かお

ただよ

中で宇治が生み出し︑はぐ
くんできた宇治茶を守り育
てていくためには︑茶業関

含まれています︒これには︑

フェイン︑アミノ酸なども

制作用のあるタンニン︑カ

に含まれるほか︑過酸化抑

◆宇治礦茶工場⁝５月18

り乙ｎ乙工Ｑ¨゛︶ へ︵︶

しくは農林茶業課︵容内線

とができます︒日時など詳

茶となる工程を見学するこ

茶園で摘まれた茶葉が製

茶が大部分です︒

ぱいです︒※八十八夜︵立春から八十八日目﹇五月二日﹈︶
茶として全国にその名を知

▲4/24(±)宇治新茶１号初摘み
京都府茶協同組合茶業センター

iKnm
mm

係者の努力だけでなく市民

抗がん・腎不全の改善・抗

日出〜19日伽︑午後士時〜

防ぎましょう

水の事故を

。

ぐるみの理解と協力もまた

ウイルス・抗アレルギー・

◆白川製茶共同工場⁝製茶

鵜言プニ言二万言言ニ

︿製茶工場の見学﹀

抗菌・老化抑制作用などに

期間中可能︵雨天時は休業

｢春いちばん安全いちばんまずベルト｣

必要です︒

宇治の茶園でヨシズや寒

伝統ある宇治茶

毎日お茶を飲むことで知

する場合もあります︒︶

春の全国交通安全運動

新茶の香り漂う宇治

冷紗などの覆いがかかって

３時◆宇治川礦茶工場・：５

4月24日にオープンしました

h t t p : / / Ｗ Ｗ Ｗ . c i t y . u i i,kyoto.jp/

●毎月1日･11日･21日発行

スを防ぐビタミンＣが豊富

られています︒お茶には︑

効果かおることが実験でも

月15日出︑午前10時Å１１一時

一一一

ぎﾂﾑ言言133

平成11年

β夏も近づく八十八夜・：β新緑の五月︒お茶摘みの最盛期を迎えま

いろいろな種類があります
いるのを見かけたことはあ

証明されています︒

した︒青空のもと︑茶園で茶摘みさんが丁寧に摘んだ新芽が龍にあふ

丁寧に手で摘まれた新芽
が宇治で作られているのは︑
りませんか︒これは礦茶や

らず知らずのうちに健康を

宇治
畷茶工場

保つことができます︒

てきた茶園も次第に減少し

←至宇治橋

伸びる時期に覆いをかけて

市民一人ひとりの理解と協力

てきています︒社会環境の

ｽﾞｸﾝ／

育て︑成育した芽を人の手
で丁寧に摘みます︒全国的
には機械摘みが多い中︑一
葉一葉を手で摘むのは茶葉

うして摘まれた葉は香りと

厳しい現状の中で︑茶生産

都市化に伴い伝統を保っ

こくのある高品質のお茶に

を傷つけないためです︒こ

なります︒

者や茶業関係者は宇治茶を
発展させるために製茶や栽
培技術の向上と︑より高級

お茶｀の効能
最近︑いろいろな成分か

な宇治茶づくりに努力し消
費拡大を目指しています︒

含まれているお茶が病気の
予防になることが分かり︑

八百年余りの長い歴史と
伝統と気候風土に恵まれた

見直されてきています︒
緑茶には︑シミーソバカ

を使用︒木の暖かさを感じ
る落ち着いた雰囲気になっ
ています︒
レストランの席数は約二
百席で︑このほかに売店や
園芸ショップなどもありま
す︒営業時間は午前十一時
〜午後十時︒月曜日が定休

テラスから見えるたそが

︵祝日の場合は翌日︶です︒

れ時の眺望は最高です︒植
物公園とともにご利用くだ

問い合わせは公園緑地課

さい︒

︵容内線2420︶ へ︒

▲宇治市植物公園に完成したレストラン

れています︒お茶の町宇治は今︑新茶の季節となり新茶の香りでいっ

を蒸して︑もんで︑乾かす
畷茶︵臼でひいて粉末にし
玉露用の茶園です︒新芽が

｀

といった宇治茶独特の製法
たものが抹茶︶と玉露︑煎

宇治市植物公園の無料ゾー
ンで建設が進められていた
レストラン・売店が四月二
十四日出にオープンしまし

このレストランは︑昨年

た︒

末に工事にとりかかり三月
に完成︒建設費用は約一億
二千二百万円︑鉄骨造・一
部木造の二階建てで延べ床
面積四七四・八平方メート
ルの建物です︒
外観は入母屋の銅板ぶき
の屋根で︑内装や外装には

