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﹁宇治市環境保全計画﹂策定に向けて

の結果から

市民アンケート

足﹂の回答率が高くなりま

﹁予算的に困難﹂﹁人員の不

行するうえでの支障として︑
よる水質汚染対策等﹂の優

②環境保全活動に対する事

③環境保全の取り組みに関

理解の向上﹂を約６割の事

した︒

業所が﹁非常に重要である﹂

いさ﹂や﹁歴史的な景観や

やすい﹂の印象が強くなっ

﹁歴史と伝統がある﹂﹁住み

①住んでるまちの印象⁝

費用負担﹂については﹁環

しています︒﹁環境保全の

た回答は合わせて９割に達

ては協力してもよい﹂といっ

考えています︒

計画﹂策定に活用したいと

結果は︑﹁宇治市環境保全

今回のアンケート調査の

︵〒61118501住所

記入のうえ︑環境企画課

住所︑氏名︑電話番号をご

と回答しています︒

しての重要な事柄︵図３︶・：

ている一方︑道路環境︵安

街並み﹂の満足度が高くなっ

境に負担をかける当事者が

﹁消費者や利用者の意識や

業所の意識：爪環境施策へ

協力﹂については﹁できれ

願いしました︒

ています︒

の結果から

子どもアンケート

先度が高くなっています︒

﹁生活排水や工場排水等に

環境についてのアンケート結果報告
市では︑昨年十月二十日から十一月十日にかけて︑市民の皆さん
の宇治市の環境についての考えを把握するためにアンケートを行い
ました︒その結果の一部を報告します︒なお︑このアンケートの結
①環境についての意識︵満
足度︶：爪生活環境を取り

Ｏ市民アンケート︵20歳〜

②環境についての意識︵図
②地域のイメージ︵図１︶

一方︑﹁川の水がきれいで

かおる﹂という回答が多く︑

２︶⁝﹁身近に広場や公園

が多く寄せられました︒

全にあてるべき﹂との回答

が他の予算を削って環境保

行う﹂か︑もしくは﹁行政

クスのいずれかの方法で︑

さい︒手紙・はがき・フ︒

さんのご意見をお寄せくだ

環境像について︑市民の皆

身近に広場や公園はありますか

11
6.
ます︒

果は︑本市の﹁宇治市環境保全計画﹂策定に活用したいと考えてい

す︒この取り組みの中で︑

ました︒

全・快適さ︶では低くなり

ば協力したい﹂﹁内容によっ

市民・子ども・事業所の方

80歳︶⁝1000通送付︒

巻く静けさ﹂﹁空気のきれ

は︑宇治市環境基本条例で

３６６通回答︑回収率３６
・６％

⁝﹁住みやすい﹂﹁歴史と

ない﹂﹁ごみ捨てなどマナー

商店街や観光地は賑わっていますか

ための長期的な計画です︒

川の水はきれいですか

︵萱内線2255︶ へ︒

問い合わせは環境企画課

お寄せください︒

23︶に６月30日㈲までに

省略可︑フ︒クス21・04

に宇治市の環境について伺

Ｏ子どもアンケート︵小学

伝続かおる﹂などのイメ

はよくない﹂といった回答

また︑宇治市の望ましい

いました︒

校４年生ｙ中学校３年生︶⁝

ージが上位にあげられまし

まちの中に緑や広さはありますか

調査の概要

４８２通送付︒４８２通回

自動車で道路が混雑していますか

の確保﹂の理念を実現する

小学校４年生〜中学校３年

水道水はおいしいですか

20歳以上の市内在住の人・

現在︑宇治市環境保全審

も多くなっています︒

経営者の 判 断

た︒

環境問題への取り組みを行いやすいシステ ム が で き る こ と

答︑回収率１００％

社員の意識の 向 上

生の市内在学の子ども・市

消費者･?l』用者の意識･理解の 向 上

議会で︑今年度中の策定に

③環境問題の関心度⁝﹁山

みが捨てられている﹂﹁林

ている﹂﹁まちや道路など

や森などの緑が少なくなっ

図3.環境保全への取り組みに関しての重要な事柄

③環境保全の優先度：爪ダ

緑がゆたか

良好な環境の保全およびそ

つ快適な生活を営むための︑

事業所アンケートの結果から

6月は環境月間環境展の開催

○事業所アンケート・：２０

うるさい音はないですか

内に拠点のある事業所にお

汚れた川

100%

80%

60%

40%

でごみのポイ捨てが多い﹂
といったことへの関心度が
高くなっています︒

事業所アンケート
の結果から

①環境への取り組み・：﹁小
型焼却炉の不使用﹂﹁電気・
水道・冷暖房などの費用の

による再資源化﹂﹁廃棄物

節約﹂﹁廃棄物の分別回収

の減量化﹂については約50
％の事業所が﹁すでに実行

す︒環境への取り組みを実

している﹂と回答していま

子どもアンケート結果から
図2.環境についての意識（主なも
のを抽出）
■はい圖どちらかといえばはいuどちらともいえない□どちらかといえaいいえsいいえＥ未回答

◆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１限りある資源を大切に◆

企業による環境関連の協力･連携体制がで さ る こ と

﹁宇治市環境保全計画﹂

ごみ捨てなどマナーはよいですか

向けて︑審議を重ねていま

便利の良いまち

や川に無断でたくさんのご

歴史と伝統がある

イオキシン類などの環境ホ

静か

０通送付︒７０通回答︑回

住みやすい

ルモンによる汚染防止﹂

のどかである

100%

80%

60%

40%

20%

35%
30%
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10%
5%
0%

20%

Ｏ％

40%

示す﹁市民が健康で安全か

隣人との交流が少ない

収率３５％

市民アンケートの結果から

◆宇治市政だより６月21日号は︑６月20日剛に新聞折り込みします◆
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▲豊かな自然を生かした環境づくりに

〒611‑8501宇治市宇治琵琶33
平成11年
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二万ダ

