市では市民サービスの向上のため︑﹁行
政サービスコーナー﹂を市内六か所に開設
しています︒各コーナーでは市民課で取り
います︒なお︑﹁税関係の各種証明書﹂な

扱う諸証明︵一部を除く︶を即時発行して
ど市民課業務以外の諸証明の交付は取り扱

▽住民票記載事項証明書

▽住民票の写し

○取り扱い業務

午前９時〜午後４時半

っていません︒ご注意ください︒

市役所での手続きや届け
出で︑市民に身近な窓口の

の中でも︑住民票の写しや

一つ﹁市民課﹂︒その業務

住民票記載事項証明書︵年

︵年金受給者現況届を含む︶
▽印鑑登録証明書

金受給者現況届を含む︶︑

▽戸籍の謄・抄本
▽除籍︵原戸籍︶の謄・抄

印鑑登録証明書の発行など︑

めています︒

▽身分証明書

▽戸籍の附票の写し

▽印鑑登録届

▽自動車臨時運行許可

▽外国人登録

・死亡届などの戸籍届
▽届出書記載事項証明書

正後の総予算額は五百二十

六千五百十七万九千円で補

追加Ｈ一千二百十三万六千

▼介護保険制度施行準備費

円

ステム導入費等︶＝二千万

い合わせは市民課︵酋内線

民課の窓口で手続きを︒問

(ＮＫＮｌＯxp︶ へｏ

億七百万円

▼河川改修事業費追加＝一

百万円

▼街路交通情勢調査費＝三

▼学校施設地域開放費︵西

宇治中学校の地域開放型教

室の開放にかかる管理運営

＊

＊

＊

費︶＝四百十五万二千円

このほか︑同議会では︑
任期満了の固定資産評価審
査委員会委員に清原成行さ
ん︵七二︶を選任することに
同意しました︒

と

⑤

言レ

ぎ

24 ･ 8

a

つていますＩ限りある資源を大切に◆

戸時代と干拓直後の様子を描いた絵画（パネル）などを陳列します。明治から昭和前

こ

設けました。ぜひお越しください。圃歴史資料館（S20‑1311）

大久保町上ﾉ山42の3
南宇治ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ内
a 45 ･ 2696

