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世帯数

第9回

紫式部市民文化賞決まる

会﹂で指導してくださった

石月先生︒京都橘女子大学

で快く研究生の私を聴講さ

せてくださった先生方≒搬

い文を見てくださった若原

先生︒﹁聞き取り﹂をさせ

てくださった方々︑アンケー

トに応じて下さった方々︑

品の応募の中から選ばれたのは︑岡本カヨ子さんの聞き書き﹃く

第九回紫式部市民文化賞の受賞作品が決まりました︒五十三作

は︑文献で勉強を積み重ね

い発見を含んでいる︒著者

茶業編がとりわけおもしろ

うとする︒三部の中では︑

摘みや茶撰りに従事した働

が伝わってくる︒また︑茶

だけでは知り得ない臨場感

う言葉からは︑決して文献

くるし︑よろしいワ﹂とい

ざいました︒

おかげです︒ありがとうご

その他たくさんの人たちの

回収をしてくれた友人たち︑

らしの中でみる女性−京都府宇治市を中心にしてＩ﹄と︑長谷川

て聞き取りに臨み︑茶業に

き手が自己主張をしている

特別賞として﹃くりくま句会合同句集﹄が選ばれました︒受賞式

条輔さんの紀行﹃インドネシア染織の旅﹄です︒また︑選考委員

かかわる女性たちの労働の

は十一月十四日㈲に文化センターで行われます︒

らの聞き取り︑京都と宇治

産婆として活躍した女性か

生き生きと捕らえられてい

りが聞き取りの言葉の中に

苦労︑摘み子たちの働きぶ

摘み子をまとめる引き手の

も興味深い︒

められていないという指摘

重い労働にもかかわらず︑

茶生産農家の主婦が︑その

昭和十五年三月三日京都

ビペ

のに対し︑家に属している

に暮らした女性からの聞き

る・茶摘みは︑︒アクがっく

で︑歴史として残りにくい︒

あまりに自明に思われるの

普通の人々の暮石しは︑

て︑お風呂に入るとプーン

が語られる︒﹁お茶摘みし

てはならなかったことなど

はならず︑おしろいを塗っ

と︒茶胎りは︑手で触れて

一人がもらったものではあ

す︒けれども︑この賞は私

たり︑感激したりしていま

思いがけない受賞で驚い

広野町宮谷在住︒

京都橘女子大学院研究生︒

大学卒業︑平成九年〜十年

ぶ会﹂入会︑六十二年仏教

市生まれ︒五十一年宇治公

ヒストリーの聞き取りとい

１ 者は庶民たちのライフー

民館サークル﹁女性史を学

の暮らしぶりを庶民の歴史

妻に応募をすすめられ︑

として浮かび上がらせよう

作品の紹

ためらいながらも思い切っ

りません︒二十五年間公民

にも内容豊かな成果を示し

館サークル﹁女性史を学ぶ

ているが︑それ以上に︑要

とええ匂いするし︑目の中

える﹂︒ある意味での市民

いう重みを感じる一方︑こ

文化の範をなすような本書

済実情の報告にもなってい

れで旅行から出版に至る間

て応募に踏み切った匹に吏が

に魅せられた著者が︑退職

て貴重である︒

だ多様な染織文化を訪ねて︑

来たかなという喜びに浸っ

ささやかながら恩返しが出

世話になった家族や友人に

駆け回った二年間の旅の報

ております︒

受賞の言葉

告書である︒あらかじめ言

感慨無量です︒半分は期待

の地で受賞の知らせを受け

日本を遠く離れたカナダ

催︒木幡檜尾在住︒

﹁インドネシア染織展﹂開

十一年一月宇治公民館にて

勤務︑平成六年定年退職︒

大学卒業後︑市田株式会社

生まれ︒昭和三十一年滋賀

昭和八年五月二日広島市

八著者略歴Ｖ

旅は︑決して楽しいことば

深く島の村々を訪ねまわる

しながらも﹁いや﹂そんな
はずはないと何度も確かめ

かりではなかったようであ

目的を持った旅の旅行記

ずにはいられませんでした︒

る︒

るが︑六十の手習いでは︑

周到さに著者の情熱が伺え

生に接して︑準備を整えた

葉の手ほどきを受け︑留学

島々がそれぞれ独自に育ん