は︑医療費の三割︵退職被
おり︑平成九年度の国民総

医療費は毎年増え続けて

増︶︑加入者一人当たりで

宇治市国保年度別医療費の推移

らに進行する高齢社会にお

医療費が増えれば︑当然

も大切な課題となっていま

で医療費を有効に使うこと

いて︑一人ひとりの心掛け

加入者の保険料負担にもは

す︒

す︵表２参照︶︒主な増加

はなく︑むしろ早めの適切

なっても治療しないことで

医療費の節約は︑病気に

■健康管理の徹底

目の食品摂取を心掛けよう︒

偏食をなくし︑数多い品

■食生活の充実

ツを習慣化する︒

元凶︒ウォーキングやスポー

一人ひとりにできること

ね返ることになります︒さ

えられます︒

齢者の加入割合の増加が考

︵平成９年度︶

宇治市国保会計保険給付費負担額

保険者は二割︶︒残りの七

は約三十七万円︵前年度比

理由としては︑医療内容の

③家庭医を持とう

②診療時間内に受診しよう

①重複受診をやめよう

■医療費の節約

何よりも大切です︒

な治療と日常の健康管理が

高度化や受診機会の多い高

二・四％増︶に達していま

医療費は二十九兆円に上り︑

宇治市の国保医療費をみ

割︵八割︶は国保が負担し︑

ても九年度の総額は百五十

国民一人当たり二十三万︸

ています︒本市の国保会計

▲楽しく健康づくりをしましょう（写真はニュースポーツ体験教室）

国民健康保険︵国保︶は︑皆さ
んが病気やけがをした時︑保険で
治療をしてもらえる大切な制度で
す︒その医療費は年々増加し続け︒
このままでは国保の財政運営がよ
り厳しくなります︒皆さん一人ひ
とりが健康増進と医療費の有効な
使い方を心掛け︑国保の健全運営
にご協力をお願いします︒

国保財政のしくみ

費等は八十億円弱で︑その
約四二％が加入者の保険料

国民健康保険︵国保︶は︑
会社などの職場の健康保険
で賄われています︵表１参

国･府･市など
の負担金ぺ

その内訳は加入者の納める

増え続ける医療費

制度などに加入できない人
で構成され︑市町村単位で
運営されています︒
国保加入者が医療機関の

昭

八億円︵前年度比六・七％

ｊゝゝゝ
心

千円となります︒

窓口で支払う﹁一部負担金﹂

圃国民健康保険課(a内線2265)

保険料や国庫金などからなっ

が負担した九年度保険給付

158億円，

早期発見・治療に努めよ

９年
８年
７年
６年
５年
平成４年

定期的な健康チェックで︑
常に自分の健康管理に努め
よう︒
■休養は十分に
疲労回復には入浴と睡眠

ご存じですか

高額療養費の支給申請

高額療養費制度は︑医療費を︸定額以上負担

したとき︑基準額を超えた分が申請により払い

戻される制度︒一か月に同じ人が一つの医療機

関︵入院・外来は別︑外来の総合病院は診療科

ごと︶に支払った額から保険のきかないものを

除いた自己負担額が︑六万三千六百円︵市民税

非課税世帯は三万五千四百円︶を超えたとき︑

申請によって超えた額が払い戻されます︒例え

ば︑十万円を支払った場合は︑十万円から六万

三千六百円を引いた三万六千四百円が払い戻さ
れます︒

国民健康保険証︑印鑑︑医療機関の領収書︑

︿支給申請﹀

振込口座の控えを持って国民健康保険課へ︒

※長期入院等による﹁多数該当﹂︑同一世帯の

複数受診による﹁世帯合算﹂の制度もあります︒

①必ず事前に届け出を

100

が効果的︒心身のリフレッ

使い受診するときの注意

億円

④健康診断を受け︑病気の

■適度な運動

都倉病院、ユニチカ中央病院（男子のみ）、

吸収

②示談の前にも届け出を

久御山南病院（男子のみ）

加害者があって健康保険を

治病院、六地蔵総合病院、宇治川病院、

険から加害者に治療費を請求することができます。

第二岡本総合病院、宇治徳洲会病院、宇

に責任があります。こうしたときは、まず加入している健康保険､(国保)
に届け出を行い、いったん保険を使って受診し、後日加入している健康保

京都第一赤十字病院、京都きづ川病院、

③平等割額

交通事故など第３者から損害を受けたときの治療費は、原則的に加害者

一実施医療機関−

所得割率を掛けたもの。

交通事故にあったときは､まず届け出を

基礎控除額（33万円）を引き、それに

１万1,970円
１万2,910円

男
女

い、その額（総所得金額）からさらに

一本人負担額−

①所得割額…１年間（平成10年中）の収

す。希望者は保険証と印鑑を持って国民

120

シュは欠かさずに︒

35才以上で、１年以上国保に加入して

入額から収入の種類に応じて控除を行

健康保険課へ事前に申し込んで下さい。

額53万円を超える場合は、保険料は
53万円となります。

いる人は、健診経費の７割分を補助しま

111億円
110

◇１年間の保険料は次の①十②十③で
算出されます。この金額が賦課限度

11年9月までの受診者募集中

表２
運動不足は老化を早める

国保半日人間ﾄﾞッｸ

表１
○

平成11年度保険料
年に一度は、健康チェック！

1999年（平成Ｕ年）６月11日発行（２）
り
よ

だ

政
市
治
宇
第1208号

みんなで支えよう医療費と健康

②均等割額…被保険者数×25,000円

＿＿＿＿＿−
l j
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六月一日号の市政だより
計算方法の具体的な例に

所得割は︑総収入から必
し︑得られた算出税額から

率と速算控除を決め︑計算

3,500

①−③十⑤＝市民税（百円未満切り捨て）36,200
②−④十⑥＝府民税（百円未満切り捨て)