四

府道

蛮

期の宇治を絵はがき約100枚で紹介する「絵はがきでタイムトラベル」のコーナーも

証明発行業務は約七割を占

ナーでは︑これらの諸証明

▽婚姻届・離婚届・出生届

住民異動届

の交付が即時に受けられま

▽外国人登録済証明書

本

す︵ただし︑母子健康手帳

▽戸籍届出書の受理証明書

お近くの行政サービスコー

は即時交付できません︶︒

▽不在住・不在籍証明書

行政サービスコーナーは︑
木幡・東宇治・横島・小倉

▽その他の受付・証明業務

九億八千五百十七万九千円

円

これらは市役所本庁の市

▽母子健康手帳

取り扱っていません

○次の業務は

▽転入・転出・転居などの

になりました︒補正の主な

▼道路維持修繕烹奢足加＝

−

◆この宇治市政だよりは︑古紙配合率100％の再生紙

します。道具では米俵やおひつなどお米にかかわるものを中心に、また巨椋池では江

8530
・開・南宇治の六か所あり
ます︒ぜひご利用ください︒
○取り扱い時間

ト手軽に利用できます＾南宇治コミュー一ティセンターで︶ ▽月〜金曜日︵祝日を除く︶

内容は︑次のとおりです︒

託料︑セキュリティ強化シ

▼ＯＡシステムセキュリテ

四千五百万円

一般会計の補正額は二億

ィ強化費︵システム監査委

▲巨椋池干拓完成之図（昭和16年）

OAシステムセキュリティ強化費など

対策に万全を期すための経

総点検するなど︑再発防止

ＯＡシステムの管理体制を

情報流出事件を教訓とし︑

するとともに︑今回の住民

化に伴う事業費などを計上

補助金の内定や事業の具体

2億6517万9千円を補正

市議会六月定例会は六月
八日図から六月二十五日面
までの十八日間の会期で開
催され︑一般会計補正予算
︵第一号︶や条例改正など
二十議案が可決︑一議案が

費を計上しました︒

1085

同意されました︒
今回の補正予算は︑国庫

７月17日（土）〜９月12日（日）午前９時〜午後５時

L二肩

会
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市民課（a内線2205）
問い合わせ

会

身近に利用できる行政サービスコーナー

定

行政サービスコ−ナ
議

‑^⑤
言ﾐ

子どもたちの利用が増える夏休みにあわせ、昔の道具と巨椋池に関する資料を展示

を
使

月

ご利用ください
市

戦万ダ

999）
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１
１
７

幣驀に昌

平成11年

ぎﾂにご雪゛33

第1211号

9月15日(祝)は

申し込みを

きます︒本紙七月一日号で

文化センターで敬老会を開

市では︑九月十五日９︑

◆応募資格 市内に住み︑

両部とも同じ内容です︒

治市少年少女合唱団の公演︶︒

ャグラーの洽ボールド︑宇

コメディー沌︱と一輪車ジ

が不十分なものや︑原則と

1︶ へお申し込みを︒記入

がい課︵〒６１１−850

所を書き︑市役所健康生き

専用バスの場合はバス停留

自家用車・その他いずれか︶︑

用する交通機関︵専用バス・

スの停留所は次のとおりで

バスを運行します︒専用バ

◆送迎 例年どおり︑専用

んじゅうをお渡しします︒

会場で記念品として紅白ま

7月22日(木)までに

参加者募集のお知らせをし

昭和４年９月15日以前に生

敬老会
ましたが︑﹁午後の部﹂に

まれた人︵９月15日現在満
日号でお知らせします︒

す︒発車時刻は本紙９月11

余裕がありますので︑参加

◆応募方法 はがきに﹁敬

部合わせて2500人︒

その結果をお知らせします︒

応募多数の場合は抽選し︑

け付けられません︒なお︑

御薗︑ＪＲ六地蔵︵長谷川

蔵山︑西住宅︑幼稚園前︑

■東宇治方面 中住宅︑御

Ａ専用バス停留所ｖ

︵10時〜正午︶と午後︵２
老会参加申込書﹂︑住所︑
◆応募期間締め切り ７月

して電話での申し込みは受

時半〜４時半︶の各１回
氏名︵ふりがな︶︑電話番

東御蔵山︑頼政道︑東宇治

70歳以上の人︶︒定員は両

希望の方ははがきでお申し
込みください︒

◆ところ 文化センター大
号︑生年月日︑年齢︑希望
22日田︵消印有効︶︒
◆記念品贈呈 参加者には

◆とき ９月15日㈲︑午前

ホール︵折居台一丁目︶
する部︵午前・午後︶︑利

○１１月３日㈲ 大ホール＝

○重度心身障害老人

展示の部は中央公民館︑

加事業﹄とします︒日常的

催しを申し込みにより﹃参

格のある団体が独自に行う

現在お持ちの受給者証の

庁舎︑宇治市役所

道路︶︑ＪＲ宇治駅︑総合

阪宇治︑宇治橋西詰︵都計

圃宇治方面 宇治車庫︑京

県神社

平等院表参道︵宇治橋西詰︶︑

島小学校︑綱島︑中研前︑

︵京阪宇治交通バス停︶︑綱

■目川方面 目川︑大川原