暖かくなると水辺で遊ぶ機会が増えてき

しかし︑水辺での一瞬の油断は︑大きな

ます︒

水辺での楽しいひとときを送るため︑水

事故につながります︒

は危険なものであるということを忘れずに︑

とりわけ宇治川は︑ダムや発電所からの

一人ひとりが十分に注意しましょう︒

放流量の変化で︑短時間のうちに水位が増

減することがあり︑流れが速く︑浅瀬でも

滑りやすくて危険ですから︑十分注意して

また︑水辺では︑子どもだけで遊ばせた

ください︒

ろば

り︑子どもから目を離したりしないよう︑

いします︒

周りの大人の皆さんの注意と声掛けをお願

歯のひ

歯の検診︑歯磨き指導やフ︒素塗

布のほか︑パネル展示︑丈夫な歯を

作る食事︵おやっの試食︶︑人形劇

などで︑歯の大切さを楽しみながら

参加は無料︒直接会場へお越しく

学びます︒

ださい︒

午前10時〜午後２時半

▼日時⁝５月22日出︑

▼場所・：保健医療センター

︵容内線2263︶

▼問い合わせ・：保健推進課

1055

阪神淡路大震災で倒壊した
神戸市灘区の酒蔵の古木材

歯を大切にしましょう

へ
二万

◆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◆

▲検診や指導を受けて

ｌjJ
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から生まれるお茶は︑高級

植物公園にレストラン
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グラウンド・ゴルフなどE〉参加費…

どで活動していただきます。l〉と

l〉参加費…500円

無料(上靴持参)

き…５月17日(月)〜６月１日脚(日

までに。

凹生涯スポー

曜除＜)のほか２日間の実習t＞と

ツ課(a内線2621)。
■レクリエーションリーダー

〒611.8501

鮮丿番号のため住研果）

囲は問い合わせ・申し込み

ｔＩｉＩ・ＩＩ

ジパニご̲
･．ｙ４ｙａλ

一

圃の書いていないものは直接会場
へお越しください。−

X

人【〉材料費…2500円。
■育成指導員募集

＜講習会・花の寄せ植え＞E＞と
き…５月30日(日)、午後１時半〜３

【＞応募資格…Ao歳未満(4月１
日現在)で、高等学校卒業程度の

時半C〉定員…先着30人【〉材料費…

学力があり、健康で児童の育成に

300〔〕円。

熱意のある人【〉試験日時・場所…
５月25日収】、市職員会館r〉試験内
容…作文・面接[〉募集人数…若干
名

■展示作品募集

田5月21日出までに市販の履

工作物、写真、陶芸、絵画、手

歴書に必要事項(要写真)を記入

芸など作品の発表・展示を個人・

し、本人が直接社会教育課(a内

グループでしてみませんか。X〉展

線2618)へ。

示場所…生涯学習センターl〉申込

催し
・２度目の成人式〜素敵な

10時〜午後５時E〉ところ…中央公

込書を同公社(白川鍋倉山14‑1、

いずれも午後４時半〜8剛〉とこ

民館E〉対象…市内在住・在勤・在

嗇28‑2671)へ。

ろ…スポーツスペースOGUR

学の人【＞定員…先着40人E〉参加費…

■子育てボランティア募集

(小倉町西浦58)＞対象…15歳以

田5月26日田までに参加

先着30人E〉受講料…1040円

だける人を募集。t＞学習日程・内

日本赤十字社京都府支部(S075‑

■トレーニング機器実技講習会

容…下表のとおり。いずれも午後

541‑9326、FAX075‑541‑1361)へ。

１時半〜３時E〉定員…先着30人E〉

m城南地域職業訓練センターの講座

ところ…地域子育て支援センター

15歳以上(中学生を除〈)[〉定員…

(小倉町西畑13、小倉双葉園保育

先着30人E＞参加費…1000円、要印

所内)

115月11日灰)、午後１時

＜パソコンCAD活用＞t＞とき…

鑑

から同センター(容24‑6511)へ。

６月11日〜７月９日の火・金曜、

[15月16日(日)、午前９時から

内

Ｉ市民講座〜痴ほうになっても

午後６時半〜９時。９回【〉負用…

容

期限…５月31日(月)t〉費用…無料

安心して暮らせる地域づくり〜

画はがきか電話で住所、氏名、電

C〉日程・内容…下表のとおり。

宇治琵琶45‑14、2522‑0220)まで。

定員…先着80人l＞参加費…無料

＜パソコン中級エクセル表計算＞

■身体障害者デイサービス

c＞とき…６月14日〜７月１日の月・

圃社会福祉協議会(S22‑5650、

圃5月28日出までに社会福祉協議

費用…１万1000円。

22‑5650、FAX22‑5654)へ郵便、

住の40歳(S33･4･1生〜S34･3･31

目…ソフトバレーポール、ファミ

電話かファクスで。手話・要約筆

｢見えない｣という体験をして、

生)の女性【〉定員…先着30人c〉受

リーバドミントンなど【〉参加費…

記通訳が必要な人は同時に申し込

視覚に障害のある人のお話を聞い

講料…無料

無料(上靴持参)