23,400
59,600

などを点検・掃除し︑身近

地域や家庭で側溝や雨どい

しょう︒また︑日ごろから

至急に応急対策を実施しま

壁に亀裂などがある場合は︑

戒が必要です︒石垣やよう

んでいるところは十分な警

たら︑テレビやラジオなど

雨の降り方が激しいと感じ

しが聞き取れなくなります︒

まりができ︑また雨音で話

リ以上の場合︑一面に水た

ます︒一時間の雨量が20ミ

報や警報が出ることがあり

は予報が難しく︑急に注意

に多量の雨が降る集中豪雨

で守ること﹂が大切です︒

さい︒﹁自らの安全は自ら

の準備などに心掛けてくだ

所の確認︑非常持ち出し品

に備えて避難経路や避難場

ないようにしましょう︒

などの小さな変化も見逃さ

意し︑辺りの地形や水はけ

の気象情報にくれぐれも注

な環境を整備するようにし

市では︑去る五月二十六

内の急傾斜地や河川など︑

ましょう︒

集中豪雨があった場合に危

日困︑久保田市長をはじめ︑

梅雨のシーズンを迎えま

市や府の関係者約七十人で

した︒この時期は長雨や集

いざというときに的確な防

険と思われる個所を視察し︑

大雨に
備えて
防災パトロールを実施︒市

甲豪雨により家屋が浸水し

た︒

災ができるように備えまし

こんなときには

たり︑がけ崩れなど土砂災

ず︒

否が発生する恐れがありま

集中豪雨は短時間のうち

に狭い地域に集中して降る

土砂災害の多くは︑雨べ

豪雨のことで梅雨の終りご

原因で起こります︒短時闇

んだね︒それで︑

ろによく起こります︒特に

お父さんとお母さ

１ 斜面地周辺や地盤がゆる

まなぶ君⁝加入したい人だ

んは第二号被保険

腐魯箇麗

1,000……⑥

計

市・府民税総額

介護保険のおはなし

加入するのはだれ？

けじゃないんだね︒ぼくの

者で︑保険料は健

●●霜

はしなくてもいい

保険料の支払いは？

家族では︑ぼくとかいごろ

サラリーマンの妻

う以外はみんな介護保険に

薯章魯

何でも知りたがりの小

など健康保険の被

うんだよね︒

支払い方法も第一号被保険

扶養者の分は︑お

康保険と一緒に払

者と第二号被保険者では下

父さんたち被保険

入るんだよね︒

の図のように変わるのよ︒

者がみんなで保険

ヶア博士⁝そうよ︒加入す

かいごろう・：じゃあ︑おじ

料を分担するの︒

◇

学生まなぶ君︒家族は︑

いちゃんとおばあちゃんは

だからお母さんが

◇

お父さん︵43歳︶︑お母

六十五歳以上なので第一号

直接保険料を支払

ただ︑まなぶ君の

披保険者になるんだね︒す

ヶア博士・：そう︒

ると保険料は年金から天引

る人は年齢によって︑第一

かいごろう・：介護保険は︑

うことはないのよ︒

号被保険者と第二号被保険

四十歳以上のみんなが加

きされるんだ︒

さん︵41歳︶︑おじいちゃ

蒙●画麗●警

お母さんのように

入することになるんだろ

ん︵68歳︶︑おばあちゃ

●幽●

者に分かれるの︒保険料の

‐‐

■画麗

鰹麗麗

ん︵66歳︶︑みんなの愛

霜●魯

犬かいごろうです︒

譚禰■奮魯

佐官Ｅ

皿●幽

◇
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麗魯機電

府民税

府民税

o円
70,000円

700万円以下の金額
2%
700万円を超える金額 3％

ついては︑表１をご覧くだ

1,000円

府民税

で十一年度市・府民税のお

市民税

定率控除をして税額が決ま

2,500円

隨頭

この社会あなたの税が
きいている

2,500……⑤

市民税

速算控除額 (表3参照)
O円
100,000円 I*･Mm頑]
240,000円

要経費︵給与所得者は給与

課税総所得金額の段階税率
200万円以下の金額
0s%％
700万円以下の金額
700万円を超える金額 10％

さい︒十一年度の﹁市民税・

所得割の税率と速算控除額（総合課税分）

知らせをしましたが︑今回

表４

ります︒均等割は︑所得に

=9,900‑4,000=5,900

区分
市民税

２１︶︒

(2)16歳〜22歳の特定扶養親族は1人につき
43万円
=9,900×{E回･=4,000(百円未満切り上げ)
(3)70歳以上の老人扶養親族は1人につき
38万円
(m歳以上の同居老親は1人につき
45万円
＊(1X2X3)(4)のうち同居特別障害者は､それぞれに次の金額を加算23万円
市民税定率控除ll＝定率控除額一府民税定率控除額
33万円

均等割

所得控除︶や社会保険料控

回市民税課︵容内線２１

鎬税首務者が動労李生である場合には
26万円
<定率控除額の計算式＞
川一般の控除対象配偶者
337:円
定率控除Sl=(算出市民税額十算出府民税額)×15％
(2)70S以上(昭和4年1月1日以前の生まれ)の老人控除対象配偶者38万円
＝(①十②=39,600十26,400=66,000)×15％
＊I1K2)のうち同居特別障害者は、それぞれに次の金額を加算 23万円
=9,900
(百円未満切り上げ)
最高33万円
aまr lRa
忿配偶者特別控除 配偶者の所得金額によって控除額が異なります
府民税定率控除額=定率控除額×算出市j
i
(1)一般の扶養親族1人につき
33万円
i民税額

表３

府民税納税通知書﹂や﹁特

4,000‑･･
9,900

⑩勤労学生控除

四基礎控除

は皆さんの税金がどのよう

5,900……③

府民税定率控除額
計

(0配偶者控除

⑩扶養控除

かかわらず一律の額です︒

市民税定率控除額

った課税総所得に応じて税

[群琉圖

特別ほ害者については
30万円
(下表計算式を参照)
老年者(昭和9年1月1日以前の生まれの人)で合計所得金額が
⑧老年者控除
1.000万円以下の人
48万円
納税義務者が露婦（S夫）である場合には
26万円
R寡婦(寡夫)控除 納税義務者が特定の寡婦である場合には
30万円