阪バス停︶

■三軒家方面 三軒家︵京

星町一丁目︑門前

森本︑三室戸︵府道︶︑明

東宇治地域福祉センター︑

二番割︑冤道高校︑隼上り︑

駅︑平野町︵重永病院前︶︒

南木幡︑病院前︑ＪＲ黄聚

高校︑木幡︑木幡山手町︑

名寺下

■笠取方面 笠取小前︑称

口︶

久商店前︶︑白川︵茶研入

圓志津川方面 志津川︵竹

丁目

いの森︑小根尾︑琵琶台三

尖山︑宇治友が丘︑ふれあ

校︑広野町宮谷︑寺山台︑

■寺山台方面 大久保小学

城南荘︑西町

Ｒ新田駅︑城南高校︑神明︑

緑ケ原口︑近鉄大久保︑Ｊ

■大久保方面 日産車体︑

カ

蔭山︑宇治郵便局︑ユニチ

田︑堀池︑近鉄小倉︑小倉︑

宅︑小倉住宅︑砂田︑南遊

名木北口︑西小倉︑北山住

予防対策にはこの三つの

る性質︶の存在と言われ︑

により反応を誘発され得

経路︑感受性︵病原体等

は︑病原︵菌︶巣︑感染

生するための三つの要因

をいいます︒感染症が発

る病気のこと︵伝染病︶

入し︑それによっておき

る種の病原体が体内に侵

一般に感染症とは︑あ

対する抵抗力︵免疫︶が

らほぼ六か月間は病気に

赤ちゃんは生まれてか

とになります︒

い人に対して行われるこ

険が多い人︑感受性の高

感染症に対して感染の危

たりするための方法です︒

りにくくしたり︑軽くし

抗力をつけ︑病気にかか

によって病気に対する抵

れによって生じる免疫力

予防接種

■名木方面 名木︑緑ケ原︑

■炭山方面 池ノ尾︵大森

要因の内のどれかをなく

あります︒しかし︑百日

は七月下旬に健康手帳のカ
バーにシＬル︵うぐいす色︶
をはって郵送します︒
＊いずれも︑該当しなくなっ
た人には通知をします︒
︿制度の概要と対象﹀

予防接種は人工的に一

対象となりました︒

担金は７月１日から助成の

また︑老人の薬剤一部負

この三つの対策のうち︑

つける︶ということです︒

受性をなくす︵抵抗力を

を断つ︑病気に対する感

によりなくす︑感染経路

にかかる可能性が高くな

抵抗力がなくなれば病気

になくなっていきます︒

ろまでに︑抵抗力が自然

ふくかぜは生後八か月ご

麻しん︵はしか︶やおた

は生後三か月ごろまでに︑

種の病気の状態にし︑そ

庭の18歳までの子とその親︑

三番目の感染症に対する

対象者は○母子＝母子家

両親がいない18歳までの子

がい課

▼ところ・：市役所健康生き

▼対象⁝市内在住の人

や血圧測定︑尿検査

談︑希望により体脂肪測定

▼内容⁝健康相談︑栄養相

ついて相談したい人︑食生

とがある人︑健診の結果に

健康のことで気になるこ

を行っています︒

週金曜日に成人健康相談会

健康生きがい課では︑毎

毎週金曜月に

成人健康相談会

るので︑この時期を過ぎ

抵抗力をつけるために行
重度の障害を持つ人 ○老
人＝65〜69歳で︑所得税非
課税世帯や60歳以上の人だ
けの世帯︵老人世帯︶に属
する人などです︒

健康管理事業

◆重度心身障害老人

老人保健法による医療費
の一部負担金を全額支給す
る制度︒
対象者は65歳以上で重度
の障害を持つ人です︒
いずれの制度も所得制限
があります︒

ちでない人には発行します︶

課︵容内線2333︶

▼申し込み・：健康生きがい

▼持ち物・：健康手帳︵お持

▼とき・：毎週金曜日の午前

活のアドバイスを受けたい

９時半〜午後４時半︵予約

人など気軽にご相談を︒

高齢福祉医療課

問い合わせ

われるのが予防接種です︒

○障害＝65歳未満の人で

ていますか︒

咸築症という病気を知っ

のおはなし

大久保︵旧国道︶︑伊勢田

長三郎宅前︶︑ニノ尾

せきや水痘︵水ぼうそう︶

■浮面・小倉方面 浮面︑

︵旧国道京阪バス停︶

つまり病原巣を消毒など

せばよいとされています︒

○福祉医療費受給者証

更新します

珈琲館前︶︑御蔵山参道︑

◆内容 式典と催し︵漫才

に限ります︶

！ｒｙン

ｉ
︱゛
︑︑ｉ

ｔ ゛４ａ〜
゛
ｔ ︑︒

小ホールＨ謡曲︑民謡

洋舞︑合唱︑合奏︑三曲

﹁舞台発表の部﹂の出演

◆参加料

○１１月７日剛 大ホール＝

いずれも予定で応募状況

団体は参加料が必要です︒

3000円と２００円×参

などにより変更することが

日舞 小ホール＝吟詠

加者数︑○小ホール・：Ｉ団

あります︒

○大ホール⁝Ｉ団体につき

体にっき2000円と２０

3 4 8）
（S内線2

健康管理事業対象者証

舞台発表の部は文化会館大

な活動は除き︑流派や習熟

有効期限は七月三十一日で

市民文化芸術祭に参加資

・小ホール

度合いを超えて︑広範な市

十一年度も該当する人に
◆福祉医療
保険診療の薬剤一部負担
金を含む自己負担分を助成
する制度です︒ただし︑老
人の場合は一部負担金︵入
院は一日1200円︑外来