みを。

てみませんか。t＞とき…５月22日

凹健康

ツ課(S内線2621)。

生きがい課(s内線2332)。

日程

内

｢ナイスなボディを手に入れるぞ｣
運動実技･体脂肪測定〜
−ワイワイトーキング

6/2

｢素敵な自分さがし･心のメイクアッ
プしませんか｣
〜臨床心理士の講演〜
ワイワイトーキング

７

7/17(±) 痴ほうや寝たきりに備えて

Ｉ市民手話教室

内自動車教習所E〉対象…原付・自

115月19日團までに。

＜料理教室＞c＞とき…５月27日

動２輪運転者【〉受講料…無料

圃

t＞とき…５月26日〜７月７日の

ころ…総合福祉会館E〉対象…身体

(S21‑0110内線343)。バイクは

水曜、午前10時〜正午t＞ところ…

に障害のある人c〉定員…先着15人

持ち込みで。

圃社会福祉協議会

お母さんといっしょ

勢宇治市福祉サービス公社では、

田中裕也＜ん（2歳）

医学・介護技術・福祉制度・実習

■世代交流スポーツ教室

く講習会・ハンギングバスケッ

ところ…陸上自衛隊大久保駐屯地

加費…無料

■ほほえみ介護塾

昌生涯スポーツ課(容内線2621)。

いずれも入園料が必要。

手引き講習r〉定員…先着20人E〉参

最寄りの２輪販売店か宇治警察署

ゴルフ、ペタンク[＞参加費…無料

圃講習会は同園(S45‑0099)へ。

〜正午(雨天は５月30日(B)に)c＞

（萱22‑5650、FAX22‑5654)へ。

(雨天中止)[〉種目…グラウンド・

■植物公園

【〉とき…５月16日(日)、午前10時

のある人のお話、アイマスク体験、

俐、午前９時半〜午後１時半【＞と

参加費…無料

北横島小学校、午前10時〜正午

ワイワイトーキングー

費用…１万1000円。
・さわやかバイクスクール

総合福祉会館E＞定員…先着35人r＞

E〉とき・ところ…５月16日(日)＝

｢ナイスボディのための食生活｣

6/16 栄費士のはなし･減塩食の試食

木曜、午後６時半〜９時。６回[＞

総合福祉会館【〉内容…視覚に障害

体を動かして脳を活性化させよう
6/26(1)

・屋外ニユースボーツひろば

＜パソコン初級エクセル表計算＞
【〉とき…６月14日〜７月１日の月・

出、午後１時半〜４時t＞ところ…

容

6/5tt)ために

5/21倒 菟道第二小学校体育館

｢骨コツ貯金のため方教えます｣
骨量測定・保健指導

内

＜アイマスク体験講座＞実際に

痴ほうになっても安心して暮らす

開催日
会
場
5/13Ⅲ 岡屋小学校体育館
5/u倒 宇治小学校体育館
5/17側 南部小学校体育館
5/18t)k)
三 室戸小学校体育館
5/20Ⅲ 菟道小学校体育館

容

5/26

日程

木曜、午後６時半〜９時。６回E〉

FAX22‑5654)。

いずれも午後７時半〜９時半E〉種

1411)へ電話か来館で。

＜パソコンエクセル表計算応用

in咄 子育てについての座談会
９日の火・金曜、午後６時半〜９
6/2M 0歳 3歳の発達について
時。９回【〉費用…１万4500円(要
i/咽 うた･手遊び･リトミック
別途テキスト代)。
絵本の読み聞かせ･座談会
6/1哺

会(〒611‑0021、宇治琵琶45、S

昌生涯スポー

１万4500円(要別途テキスト代)。
A関数＞＞とき…６月11日〜７月

【＞日程・内容…下表のとおり。

回中央公民館(a20‑

115月13日困から同センター
(a46‑0688)へ。

子育て支援センターの事業の説明
5/19哨とボランティアの位置付け

いずれも午後１時半〜３時半【〉と

t〉対象…市内在

日程

福祉

E〉とき・ところ…下表のとおり。

圃m

半〜t＞ところ…黄栗体育館l＞対象…

同館(昔33‑4001)へ。要顔写真。

Ｉ屋内ニユースボーツひろぱ

上で２日共受講可能な人l〉定員…

線2621)へ。

ころ…西小倉地域福祉センター【＞

涯学習センター)