に計算してみてはいかがで

26万円

⑦障害者控除

除︑扶養控除などを引き去

類

別徴収税額通知書﹂を参考

市・府民税の計算方法

控
除
額
[設例] 夫婦子供2人(妻子は所得なし)
(実質損失額一総所得金額等の合計額×10％)と(災害関運支出−5万剛
①雑損控除
の弓ちいずれか多い方の金額
平成10年中の収支
収 入
5,000,000
(支払った医療Bの額一保険などで補てんされた額)−no万円と総所得
必要M＊
1,540,000
②医療費控除
令詣等の合計額の5%のいずれか少ない方の金額) 限度額200万円
(＊収入金額などにより異なります)
③社会保m控除等 支払金話
健康保険料
355,000
支払金額
控除額
生命保険料支払い額
80,000
(1)15,000円以下
全額
(2)15.00円〜40.000円以下
支払金額×1/2十 7,500円
厖類]
支払金額×1/4十17,500円
④生命保険料控除(3)40,00円〜70,000円以下
5,000,000−1.540,000 ＝3,460,000
(4)70,00円以上
35,000円 所得(収入一必要経費)
社会保険料控除
355,000
所得控除
＊支払保険料に、一般のものと個人年金保険料の両方がある場合は、
35,000
生命保険料控除
それぞれの控除額を上の算式で計算し、合計します。限度117万円 (表2 参照)
330,000
配偶者控除
支払金額
控除額
配偶者特別控除
330,000
短期 (111.000円以下
全額
扶養控除ff≪!人業S吠H!5川
760,000
契約 (2)1,001円 3,000円以下
支払金額×1/2+
500円
(3)3001円以上
2,000円
基礎控除
⑤,損害保険
支払金額
控除額
控料除
所得控除額合計
−
2,140,000
長期 (1)5,000円以下
全額
契約 (2)5,001円〜15,000円以下
支払金額×1/2十 2,500円課税総所得金額
3,460,000−2,140,000=1,320,000
(3115001円以上
10,000円
（所得一所得控除＝千円未満切り捨て）
＊短期、長期の両方がある場合は、それぞれの控除額を合計しまT。
算出市民税額（課税総所得×税率一速算控除額）
限度額1万円
1,320.000×0.03−0＝39,600……①
都道府県、市町村、特別区又は住所地の共同募金会若しくは
算出府民税額（課税総所得×税率一速算控除額）
⑥寄附金控除
日本赤十字社の支部に対する寄附金の合計額(総所得金額等の合計額
1,320,000x0.02−0＝26,400……②
×ｸ5％を上阻)−10万円
障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族i人につき （波線部は表4参照）
種

に課税されているのか︑そ

表１

所得控除（控除額は所得税と異なる場合があります）

1999年（平成11年）６月

単位：円

の計算方法を紹介します︒

表２

宇治丹i政だより

市・府民税の計算方法は・・・

（３）

保険料の納入方法（年金や医療保険により、納入方法か異なります）

●
撞
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＊原則として、老齢・退職
年金から天引きされるこ
とになります。
＊年金頷が月額１万５千円
未満の人は個別に市に納
めていただきます。

＊医療保険の保険料に上乗せして納めます。
●健康保険加入者

●国民健康保険加入者

披扶瓦者の保険料
世帯員の保険料
各健康保険の被保 世帯主か世帯員の保
険者が分担します。 険料を納めます。

そして︑日ごろから災害

4 0歳〜64歳の医療保険加入者

にかからないようにしましょう︒

とより安全です︒包丁︑ま

年齢︑生年月日︑性別︑電

住所︑氏名︵ふりがな︶︑

往復はがきに郵便番号︑

﹇問い合わせ﹈

商工会議所内︶へ︒

治市宇治琵琶45−13︑宇治

宛︵〒６１１−0021宇

田楽復活祭﹂出演者募集係

二十歳になれば︑厚生年
金や共済組合に加入してい
ない人は︑学生も含め全員
国民年金に加入しなければ
なりません︒
国民年金は二十歳から六

納めると︑六十五歳から老

十歳まで四十年間保険料を

齢基礎年金が受けられます︒
また︑加入中に万一事故や
病気で障害が残ると︑障害
基礎年金が受けられます︒
しかし︑加入手続きを

⑤食事のとき

6

5度以上︑冷やして食べ

洗いましょう︒温かい料理

食卓につく前によく手を

は

る料理は

す︒食品は室温に長く放置

しないようにしましょう︒

⑥食品が残ったとき

早く冷えるように浅い容

器に小分けして保存︒温め

ましょう︒時間が経ち過ぎ

直す時も

て︑おかしいと思ったら思

0度以下が目安で
1

5度以上に加熱し
7

ｉ︑Ｉ︑ Ｊｉ．ｙ｀︒ ２ ｉ︑︑ ．Ｊ︑ ｔＩＩ︑︑１１︑Ｓ″？

いきって捨てましょう︒

ｔＩＩＩ

査中毒かなと思ったら

食中毒で起こる腹痛や下

あります︒詳しくは国民年

されると免除される制度も

難な場合は︑申請して承認

なお︑保険料の納付が困

振替えが便利です︒

保険料のお支払いは口座

一万三千三百円です︒

は年齢にかかわらず一か月

きをしてください︒保険料

をご利用のうえ︑必ず手続

をしています︒返信用封筒

が近づいた人に加入の案内

市では︑二十歳の誕生日

とがあります︒

を受けることができないこ

未納にしている場合は年金

していない場合や保険料を

かかりましょう︒

ありません︒早めに医師に

どの薬を飲ませるのは良く

から︑むやみに下痢止めな

対する身体の防御反応です

などの症状は︑原因物質に

痢︑吐き気︑おう吐︑発熱

￣心.6二f

金課︵容内線2310︶へ︒

ミセン、東宇治コミセン、南宇治

'99

前売り券4,000円
結成40周年記念
コミセン
(当日4,500円)
ザ・ベンチャーズ JAPAN
TOUR
前売り券
午後６時半開演（6時開場）
ﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞで発売中