制︑１人１時間程度︶

︵ａ内線2334︶

ると赤ちゃん自身で免疫

をつくって病気を予防す

る必要が生じてきます︒

このために役立つのが予

子どもが大きくなるに

防接種です︒

っれて︑外出の機会も多

くなります︒保育園や幼

稚園に入るまでには︑予

防接種で免疫をつけ︑感

染症にかからないように

予防しましょう︒最近︑

ので︑予防接種はもう必

﹁病気がはやっていない

いう声を耳にします︒確

要ないのではないか﹂と

かに感染症などの流行は︑

衛生状態や栄養状態など

の悪いところで起こりや

すく︑こうした状態の改

善とともに自然に減少し

てきます︒しかし︑予防

るから病気の流行も抑え

接種で抵抗力を持ってい

られていることも忘れな

予防接種に関する問い

いでください︒

合わせは︑保健推進課

︵容内線2262︶ へ︒

市税の納付は便利な口座振替で／

◆参加事業の募集

◆実施日程

民の文化活動をまとめたも

す︒

有効期限は七月三十一日で

は一日５３０円で︑４回が
限度︶が必要です︒

第2期の納期限です。

Ｏ円×参加者数

Ａ展示の部Ｖ

のに限ります︒昨年度は写

は七月下旬に新しい受給者

重度心身障害老人
健康管理事業対象者証

用の用紙︵窓口にあります︶

す︒

8月2日(月)は固定資産税・都市計画税

◆会場︵文化センター︶

○第１部八１１一月５日㈲〜７

奏︶が参加しました︒

証︵藤色︶を郵送します︒

福祉医療費受給者証

日㈲︑○第２部＝12日㈲〜

◆申し込み

︵母子・障害・老人︶

14日間
※種目︵生け花︑書道︑文

市民文化芸術祭・同参加

真︑絵画︑音楽︵合唱・合

委員会では市民の創造的な

芸︑木彫︑木工芸︑水石︑

事業ともに︑７月12日間〜

宇治市民文化芸術祭実行

文化活動の発表の場として

拓本︑手工芸︑陶工芸︑額

します︒

数は１人１占一︵小物は数点

で︒舞台発表の部は必ず参

現在お持ちの対象者証の
をＩセットにしてもよい︶︒

加料を添えてください︒

23日面に文化自治振興課
︵昔内線2223︶ へ︒専

市内に在住・在勤・在学

書道は表装が必要︒

により出展日を決定︒出展

する人︒または︑その人た

Ａ舞台発表の部Ｖ

◆参加資格

ちで組織された団体︵舞台

十一年度も該当する人に

発表の部は５人以上の団体

2）

13

圃納税課（s内線2

1.感染症

七

圃健康生きがい課

装品など︶の申し込み状況

参加者募集

﹃市民文化芸術祭﹄を開催

市民文化芸術祭

７月ｎ日発行（２）
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■聴覚障害者社会見学
市役所への電話・郵便は
容22‑3141

情報
BOX

ぞうがん

（代表）

｜

｢匠の技・京象嵌｣

（個別番号のため住所不要）

15分〜午後２時半[＞ところ‥･㈱ア
ミタ(京都市左京区岡崎)t〉対象…

回は問い合わせ・匝]は申し込み

市内在住の聴覚障害者及び関係者

圃の書いていないものは直接会場

t＞参加費…3500円(材料費含む)t＞
定員…先着20人

へお越しください。

‑

■黄檗公園・西宇治公園
プール開設

[〉とき…７月16日出、午前lO時

(火)。[〉使用料金…○黄県公園プー

〜11時半。雨天中止[〉ところ…同

ル＝大人300円、小人(中学生以下)

園園庭(小倉町西畑13)

100円、○西宇治公園プール＝大

て支援センター(昔24‑6511)。
市民交流ロビーコンサート

人400円、小人(中学生以下)15O円
□黄

聚公園管理事務所(容33‑4001)、
西宇治公園管理事務所(321‑8775)
7/15閑〜振日）午後1時〜5時
7/1明)〜311±)午mm

午後5時
8/ 1旧〜3明 午前10時 午後４時
8/31吹
午前10時 午後3時

‑ コ咳｀.*‑柵こ

三曲合奏
(尺八、三玄、筝)
宇治市三曲協会
７月22日團

︵謝︶

E〉開設時間…下表のとおり

:niirS'JHロir

⑥凹

−

六段調
四季の日本古謡

※西宇治公園プールは７月18日(日)
に第３回スイムフェスタが開催さ

人募集される場合は、ぜひハローワ
ーク宇治まで申し込みを。

開・木幡・西大久保小学校区で市

受付のほか、所得が少ないなどの

が指定した場所。各校区１名t＞対

事情で保険料の納付が困難な場合

圃7月12日(月)から同センター

いずれも、午前10時〜午後３時

半〜正午(雨天の場合は７月25日

■英語通訳臨時職員

回国民年金課（a内線2312)。
7/21*)
木幡公民館
7/22困
西友宇治店
肘治]ﾐﾕﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
7/23出

(日))t〉ところ…陸上自衛隊関西補

れも午前９時〜午後５時

全国消費実態調査が実施されます。

園プールレ参加費…無料[＞定員…

時〜、３日(火)＝午前11時〜[＞とこ

この調査は総務庁が指定する区域

先着30組

ろ…総合野外活動センター｢アク

の世帯で、主に家計簿を付けてい

四囲言｣
薬物乱用防止には薬物に対する
○／｣という勇気が必要です。

えることを目的としています。

【〉とき‥■7月31日出、午後１時

年生E＞定員…先着35人[＞参加費…

半〜[＞ところ…黄県体育館じ〉対象

800円[＞持ち物…弁当(2日の昼匍・

…15歳以上(中学生を除＜)[〉定

米１合・懐中電灯ほか。

課(s内線2083)。

人じ〉材料費…200円[〉持ち物…エ

市では、児童育成計画の策定に

・夏休み子供陶芸教室

■ためして納得！介護用品〜安全

公民館[〉対象…小学４年生〜中学

〜

ﾐ．

ﾊﾞ

期
選

間 ７月11日(日)〜31日出
日 ８月10日(火)・

８月ｎ日出〜22日(日)
使用許可申請期間
決

定

通

使用料等納期

知 ９月１日(水)
９月２日俐〜21日(火)