後に︑インドネシア数千の

ありました︒市民文化賞と

に青いもんかチラチラして

﹁在職中に紡いだ夢を︑
退職後に︑楽しみながら︒心

･｀一一̲／

の市民感覚が︑この国の経

う手法を使って︑生活の細

染織の旅

した費用を克明に記すなど

部のリアリティもｍひせよ

長谷川栄輔さん
パ

ドネシアの絣織︵イカット︶

とする試みである︒引き手

行

屡陽屏﹂

インドネシア

こ、
ぺ、､／

紀

に︑染織絵以降勤中にイｙ

や摘み子など︑茶業に従事

受賞の言葉

﹁草ひきくらい﹂にしか認

取りの三部から構成されて

ので最低の服を着ていくこ

回文化自治振興課︵昔内線2223︶

くらしの中でみる女性
岡本カヨ子さん

−京都府宇治市を中心にして−
いる︒

人著者略歴Ｖ

諸相をとらえようとする︒

−

この作品は︑宇治に暮ら

▲９月９日困に発表された岡本さん(左)と長谷川さん(右)の受賞作品

す女性だちからの聞き取り

き

した女性からの聞き取り︑

聞き書

調査をもとに︑近代の女性

介

｀ケ
＼

ｊｊ、．丿‑⌒

T>

＊

＊

委員長:宮城宏

くとらえています︒実際の

労働の状況を目に浮かべる

ことが出来るような形で作

＊

＊

品を作り上げているのは見

＊

事です︒

長谷川さんの作品は︑イ

ンドネシアの伝統的な絣の

魅力にとりっかれ︑いっか

の品を集めたいという思い

自由の身になれば︑手織り

に伝えたいという思いが作

と︑自分の収集品を広く人

りあげたと思います︒それ

とともに︑明確な目標を持

ち︑それを実現していく粘

り強い意欲と意志がこの作

＊

＊

＊

品から見えてきます︒

くりくま句会の合同句集

には︑大久保で月に一度句

会を続けてきたメンバーが

暮らしの中で作ったいい句

に及ぶ地味な活動が評価さ

であるということと︑十年

れて選考委員特別賞が贈ら

れました︒グループで長い

てきたものは︑市民文化活

年月をかけて積み重ねられ

すます市民文化賞を発展さ

動の大きな支えになり︑ま

せるでしょう︒

︵50音順・敬称略︶

選考委員

塩見啓子︵歌人︶︑鈴木貞

木股知史︵甲南大学教授︶︑

美︵国際日本文化研究セン

ター教授︶︑坪内稔典︵京

都教育大学教授︶︑水川喜

夫︵国文学研究者︶︑宮城

宏︵平等院住職︶︑山路興

造︵京都市文化財保護課参

与︶
時
し
にはて
切なく
い
︑時ま
には楽
す
し ︒
入場者募集は2面に掲載
受賞式と記念イベントの

の姿やたくましい生き方を︑

した労働する女性︵引き手︶

農家との調整や管理などを

によって︑茶摘み子と生産

る﹁聞き書き﹂という手法

めて聞いたとおりに記述す

ら直接話を聞き︑方言も含

仕事に携わっていた女性か

て流れています︒彼女は︑

性の生き方の追求が一貫し

岡本さんの作品には︑女

＊

視点で選考しています︒

んでもらえる作品をという

ベルに達していて市民に読

ではないにしても一定のレ

は︑これらの中から︑プロ

感じさせます︒選考委員会

市民文化の底辺の広がりを

から応募があったことは︑

十二歳という幅広い年齢層

思います︒また九歳から九

賞の応募も定着してきたと

四十二ですので︑市民文化

品︑前回が五十︑前々回が

今回の応募数は五十三作

選考委員の講評

◆この宇治市政だよりは︑古紙配合率回％の再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆

としてはもとより︑学術的

1109

口
人
の
市

１
２
９

（平成11年９月１日現在）

事を行います︒

週間﹂としてさまざまな行

日から七日までを﹁法の日

に制定されまルた︒十月一

の日として︑昭和三十五年

序確立の精神を高めるため

本的人権の擁護︑社会的秩

法の日は︑法の尊重︑基

10月1日(金)〜7日(木)