食中毒の予防は家庭から

シャットアウトO‑157

袋に入れ︑汁がほかの食品
肉・魚などは個別の容器︑

ましょう︒また︑肉・魚・

いきるようにしましょう︒

野菜用と別々に使い分ける

なのです︒簡単な予防をき
Ｏ
め過つぎ
に注意し︑早めに使

よるものです︒高温多湿な
持することが目安です︒詰

今年も食中毒の発生しや
ちんと行えば︑食中毒は必

な板︑食器︑ふきん︑スポ

②保存するとき

日本の夏は︑それらの細菌

冷凍庫はマイナス15度以

ンジなどは使ったあとすぐ
に洗剤と流水でよく洗い︑

冷凍食品は使う分だけ解

日光消毒をしましょう︒

凍し︑すぐ調理しましょう︒
④調理のとき
調理する食品は十分に加
熱し︑中心部までしっかり

ンジなどで熱の伝わりにく

熱を通しましょう︒電子レ
まず手を洗いましょう︒

い食品は時々かき混ぜましょ

話番号︑勤務先とその電話

同会議所︵四23・３１７

洗い熱湯をかけてから使い

包丁やまな板は︑きれいに

③下準備のとき

庭から食中毒を起こさない

食中毒予防のための

此
6う
つこ
の主
チ訟
ェし
ッ友
クし
ポょ
イう
ン︒
ト

O‑157などの

食品は早めに持ち帰りましょう︒
購入し︑温度管理の必要な

①食品購入のとき
賞味期限などを確認しま

しょう︒新鮮な生鮮食品を

﹇募集資格﹈

番号︑希望出演種目︵第１

ｎ乙χ附一23°７０Ｑ乙５︶

メラのマツモト一宇治書店・コミュニティセンター（西小倉、東宇治、西宇治）・
チケットぴあ（府内全チケットぴあ取扱店）

田楽はビンザサラという
16歳以上で︑
７月から10月
の当日まで月
２〜４回の稽
古に参加でき
る人︒ただし︑
高校生は親権
者の同意が必
要です︒
﹇募集期間﹈
６月25日團
まで︵必着︶
﹁募集人数﹂
約１００人

・２希望を記入︶を書き︑

﹇募集方法﹈

囲宇治青年会議所﹁宇治大

文化センター一宇治市観光協会・観光案内所（宇治橋西詰、近鉄大久保駅構内）・
松下時計店・アルプラザ城陽一アルプラザ宇治東・うさぎ堂・黄聚薬局・手芸とカ

【チヶツト発売場所】

宇治市文化センター、西宇治コ

全席指定

文化センター大ホール

2回目午後4時開演(3時半開場)

1回目午後1時開演(O時半開場)

6月5日（火）から発売

9月10日（金
午後６時半開演
(６時開場)
文化ｾﾝﾀｰ大ホール

文化センター大ホール（全席指定）
[Ｓ席]5000円
[Ａ席]4000円（当日券50
0円増）
【プレイガイドで発売中】
文化センター一宇治市観光協会・京都音協プレイガイド･･
前売券 下記のプレイガイドで発売
K B S京都プレイガイド・アルプラザ城陽‑

アルプラザ宇治東・チケットぴあ・チケットセソン・西小倉コミュニティセンター・ローソンチケット

問い合わせ：㈱宇治市文化センター（a 20−2111）

特殊な楽器と太鼓︑笛︑銅
拍子などを演奏しながらダ
イナミックに躍る平安時代
の代表的な芸能です︒当時︑
宇治には﹁本座田楽﹂とい
うプロ集団があり各地の祭
礼で活躍していました︒
大田楽を市民の祭りとし
て昨年に引き続き皆さんの

なお︑開催は︑十月十六

手で創り上げてみませんか︒

日田夕刻︑府立宇治公園塔
の島で行なわれます︒
また︑演出指導は︑㈲コー
スケ事務所野村万之丞さん
にして頂きます︒
﹇募集内容﹈〜出演種目〜
①踊りを躍る人
②太鼓をたたく人
③笛をふく人
④連続宙返りなどアクロバッ
ト的な体操のできる人

20歳になったら国民年金

アルプスの少女八イジ

〜阿川泰子ジャズコンサート〜

.ｷ･四W‑二
丿面T保健推進課へ

すい季節になりました︒食

▲昨年10月に行われた復活祭の参加者

下︑冷蔵庫は10度以下に維

▲流水でしっかりと手を洗いましょう。

ず防ぐことができます︒家

〜見る祭りから参加する祭りへ〜

が活動するのに最適な環境

宇治大田楽復活祭

中毒の原因の９割は細菌に

出演者大募集
づ

1999年（平成11年）６月11日発行（４）
り

だよ

政
市
治
宇
第1208号

y](a内線2261)ノ

名作ミュージカル

8月8日(日)

単券500円／親子ペアー券500円

1068

（５）

宇治市政だより

1999年（平成11年）

■聴覚障害者教室
市役所への電話・郵便は
容22‑3141

情報

t＞とき…６月27日冊、午前10時

（代表）

〒61:1‑8501

（i別番号のため住所不要）

一 一４

亘］は問い合わせ・圃は申し込み

BO

』

召の書いていないものは直接会場

地域の民生児童委員か京都府民生

を募集します。放送大学はテレビ

住の聴覚障害者及び関係者E〉内容…

児童委員協議会(n075‑256‑7083)。

やラジオで大学教育を行っている

歴史講座r〉定員…20人【〉参加費…

スポーツ

通信制４年制大学で、義務教育を

無料圃６月21日(月)までに社会教

■ニユースポーツひろば

修了している満15歳以上の人はだ

市民交流ロビーコンサ−ト

育に意欲のある人）、調理員、用

象…市内在住・在勤・在学の中学

象…神経系難病患者またはその疑

生以上の初心者【＞参加費…無料【＞

いのある人か家族t＞定員…先着6

定員…40人(多数の場合は抽選)

人E〉費用…無料回６月11日倒、

︵圖同︶

可愛いフラの手ほか

子育て支援課（a内線2324）本人

t＞保育…2〜5歳児(無料)

③福

氏名(ふりがな)､年齢､電話番号、
保育の有無(名前・年齢)を書き、

会教育課(a内線2616)へ。

６月24日田まで(必着)固生涯学

■植物公園

習センター(〒611‑0021宇治琵琶

t

｢新聞のみかた
･読み方｣を楽しむ

＜簿記初級＞【〉とき…７月14日
〜9月13日の水曜午前９時半〜午
後４時半、月曜午後１時半〜４時
(別途テキスト代が必要)。

^5歳以上(中学生を除＜)t＞定員…

片岡経営研究所所長
片岡憲男さん
くらしの中で

習 新聞情報を利用する

７月11日(日)に｢農業委員会委員

半。22回【＞受講料…１万500円

半〜t＞ところ…黄県体育館E〉対象…

京都新聞社論説委員
徳武孝二さん

先着30人E〉受講料…1000円(印鑑

[訂正]6月1日号の2面、情報公

と顔写真3cmX2.5cmが必要)