※使用者と区画の決定…区画は公開抽選により
決定。結果は応募者全員に通知するほか。抽
選日を含め３日間、市役所l階ロビーに掲示
します。

画数・：○３平方封墓所34区画︵使

.W

用料75万円・年間管理料６千円︶︑

集

抽

方法・：所定の申込書により郵送で︑

募

万円︑年間管理料８千円︶▽応募

募集日程表

平成十一年度

○４平方μ墓所３区画︵使用料百

市では︑市民の・皆さんの墓地需

南西の山あいに宇治市墓地公園を

１１−0021 宇治金井戸７−

天ケ瀬墓地公園管理事務所︵〒６

整備︒緑豊かで静かな環境にあり︑

宇治市霊園公社では十一年度分の

公園と呼ぶにふさわしい場所です︒

使用者を追加募集します︵募集日

44︶へ︒申込書は︑同事務所︑市
内各行政サービスコーナー︑環境

ごこ1

程は下表のとおり︶︒

−−−−−

▽応募資格・条件⁝市に住民登録

‑七．＿−Ｊ
‑

▲山あいに広がる静かな墓地公園
い合わせは︑同事務所︵萱20・５

〜〃
‑
−−W

Ｓ・ヤｊｉｌＪＩｊＩ゛411．Ｊａ︒ｊ︒１４︑ｉＪ４３︒︑１ きｌｉ４１︑ｉｌ︒ＩＺｊｊ ｊ︒ｉ︒・︱一一一

Ｉｒ︑︷！一ＩｉｌｌＩＩ・︲ ︑Ｉしーｔ ｊ﹄ｉゝＩＱｒｒｙｌｊ！ゞｉ Ｆｒｙｌ ！ｉ！ｌｓ一Ｉａ一一

もので︑平成八年度に十

市が舗装工事などを行う

路線が当事業などにより

路線を指定し︑この内八

整備することができまし

た︒そこで︑今年度あら

たに十三路線を生活関連

道路に指定し︑私道の整

るものです︒問い合わせ

備をさらに進めようとす

は︑維持課へ ︵昔内線2

377︶︒

生活関連指定道路を
追加指定

市では︑市民の交通の

安全及び生活環境の向上

を図るため︑平成八年度

に生活関連指定道路整備

工事制度を設け︑私道の

整備を行ってきました︒

この制度は︑私道のう

ちから幹線道路に準じる

路線を生活関連道路に指

定し︑その道路の沿道の

自治会︑町内会等から施

工の申請を受けた場合︑

1087

一一一

は随時行っています︒詳しいお問

圀同センター(a

私道の整備を進めます

企画課にあります︒また現地案内

ん︵応募は１世帯に１区画︶▽区

[＞とき…８月26日出・27日出、

−｛4こｰやら〜，〜

要にこたえるため︑天ケ瀬ダムの

[17月12日(月)から同館(容2

一
心〃″

天ヶ瀬墓地公園の
使用者追加募集

■甲種防火管理講習会

0‑1411)へ。

．

(小倉町堀池)

(a内線2322)。

祉センターt＞内容…介護用品の説

一−

ミ
ら

かおりさん

か外国人登録があり︑使用許可後

0円

紗ちゃん(2歳)

