映画もその代

１日(月k

☆「ヒトとウィルスのデスマッチ」藤田千枝
編／赤藤由美子文／大月書店
薬の効かない細菌に変

午前９時〜午後４時、来庁順に相談。

表的なものかもしれません。映画の一場面や

身したO157．冬になる

圃)宇治地方振興局登21‑2101。府暴力

撮影現場の写真、メッセージなど、黒潭mの

とはびこるインフルエン

作品の魅力や人物像を紹介しています。

ザ。人間は細菌やウィル

追放運動推進センター(a075‑451‑89

植物公園花ごよみ

2/4・ 26
2/5､3/1

2/8､3/2
2/9､3/3

2/10､3/4

2/18

を発明してきたが、細菌
やウィルスも生きのびる

子どもがしてくれることに喜びを感じるの
ではなく、子どもの希望にこたえられること

ために進化する。「彼ら」
との上手なつきあい方はないものだろうか。

おはな

そよかぜ号巡回日

や盆栽仕立てとして楽しめます︒地植

2/3・ 25

えには日当たり︑排水ともに良い場所

2/2・ 24

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

を選びます︒植栽後の管理は︑ウメに

2/1・ 23

寺界道、古川、西田、北ノ庄、大林、
芝ノ東（J R以西）

は徒長枝︵むだに伸びた枝︶が出やす

つきを悪くします︒上に伸びた徒長枝

く樹形が乱れるという性質があるので

をシュロ縄などで水平に引っ張ると樹

これを整枝します︒しかし︑むやみに

春を告げるウメは中国が原産で︑実

形の乱れを押さえ︑花つきが良くなり

六地蔵・木幡・五ヶ庄・莵道・炭山・笠取
2/22

音館書店

日

切りつめるとさらに枝が伸び︑逆に花

を薬用として利用するために古くから

「子どもへのまなざし」佐々木正美著／福
⑩ウ メ

日本に持ち込まれていました︒花を観

ウメの病害虫に対しては︑冬に石灰

駆除や殺菌効果が上がります︒春先に

硫黄合剤やマシン油乳剤を散布すると

もアブラムシなどを駆除するためスミ

チオンなどの殺虫剤を散布すると良い

植物公園では一重・野梅のベニチド

でしょう︒︒

リなど八品種が観賞できます︒

ます︒

スを殺すために様々な薬

賞するようになったのは︑奈良時代の

ころで︑万葉集にも多く詠まれていま

ウメには実梅と花梅かあり︑地植え

す︒

30)では電話での相談も可。

Ｔ

■中

央

10日南・24日南

地 区 駐車時間
駐車場所
■東宇治
３日南
志津川バス駐車場
２日(火) 志津川 14:00〜14:30
明星町 14:50〜15:50汚水処理場横
■西宇治
17日伽
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
４日哨
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
５日圀 木 幡 14:00〜15:30木幡公民館前
（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日出
南陵町 15:00〜16:00南陵第２児童公園
おはなしたまて
福角 13:50〜14:40五ヶ庄福角市営住宅
12日廊
三室戸 15:10〜16:00府営三室戸団地内 ■中 央
20日田
ばこ
開
13:50〜14:40日産開アパート西側
■束宇治
24日南
16日(M
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 13:30〜14:20西大久保小学校
18日俐
（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 13:30〜14:30iノ呵入落ﾌ 合忙 １力 ２ 心レ ‑ーりジ
（参加費）無料
25日困
吹 前 14:50〜15:50槙島小学校
26日宙北橘島 14:00〜16:30北槙島小学校

程

し会

2月のし尿収集日程

2月のし尿収集日程
…………………゛………ﾆ……回･=･回,●=gj回,………………:SM

2/22

南浦(28〜33、80〜98、100〜110)、大京団地、

蓮池
小倉・伊勢田・槇島・羽拍子・安田
宇治,神明･開･広野･大久保,白川･志津川

2/1・ 23

山際
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)

2/1・ 23
福角(J R以西)､日皆田､岡本､上村､大八木島、2/2・ 24
一里塚、戸ノ内、平町(京滋バイパス以北)、
2/3・ 25
荒棋、田中、大垣内

半白、白川、金井戸、志津川

2/2・ 24

乙方、山本、東内、又振、山田、紅斉

2/3・ 25

蔭山

2/4・ 26

谷下り、出口、森本､中筋､大谷､東中、西中、2/9､3/3
藪里、段ノ上、東隼上り、西隼上り、門前、
菟道河原、只川、妙見、池山、岡谷
車田、丸山、平町(京滋バイパス以南)
2/10､3/4
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

戸ノ内、矢落(j R以北)、若森(J R以北)、
大久保町(近鉄以西)

2/5､3/1

南山(Ａ)、広岡谷、芝ノ東(jR以東)、
五ヶ庄西浦(j R以東)、三番割
2/12､3/5

弐番(府道以北)､池森､樋ノ尻､里尻(jR以北)、
2/15
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(JR以東)
2/16

春日森､−ノ坪､島前､大町､石m(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

2/15

東裏(JR以東の府道以北)､一里山(府道以北)、
2/17
桐生谷(JR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)

2/16
2/17

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)

南山(Ｂ)、南山畑、中村(JR以東)、
南端(J R以東)
六地蔵(J R&.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、
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
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､束中(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(JR以西)、檀ノ東

2/18

2/19

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)、 2/8､3/2
西裏、茶屋裏、丸山、一里山(府道以南)、
2/9､3/3
桐生谷(JR以西)、
大久保町(近鉄以東｢久保(jR以東)除＜｣)
2/10､3/4

2/18

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
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

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)、 2/19
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

1008