開を制度化した外郭団体に軸宇治

116月13日(日)、午前９時から直接

市総合野外活動センターも含みま

同館(333‑4001)へ。

す。おわびし訂正します。

福祉

お母さんといっし

■父子家庭のための『父と

ょ

ち立候補予定者への説明会を次の
とおり行います。t＞とき…６月22

祉サービス公社（S38‑2331）へ。

日吠)、午後２時〜[＞ところ…市役
お知らせ

所大会議室

固選挙管理委員会

子のふれあいキャンプ』

(昔20‑8798)。

■たいあっぷ住宅の入居者募集

【＞とき…８月７日出〜８日(日)E＞

■小倉双葉園保育所園庭開放

府では中堅勤労者向け公共賃貸

行き先…舞鶴市三浜l〉対象…京都

【＞とき…６月18日出、午前10時

住宅の入居者を次のとおり募集し

府内在住(京都市を除く)で、子
募集人数…約30組E〉参加費･∵大人

て支援センター(昔24‑6511)。

クトパル宇治﹂▽募集⁝約40人︵多数

の場合は抽選︶▽参加費・：1500円

きに代表者の氏名︑年齢︑性別︑郵便．

︵夕食代含む︶▽申し込み・：往復はが

天文教室

六月四日にオープンしたアクトパル

宇治で天文教室を行います︒この教室

では天体にまつわる楽しいお話や︑京

番号︑住所︑電話番号並びに参加者全

▼問い合わせ…同通船か観光協会(昔23‑3334）

゛

都府下では最大級の口径二十五センチ

■FAX21‑2328）

員の氏名︑年齢︑性別を記入し︑６月

30乗り7万5000円

の屈折望遠鏡などを使って星空を観察

5万円、

します︒あなたも美しい星空をゆっく

◎貸切船＝10人乗り２万5000円、

18日㈲︵消印有効︶までに市総合野外活
動センター﹁アクトパル宇治﹂︵〒６

（乗合船は午後７時から）。

▼料金…○乗合船＝大人1800円、子供（小学生以下）＝900円

りと眺めて見ませんか︒

▼乗船･‥喜撰橋たもとで午後７時ごろから

０１−1392宇治市西笠取辻出川西

▼期間…６月12日出〜９月５日（日）

▽とき・：７月３日出︑午後５時〜９

夏の夕暮れ、皆様そろってお楽しみください。

１塙萱０７５゛５７５゛3501︶○

６月12BilOから、宇治川塔の島一帯で鵜飼いが始まります。

時︑雨天時は天文ビデオＥ工作など▽

ところ⁝市総合野外活動センター﹁ア

宇治川の鵜飼

15人乗り3万7500円、20人乗0

供が18歳未満の父子家庭の親子E＞

園園庭(小倉町西畑13)固子育

宇治

33戸、コー

アクトパル

〜11時半4雨天中止E〉ところ…同

ます。【＞募集戸数7‥レシデンシア

▼予約･･･宇治川観光通船（a

時。６回c＞受講料…１万1000円。

選挙｣が行われます。これに先立

休日加算あり）毘指定の履歴書
（要写真）を６月17日田までに福

▽

時半〜正午、水曜午後６時半〜９

■トレーニング機器実技講習会

最近の大きなニュー

立候補者説明会

⑥原動機付自転車で活動で

＜ワープロ初級ワード＞【〉とき…
７月17日〜８月７日の土曜午前９

6/15吹 横島小学校体育館
6/17Ⅲ 北横島小学校体育館
6/22(:Jy
笠 取小学校体育館

鷲 スと日々のくらし

■｢農業委員会委員選挙｣

きるE〉報酬…時給1120円時間外・

スト代が必要)。

固生涯スポーツ課

C〉とき…６月19日出、午後１時

必要です。

⑤週４日以上活動で

I＞受講料…１万4500円(別mテキ

(s内線2621)。

45‑14昔22‑0220)へ。

Ⅲ

(a45‑0099)。入園料が別に

④家事介護や簡単な身体介護が適

・巨椋(小食町西山65)

(上靴持参)

復はがきに｢新聞｣と明記し､住所、

先着30人圃６月16日田までに社

いずれも午後6時半〜9時。９回

ドミントンなど【〉参加費…無料

a往

流【〉材料費…200円程度C〉定員…

＜ワープロ入門一太郎＞c〉とき…
７月13日〜８月13日の火・金曜、

フトバレーポール、ファミリーバ

無料r〉対象…市内在住・在勤の人

同a

祉に関し理解と情熱を持っている

圃６月13日(日)から同センター
(346‑0688)へ。

日は午後７時〜９時)【＞種目…ソ

(多数の場合は抽選)c〉参加費…

lie〉対象…学校教育を終了した市

E〉定員･･･50人【＞費用…無料

れ②ホームヘルパー養成研修３

・城南地域職業訓陳センター

いずれも午後７時半〜９時半(15

ところ…宇治公民館【〉定員…50人

６月26日出、午後１時半〜３時半

①昭和24年６月１日以降生ま

保健所(S21‑2191)へ。

月17日困(消印有効)までに、生

【＞とき・ところ…下表のとおり。

E〉とき・内容…下表のとおりt＞

E〉とき…６月27日(日)、午後１時

＜病害虫防除の仕方＞l〉とき…

E〉応募資格…次の要件を満たす

午前９時から24日出までに、宇治

年月日、電話番号を記入の上、６

■屋内スポーツひろば

する新聞の読み方〜

〜世界で一つのパンづくり〜

内容…作ったパンを食べながら交

が直接持参。
Ｉ登録ヘルパー

きる

■心身障害者教室｢やまぶき学級｣

内に在住・在勤の心身障害者、t＞

社会教育課（a内線2619)へ本人

切にできる

■＜らしの講座〜知って得

半〜３時半【＞ところ…総合福祉会

書（要写真）を６月25日出までに

c〉とき…６月29日脚、午後１時

涯スポーツ課(a内線2621)へ。

書館(Q22‑8240)。

團市販の履歴

級以上を取得または受講中

生涯学習

治図書館(S32‑2232)･西宇治図

午後5時（i時間の休憩あり）E＞

■難病個別相談(神経系)