願いします。回子育て支援課

すでに同墓地公園を使用している

【〉とき…７月25日(日)、午後１時

由

５年以内に墓石を建立できる人︒

生[＞定員…先着25人[〉材料費…20

山

いた家庭の皆さんにはご協力をお

人と同一世帯の人は応募できませ

で安心した生活を送るために〜

Ｗ･

−

守

ト調査を実施します。調査票が届

午後１時半〜４時[〉ところ…中央

Ｗ−●

一一

向けて子育て家庭を対象にアンケー

福祉

心‑＝−

お母さんといっしょ

■子育てアンケート調査にご協力を

プロン・三角巾・タオル。

‑一一一

回東京都牛活文化局コミュニアイ
文化部振興計画課(303‑5388‑3141)。

８月20日〜９月17日の火・金曜、

外には一切使用しません。ロ企画

対象…小学生以上E〉定員…先着15

ｒ乙こ

平成12年５月31日までに連絡を。

＜ワープロ活用一太郎＞[＞とき…

計基礎資料として作成する目的以

月６日出、午前10時〜午後１時[＞

東京空襲の犠牲者を追悼し平和

(昔46‑0688)。

のでご協力を。なお、調査票は統

9/17倒

を願うため、名簿を作成します。

圃7月13日(火)から同センター

調査員が調査のお願いに伺います

9/3出

■東京空襲犠牲者の名簿作成

■城南地域職業ii練センター

フ

月〜８月にかけて知事が任命した

＜ピザ作りに挑戦＞【＞とき…８

南宇治
]ﾐﾕﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

官公署・その他

ただき家計の実態を総合的にとら

t＞対象…小学４〜６

国同セ

ンター(a075‑645‑9011)。
会 場
貯蓄相談法律相談
8/5困
宇治郵便局
9/2困 9/2困
/
9/21固
宇治木幡郵便局

薬物乱用は｢ダメ、ゼッタイ｣

時半〜７時半E〉ところ…西宇治公

明と体験など

移動相談室を開設します。t＞と

・平成11年全国消費実態調

トパル宇治J

圃最寄りの二輪

販売店か宇治警察署〔a2i‑(〕no、

き・ところ…下表のとおり。いず

９月〜11月の３か月間にわたり

半〜３時[〉ところ…西小倉地域福

み[＞費用…無料

四フ月23日出ま

験＞[＞とき…８月２日(月)・午前９

33‑4001)へ。

の運転者。バイクは本人の持ち込

内線343)。
■郵政省伏見暮らしの相談センター

査にご協力を

･12･19日の木曜、

給処内【〉対象…原付・自動二輪車

通訳(保健分野)のできる人c＞対

く｢アクトパル宇治｣での宿泊体

t＞とき…８月5

C〉とき･･･7月18日(日)、午前９時

E〉とき・ところ…下表のとおり。

内線2259)。

(S44‑7447)へ。

5?"‑'が必

ロハローワーク宇治(S20‑8609)

■さわやかバイクスクール

などの相談も受け付けています。

お知らせ

要)国7月18日(日)から同館(雲

ーワークへ

に〉時給…1257円圃交通対策課(a

必要)を職員課(Q内線2063)へ。

2.