子育て支援センターで学習し、

A

ボランティアとして活動していた

を生涯学習センター(〒611‑0021、

/16伽は生

【＞とき…５月23日同、30日(日)の

料を添えて生涯スポーツ課(s内

話番号、作品の大きさ｡･数・種類

ころ…中央公民館(6

習会

受講料…１万7000円圃指定の申

40代の過ごし方〜

いずれも午後１時半〜３時半r〉と

■赤十字水上安全法一般講

60歳未満の人C〉定員…先着30人【＞

【〉とき･･･5月29日出、午後１時

生涯学習・スポーツ

官公署・その他

対象…全講義出席可能で18歳以上

午後７時〜９時半、13日(日)は午前

1000円

お知らせ

115月24日側

ころ…東宇治地域福祉センターE〉

養成講習会
【＞とき…６月８日脚、10日田は

BO

〜‑、ｙヽ争
ｆ
；3
; ･Ｌ心j

1999年（平成11年）５月11日発行（２）

C〉とき・ところ…５月22日ef)＝

などの実践的講座「京都府指定ホー

智也＜ん（O歳）

ムヘルパー養成研修３級課程」を

孝子さん

ト作り＞c〉とき…５月23日(日)、午

御蔵山小学校、午前９時半〜正午

開講。修了者は公社の協力会員と

後１時半〜３時半E＞定員…先着30

E卜種目…ファミリーバドミントン、

して有償ホームヘルプサービスな

（宇治琵琶）

午︑中村宅︒５百円︒中村

さん︵宍一33・5590︶︒

のジェンダー戦略﹂ ５月

20日田︑午前10時半〜正午︑

宇治公民館︒資料代３百円︒

会﹁ヒラリー・クリントン

5月15日出︑午前10時〜正

menセミナー5月例

◆Uji・PowerfulWo

島さん︵雲22・2418︶︒

民館︒無料︒上靴持参︒高

短信

＊紙面の都合で今回の募集

記事は︑次回六月十一日号

に掲載をさせていただきま

ます︒

回定期演奏会﹂ ６月６日

時45分〜11時45分︑小倉公 す︒ご了承をお願いいたし

習会 ５月19日田︑午前９

◆フォークダンス初心者講

さん︵a22・8538︶︒

ンター大ホール︒無料︒高

間︑午後１時半〜︑文化セ

校生以上の団員募集中︒能

勢さん︵H23・4433︶︒

◆弓道教室 ６月５日〜７

月31日の土曜︑午後６時〜

９時︑９回︒黄桑弓道場

日側までに申し込みを︒３

︵黄聚体育館向い︶︒５月31

903︶︒

千円︒梅田さん︵a32・8

◆フォークダンス初心者講

習会 ６月７日㈲︑午後１

時〜３時︑市民会館︒５百

円︒上靴持参︒山岡さん

２８︶︒

︵萱０７５ゆ４６１●１只︶

◆音楽リトミック・ぱれっ

いずれも午前10時〜11時︑

と ５月12日伽︑19日伽の

東宇治コミセン︒３・４歳

児と保護者対象︒月２千３

百円︵教材費含む︶︒要予

44︶︒

約︒新谷さん︵fl32・47

ニスト ５月９７一日俐︑午前

◆音楽サークループレピア

セン︒２歳半〜３歳児と保

10時半〜11時半︑５月〜７
月まで計３回︒東宇治コミ

◇

護者対象︒先着10組︒３か

◇

月分５千円︵教材費含む︶︒

◇

塚元さん︵昔33・4633︶︒

までに︵必着︶︑市広報課へ

※次回掲載分は５月21日倒

所不要︑酋内線２０７０︑

︵〒６１１−８５０１︑住

ファクス20・8779︶︒

締切日後は受付不可営利・

なお︑掲載は受付順とし︑

政治・宗教活動は不可︒

多数の場合は一部掲載をお

断りすることもあります︒

1056

◆不登校の親子と語る会

７５一６２２●2638︶ｏ

市民情報

上靴持参︒久保さん︵萱０

︵保護者の送迎要︶︒無料︒

育館︒小学４〜６年生対象

午後２時〜４時︑西宇治体

トンスークル ５月15日出︑

◆宇治市ジュニアバドミン

催し

毎月11日号