Ⅲ往復はがきに住所、氏名、生

・文化自治振興課(s内線2223〉

固中央図書館(S2O‑1511)・東宇

16日）【＞勤務時間…午前８時半〜

人

t＞とき…６月29日〜７月15日の

マリニヒ・メレ

(火)〜7月１日田まで休館します。

休日…日曜日とお盆（8月13日〜

771‑8440)。

〜３時t＞ところ…宇治保健所c＞対

は、蔵m特別整理のため６月22日

21日出〜８月31日CMの指定の日【〉

■女性テニス教室

E〉ところ…黄聚テニスコートl〉対

する人は資格証の写しを添付して

各種専門学校生（＞勤務期間…７月

同大学京都学習センター(S075‑

ハワイアンソング

中央・東宇治・西宇治図書館で

導員補助［＞応募対象…大学・短大・

固

生涯スポーツ課(a内線2621)。

火・木曜、午後７時〜９時。６回

■図書館休館のお知らせ

C〉勤務内容…育成学級児童の指

間…６月15日吠)〜８月15日(日)

固

市役所１階市民交流ロピー

内線2392)でも配布。

が直接持参。
■育成学級夏期学生アルバイト

選科履修生、科目履修生E〉出願期

止【〉内容…グラウンド・ゴルフ、

同公社(Q075‑432‑2086)へ。

E〉資格…39歳以下の人毘市販の履
歴書（要写真）に保育士資格を有

全科履修生(学士の学位を取得)、

いずれも午前10時〜正午。雨天中

午後O時15分

必要に応じて選考し、雇用します

45分

れでも入学できます。D＞募集学生…

神明小学校。20日(日)＝南部小学校。

付場所…京都府住宅供給公社固
なお、申込用紙は市住宅課(s

務員t＞雇用方法…登録者の中から

賃金…時給860円

６月23日(水)

田〜25日出(土、日を除＜)【〉受

E〉職種…保育士（有資格者か保

11年度第２学期生(10月入学)

ペタンクなどt＞参加費…無料

フラ寺田とウクレレ・フラワーズ

33‑2)27戸t＞受付期間…６月17日

圃7月16日出までに

【＞とき・ところ…６月13日(日)＝

へ。

ジースクエア・広野(広野町中島
ニ

■市立保育所臨時職員の登録

1069

(五ヶ庄三番割)t＞対象…市内在

︵闘︶

X

募集

■放送大学学生募集

〜正午E〉ところ…黄栗山萬福寺

へお越しく ださい．
二二し＿.二＿． 」

‑

官公署・その他

漁船による島巡り、キャンプファ
イアーなど

育課(a内線2616、FAX22‑3040)

｜

6月11日発行第1208号

2000円、子供1000円l〉内容…水泳、

消費生活講座の開催案内

日

時

内

住宅トラブルの対処法
16:00

7月2日倒

師

弁護士

6月24日困
14:00

講

容

岩崎文子さん

すまいのICを考える会
すまいのインフォームド・
コンセント

14:00〜16:00

7月9日倒

代表

尾崎信人さん

施設見学会

12:00へ16:00積水ﾊｳｽ総合住宅研究所八ｲﾀﾂﾁﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ

ぺ
｀l・

7月16日倒 不動産広告の
u:00〜16:00

きまりと見方

咄近畿地区
不動産公正取引協議会

I＞会場‑･･生涯学習センター
【〉定員…先着6o人麿学会は受講者の内35人】
C〉保育…６か月〜6歳まで(先MS人)､施iS見学会はありません。
t＞受講料･･･無料。t〉問い合わせ…商工観光課(a内贈225)へ