求人はハロ

しょう。相談所では保険料の納付

■大久保青少年センター

X

(別途テキスト代)。

料の未納期間などないようにしま

20‑2111)。

f

９時。９回E〉受講料…１万4500円

回7月17日出ま

蔵山一三室戸・菟道・北槙島・大

料

(印鑑と顔写真3

月17日の火・金曜、午後６時半〜

t＞受講料…無料

時半〜８時半ａ勤務地…岡屋・御

でに(郵送可)市販の履歴書(写真

員…先着30人C〉受講料…1000円

マッサージなどE〉定員…先着30人

厳しい経済情勢のもと、求職者が

r＞日給…5700円

■トレーニング機器実技講習会

給与計算＞じ〉とき…８月20日〜９

大幅に増加しています。事業所で求

子1組500円

内線2621)。

くパソコン中級程度財務会計・

センター[＞内容…人工呼吸・心臓

合の支えとなる大切なもの。保険

文化センター大ホーＭ〉料金…親

圃生涯スポーツ課(a

半〜４時半[＞ところ…開地域福祉

時半〜午後５時[＞応募資格…英語

口文化センター(登

６回[〉受講料…

１万1000円。

２〜４回程度[〉勤務時間…午前７

・ゴルフ、ペタンクE〉参加費…無

26日(月)〜28日出。いずれも午後５

前９時半〜正午。

年金は老後の生活の安定だけで

取第二小学校E〉内容…グラウンド

[〉とき‥.‑I月21日伽〜23日倒、

曜・午後６時半〜９時と土曜・午

なく病気やけがで障害を受けた場

象…18〜50歳位までt＞人数…１名

■親子水泳教室

防課(a内線2657)へ。

員の欠勤する日。学校開校時の月

〜、午後４時〜。２回E〉ところ…

囲生涯スポーツ課(Q内線26

[＞とき…８月11日〜９月４日の水

童の安全誘mi〉勤務日…交通指導

〜正午(雨天中止)c〉ところ…笠

21)。

＜パソコン初級エクセル表計算＞

スト代4000円を添え、消防本部予

でに西消防署(昔20‑3900)へ。
■年金相談所の開設

年始を除＜)[＞勤務時間…午前８

E＞とき…８月８日(日)、午後１時

E＞とき…７月18日(日)、午前10時

受講料…１万1000円。

■交通指導員補助員

月31日(土・日曜・祝日及び年末

■｢アルプスの少女ハイジ」公演

・ニユースポーツひろば

木曜、午後６時半〜９時。６回I＞

(分)署にある申請即こ記入し、印

募集

[〉勤務期間…８月１日〜12年３

□文化自治振興課（a内線2223）

れるため一般の使用はできません。

117月26日(月)〜30日出に市内消防

22‑3040)へ。

象…おおむね60歳未満で健康な人

午後0時15分〜45分
市役所１階市民交流ロビー

[＞とき…８月19日〜９月６日の月・

[＞とき…７月31日倒、午後１時

t＞勤務内容…通学路における児

図子育

＜パソコン初級エクセル表計算＞

住・在勤の人[〉定員…先着70人

・応急手当講習会

FAX

・小倉双葉園保育所園庭開放

[〉とき…７月15日田〜８月31日

囚7月21白伽ま

・

催し

１万4500円(別途テキスト代)。

R会館(大

鑑、写真(Arx3？)1枚、テキ

でに社会教育課(a内線2615

22‑3084)。

スポーツ

午後6時半〜9時。９回E〉受講料…

日産車体㈱京都工場P

久保町西ノ端^‑^＼)l〉対象…市内在

[＞とき…７月25日(日)、午前９時・
〒611‑8501

午前９時半〜午後５時[〉ところ…

1999年（平成11年）７月11日発行（４）
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交差点

日号みな

宇治市健康まつ

哨ハイツ／出来上がり４クッキングでの楽しい語らい

第一ホールには体力

で体奮耶かした後︑コンピュー

運動指導士による健康体操

ナーなどを設置︒参加者は

切るのがむずかしかった︒

やなせさんは﹁しいたけを

た菟道第二小学校四年生の

近所の人に誘われて参加し

暮らすための講演とシンポ

まり︑高齢者が生き生きと

取り組んだりと一生懸命で

物﹂をつくる﹁指結び﹂に

を使って毛糸を結び﹁編み

んな交流が出来ました︒

びのことを話したりといろ

料理の合間には昔と今の遊

で作った料理に格別な様子︒

た︒

は熱心に聞き入っていまし

７５一６２２一2638︶Ｏ
◆市民歩こう会 ７月18日
剛︑午前８時︑近鉄大久保
駅前集合︵雨天時は７月25

トンスクール ７月17日出︑

◆宇治市ジュニアバドミン

３回分５千円︵教材費含む︶︒

ミセン︒小学校低学年対象︒

面︑午後２時〜︒東宇治コ

22日田︑午前10時〜︒23日

◆フォークダンス初心者講

習会 ８月２日側︑午後１

時〜３時︑市民会館︒５百

月23日田︒10回︒午後１時

半〜３時半︒棋島ふれあい

センター︒無料︵材料費自

己負担︶︒７月22日用まで

月第１・３木曜︑午前10時

〜正午︑総合福祉会館︒60

歳以上︒月５百円︒真木さ

ん︵023・8217︶︒

◆中国語サークル﹁西遊記﹂

募集

1088

毎週月曜︑午後７時半〜︒

779︶︒

教室 ７月29日田〜12年３

S20･

ＣＤＯ

横島福祉の園︵020・８０

負担︶︒７月15日田までに

ンター︒無料︵材料費自己

〜３時半︒綱島ふれあいセ

３日倒︒10回︒午後１時半

室 ７月23日㈲〜12年３月

◆パッチワークーキルト教

ＯＯＯＣＤｔｈ︶

園︵020・８０６０︑砥20・

月16日㈲までに横島福祉の

料︵材料費自己負担︶︒７

綱島ふれあいセンター︒無

いずれも午後１時〜３時︒

12年３月７日脚︒各10回︒

俐︒古楽面＝７月27日脚〜

７月22日田〜12年２月24日

◆趣味の工芸教室木工芸教室

︵容０７５一４６１一︱只︶

２８︶︒

◆歌謡舞踊﹁恵柳会﹂ 毎

百円︒辻本さん︵雲22・0

７時〜９時︑宇治公民館︒

こと﹂︒７月29日俐︑午後

アで女として生きるという

会 ビデオ＆トーク﹁アジ

・Women女塾七月例

◆Uji・Powerful

徳田さん︵雲43・3743︶︒

野公民館︒無料︒上靴持参︒

田︑午後１時半〜４時︑広

ス初心者講習会 ７月22日

へのボランティア訪問を続けてい

OOOCOi‑l︶°

◆フラワーアレンジメント

ず笑い声も。歌うときには自然に

戸駅集合︵小雨決行︶︒長

かく楽しい渾村さんの指導に思わ

を中心に練習をしています。

剛︑午前９時半︑京阪三室

資料代３百円︒岡本さん

︵雲・思43・5536︶︒

◆宇治けんこう登山愛好会

７月31日出︑午後８時︑

ＪＲ宇治駅前集合︵小雨決

行︶︒愛宕山方面︵夜行登

山︶︒約12牛口︒百円︒定

員30人︒７月18日剛までに

混声合唱団「ハーモニー宇治」

◆莵道歩こう会 ８月１日

様子です。「初心者でも大丈夫。

牧原さん︵公23・2262︶︒

常ア・カペラ（無伴奏の合唱曲）

建寺・御香宮方面︑７牛口︒

21‑4199）。

（a・m

でも人が多い方が声を出しやすい

診断体験コーナー︑福

ターで自分の体力年齢を診

ジウム︑健康体操や体力診
した︒大阪から参加した森

日㈲︶︒赤目四十八滝方面︑
約９４ 口︒無料︒田中さん

◆宇治オープンソフトテニ

︵8324・6335︶︒

ス ７月18日向︑午前９時
〜︵雨天中止︶︒黄聚公園
テニスコート︒高校生ぷ上︒
Ｉチーム２千円︑当日会場
で受け付け︒岩ロさん︵昔
23･ QDLOCD
Ｏ>J
◆カトレアーフォークダン
ス初心者講習会 ７月21日
伽︑午前９時45分〜⁚１１１時45
分︑小倉公民館︒無料︒上

tNl‑<Ｊ'T‑{Ｏｏ︸°

靴持参︒高島さん︵昔22・

◆サマー・ミュージックス

16日倒︑午前10時〜午後４

時から︒16日は正午まで︶︒

クール︵プレピアニスト︶

午後２時〜４時︑西宇治体

生田さん︵032・3432︶︒

７月21日伽︑午後２時〜︒

広野公民館︵雲41・745

育館︒小学４〜６年生対象

◆アイリスーフォークダン

0︶︒

上靴持参︒久保さん︵雪０

︵保護者の送迎要︶︒無料︒

迎です。［問い合わせ］大塚さん

ねいに指導してもらっています。

ます。会費は月２千円。入団大歓

んは「男性は人が少ない分、てい

さん。発声に十分時間をかけ、温

女性が26人、男性が７人です。通

病院、デイサービスセンターなど

別。少しずつその魅力にとりつか
れています」。男声テナーの谷さ

ようになります」と指揮者の渾村

しています。現在、団員は33人。

に励んでいます。また、団として

と合ったときや互いの声を聴き合っ
て創り上げる音楽の心地よさは格

時間はかかっても自分の声を良く

曜日の午後７時半から９時半まで、

在は植物公園でのサマーコンサー
トに向けて「おおひばり」の練習

で各パートのハーモニーがぴたっ

ですね」と男性の参加を心待ちの

屁声合唱til ｜ハーモ二一宇冶」
は結成して今年で８年目。毎週火

声が出るようになっています。現

代表の大塚さんは「ア・カペラ

しようと努力すれば必ず声は出る

伊勢田ふれあいセンターで練習を

祉用具の展示と体験コ
ーナー︑そしてリハビ
リにも役立つ︑簡単編

が六月二十六日出︑生涯学

断してもらったり︑指だけ

み物﹁指結び﹂のコー

習センターで開催︒高齢者

断︑子どもたちとともに簡
さんは﹁指結びは素朴で簡

クイズで楽しんだ後︑﹁高へ

午後からは健康ウルトラ

単料理に挑戦するふれあい
単︒でも根気とコツがいり

け満足気でした︒

人十三人と小学生十人が

また︑調理実習室では大

の一つとして﹁社会参加活

クくずもち﹂に挑戦しまし

りよく生きる力にっながる

﹁炊き込みずし﹂と﹁ミル

ワードに︑より幅広い層の

た︒教えたり︑教えられた

催し

◆油絵サークル ︵四季彩︑
水曜会︑サークルＦＲ︑創
画会︑エムーピー︶合同展
７月⁚1111一日㈲︑午前10時〜
午後４時︑中央公民館︒無
料︒伊佐さん︵H32・40
44︶︒
◆水彩画展 ７月12日側〜

時︵ただし︑12日は午後１

市民情報短信

生活を送ることこそが︑よ

市民の皆さんに高齢社会に

Ｉ﹁指結び﹂の展示作品に見入る参加者

です︒

おうというもの

会を考えてもら

活力ある高齢社

対する理解を深めてもらい︑

くの行基と
｀中わ調暮
快でれ講ら
適はま演す
な高しとた
ことなどが話され︑参加者

動﹂と﹃世代間交流﹄をキー

康まつりは︑その記念事業

今年は国際高齢者年︒健

ます﹂と考案者に教えを受

さあ来る

クッキングなど多彩な催し

サークル

でにぎわいました︒

でも楽しかった﹂とみんな

を中心に約四百五十人が集

第一回宇治市健康まつり

るページ

りと楽しくクッキング︒ご

がそポ１ が
気しジとい
持てウ題き
ち ｀ムしい
よそがてき

毎月11

言葉をかわせばみんな仲間
第1回

齢たシめ齢
者 ゜ンに者

さんと作
〜国際高齢者年記念事業〜

り開催

だより
−−−Ｉ

政
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