新しい家の資金づくりの第一

フェスタ﹂ を開催しまし

中学校で﹁こもれびヤアヤア

は︑五月二十三日㈲︑宇治

設﹁こもれび﹂︵宇治若森︶

重症心身障害者の通所施

交差点
た︒この催しは︑地域の人

人に﹁こもれびトを知って
いただこうと行われている
もので︑今年で四回目︒今
回は︑こもれびのメンバー

なったため︑新しい家の資
す︒また︑ハーモニー宇治

の熱い思い が伝わってきま

市民情報

話同好会 毎週木曜︑午前

木曜を中心に行います︒南

民館︒月千５百円︒大下さ

午後１時半〜３時︑小倉公

う。保育もあるので、子育て中の

人も気軽に来てほしいです」とマ

クルです。活動は市民会館で、奇

川さんは「人との触れ合いは自分

数月に講演会や演劇などさまざま

の中のいろいろな部分を確認した

な催しを、偶数月の第３土曜には

り、発見したりすることができま

企画会議を行っています。

す。活動を通して多くの人と出会
催

し

65歳以上︒月千円程度︒金
山さん︵1320・6226︶︒

半〜３時半︑中央公民館︒

第２・４木曜︑午後１時

◆高齢者合唱団﹁おおとり﹂

匯32●ｎＭりｎｊｎ゛ｕ１︶○

材費必要︶︒有川さん︵容・

歳土局校生︒月３千円︵教

〜７時︑琵琶台集会所︒３

ト﹂ 毎週木曜︑午後４時

◆子ども絵画教室﹁パレッ

さん︵a33・4179︶︒

ラム︒月２千３百円︒河村

者︒来年３月までのプログ

ミセン︒３・４歳児と保護

午前10時〜11時︒東宇治コ

と﹂ ６月17日俐・30日㈲︑

◆音楽リトミック﹁ぱれっ

ＬＯＣL
ＯQ^︶°

月２千円市平さん︵昔44・

時〜11時半︑宇治公民館︒

ミズ﹂ 毎週金曜︑午前10

◆体操サークル﹁チャーム

１４ｎ乙Ｏ︶ｏ

２千円︒内田さん︵023・

正午︑西小倉コミセン︒月

女性のネットワーク「キャンド

ル」は、自分たちのアイデアでい

次の催しは７月10日出午前lO時

のを吸収し輝く女性になろうとい

〜正午、「大型しかけ絵本（読み

しかけカードづくりや

うのが目標です。何かしたいけど

聞かせ）」。

何をしていいのか分からない、挑

恒例のティータイムもあって、大

と思うている人は、企画会議にも

費は材料費とお菓子代で５百円。

参加して自分のしたいことを提案

催しや企画会議の問い合わせは木

無料︒小学４〜６年生対象︒

２時〜４時︑黄緊体育館︒

クール ６月19日出︑午後

◆ジュニアバドミントンス

466︶︒

費︶︒岩井さん︵045・0

コミセン︒千円程度︵材料

の午後１時〜４時︒南宇治

日俐︑７月１日俐・15日俐

◆ちぎり絵講習会 ６月c︱

︵a33・5590︶︒

10時〜正午︑中村宅︒要申
し込み︒５百円︒中村さん

６月16日田・30日伽︑午前

◆不登校の親子と語る会

︵公24・3168︶︒

19日は午後３時まで︶︒生
涯学習センター︒紺谷さん

19日出︑午前８時半〜午後
５時︵15日は午前10時〜︑

◆紫陽花展 ６月15日固〜

ん︵ｓ24・1174︶︒

19日出︑午前９時半〜午後
４時︑広野公民館︒若林さ

◆水墨画展 ６月15日固〜

さん︵032・3509︶︒

〜９時︒宇治公民館︒西村

午前10時〜正午か午後７時

体験講習会 ６月17日困︑

ワークを広げて、お互いの良いも

◆初級中国語サークル﹁ Dき 第１・２・４水曜︑
︵雲21・8373︶︒
館︒月５百円︒久保田さん
午前10時〜正午︑中央公民
ブ 造花づくり︒毎週木曜︑
◆アメリカンフラワークラ
︵ａ‑344・4254︶︒
館︒月子５百円︒新井さん

◆陶芸教室﹁陶幸会﹂水・

ん︵｀一23・0957︶︒

女性のネットワーク｢キャンドル｣

◆国際語エスペラント無料

22・0624）へ。

･ FAX

原さん（a

してください。一緒に活動しましょ

人も子供も一緒に楽しめます。会

戦したいことがあるけど一人では…

えれば‥･」と話していました。

「いろいろな年代の人とネット

ネージャーの木原さん。また、中
ろんなことに挑戦しようというサー

午後１時〜４時︑宇治公民
◆文学サークル 第３土曜︑

﹁つむらシャトルズ﹂
◆バドミントンサークル
︵a41・6467︶︒
円︒月３千円︒北村さん

さん︵H32・8204︶︒

◆英会話サークル 外人講

短信

セン︒月３子５百円︒奥田

師によるレッスン︒毎週水

南宇治コミセン︒一回千円
富田さん︵Ｓ０７５・８８

◆ヨーガサークル 月３回

ｎ乙゜Ｑｕ４只︶ｒａ︶ｏ

月曜︑午前10時〜１１
小倉公民館︒月千３百円︒

第２・４木曜︑午前10時〜

◆水彩画サークル﹁楽画会﹂

ＯｃｎＴ‑ｉｏｏ︶°

百円神谷さん︵ａ‑a43・

いずれも６か月間︑月千５

17日︶︑午後７時〜８時︒

民館＝毎週木曜︵初回６月

午後７時半〜９時︒木幡公

毎週水曜︵初回６月16日︶︑

◆太極拳入門広野公民館＝

森さん︵022・3125︶︒

時半︑

中級＝午後７時半〜８時半︒

初級＝午後６時〜７時半︑

◆社交ダンス 毎週火曜︑

︵021・2225︶︒

レッスン有り︶︒新美さん

民会館︒月７百円︵お試し

曜︑午後２時〜３時半︑市

９時〜10時半︑東宇治コミ

宇治コミセン︒入会金５百

月

２回︑土曜︑午後６時〜９

時︑黄璧体育館︒Ｉ回５百

円︒喫屋敷さん︵024・6

970︶︒

さあ来る

宇治市源氏物語ミュージアム

金づくりの第一歩としてバ
混声合唱団による合唱やマ

入館者数10万人達成

ザーや模擬店など盛大に催
ジックシ・Ｉ︑宇治中学校

が増え現在の家では手狭に

されました︒

り︑美しいメロディや巧み
◆油彩画サークル﹁彩美会﹂

集

なマジックに会場は和やか

第１・３木曜︑午前10時

募

やがあったらいいな﹂﹁く

な雰囲気に包まれていまし

ブラスバンド部の演奏もあ

んれんのおへやがほしい﹂

た︒

本田さん︵a32・3468︶︒

千５百円︵別途材料費︶︒

半〜４時︑広野公民館︒月

第１・３土曜︑午後１時

◆木彫サークル﹁きざみ﹂

ｎ乙ＯＱりＯ︶ｏ

２千円︒柴田さん︵雲32・

正午︑東宇治コミセン︒月

第１・３日曜︑午前９時〜

◆ペリオーデ室内合奏団

958︶︒

百円︒高橋さん︵雲20・3

福祉会館︒60歳以上︒月３

午前10時〜午後３時︑総合

ルーム﹂ 第２・４火曜︑

24°７４ｎｊｌ︶ｏ
◆アートフラワー﹁アート

千２百50円︒河野さん︵雲

〜正午︑小倉公民館︒月２

とみんなの願いが書かれた

▲メンバーも一緒に歌って会場は和やかに

看板も置かれ︑新しい家へ

﹁えをたくさんかけるへ

昨年11月にオープンした「源氏物語ミュー
ジアム」の入場者が、5月21日（金）、10万人とな
りました。 10万人目は神戸市の波多野トモ子さ
ん。瀬戸内寂聴名誉館長からはサイン入りの
「源氏物語」現代語訳が、久保田市長からは花
束が贈られました。
◆カナダ人講師による英会

サークル

毎月11日
号みなさん
と作るペー
ジ

こもれびヤァヤァフェスタ
たちと交流を深め︑多くの

歩に
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時半︒材料費３干５百円︒

６月24日俐︑午前９時半

〜T‑Ｈ時半︑午後１時半〜３

ケで作るテディベアの動物﹂

◆ガーデニング教室﹁水ゴ

︵ソ) ･ ｃ＾tocrｏｏｏ︶°

久保さん︵ａ０７５・６２

1070