京都弁護士会︑京都地方

21‑3458

−．●

市が調査を行った土壌に
っいてはいずれも暫定基準
値以内であり︑基準値が設
定されていない水質︑底質
の測定結果についても国︑

氏

名

ら

返

ｇ ≪≪≫入しないで下さい．︾

あなたの住所

R年魯

京都府の測定事例の範囲内

しかし︑剛宇治廃棄物処

でした︒

理公社の旧処理施設︵第丁

からの放流水の値は厚生省

通と︑クレジット契約を１１

ａａがきｐ業者宛７にl：

申し入れましょう︒書面Ｉ

話ではなく︑必ず書面で﹈

クーリングーオフは電︱

に向け︑着々と準備を進め

ランティアが大田楽復活祭

開催します︒現在︑市民ボ

出︑府立宇治公園中の島で

大田楽︒今年も十月十六日

手により見事復活した宇治

Ａ応募方法ｖ

権者の同意が必要です︒

活動できる人︒高校生は親

ごろまで︵時間帯は相談可︶

はがきかフ″クスで︑郵

便番号・住所・氏名・電話

番号・年齢・性別・勤務先

〒６１１−0041棋島町

薗場27 ㈱中徳木材気付

員会﹂当日スタ︒フ募集係

﹁宇治大田楽まっり実行委

応募先/〒611‑8501
宇治市役所
文化自治振興課

ペアで申し込む
時は２人の名前
を記入

d)m所

二期埋立処分地の処理施設︶

﹁宇治大田楽復活祭﹂

している時は信販会社宛Ｉ

ています︒今回︑新たに開

し︑昭和58年４月１日以前

てにも一通︑普通郵便で１１

催当日の会場づくりをはじ

とその電話番号を明記の上︑

昨年秋︑市民の皆さんの

はなく簡易書留で送りま１１

め︑出演者の着付け︑会場

９月30日俐︵必着︶までに︑

生まれ︵16才以上︶の人で︑

す︒クーリングーオフのＩ

整理︑観客誘導︑後片づけ

当日午前９時から午後11時

書面ａ︑契約書類を受けい

などを手伝っていただける

フを募集します︒

宇治市や近隣市町に在住

Ａ応募資格Ｖ

･一天･.l･=･.･,..ぷ..4.,i･.心ぷ..,ぺ.

の﹁一般廃棄物最終処分場

トーー

のコンサート．

取った日もあわせて八日Ｉ

︵八日以内の消印が付い四
ていれば︶有効です︒ ︱
ロー瓢一一躍霜露一目圃霜皿羅詣一一回一瓢ａ閥翻闘一皿皿塁一腹詣回圓回皿霞翻皿盛

員会︵a22−5557︶

宇治大田楽まつり実行委

Ａ問い合わせＶ

生涯学習センター

後７時〜９時○ところ⁝

○とき⁝10月２日出︑午

Ａ説明会Ｖ

︵ファクス20−3336︶

四万四宇二治S十
‑が
乙タ
‑ W：
心ン
W プ−
帖yス
ラ四
リそ･■10月

の適性化調査﹂︵Ｉリット
ル当たりＯ・００２〜１・
９バ︒︶等の調査結果と比
較して高い値となりました︒
このため卸宇治廃棄物処理
公社は︑旧処理施設の改善

鮭信うら

□器謡］

雅楽界のプリンス東儀秀樹さん

強化対策を実施することに

雅楽と西洋音楽の融合を目指す

囲環境企画課︵昔内線2
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しています︒

255︶

す費用を負担する必要は扁

･･･.〃心に心､j¥ぶ〃卜●ty･..〃

ボランティア当日スタッフ募集
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･ ー･下
.･･
で･ ゴ ン

◆数値は︑ＰＣＤＤ︵ポリ塩化ジベンソパラジオ

申ですが︑工事も代金の

は工事前の状態に戻す義Ｉ

ありません︒また︑業者ヽ﹈

務があり︑その費用を消１１
費者に請求することはで﹈
きません︒工事の時に開︱
けた穴をふさいでくれな﹈
いようなことがあれば︑１１
消費者は業者に元の状態︱

受賞式と記念イベント

当日のボランティアスタッ

︒

に戻すように請求すら権﹈

入場無料

以内に発送されていれば瓢

利かあります︒

場…文化センター大ホール

キシン︶︑ＰＣＤＦ︵ポリ塩化ジベンゾフラン︶︑

＊国の暫定基準は設定されていません。
。曰出新中甘准は訊φ４あｆｈ４吐？

皿皿欄間暦一一一間回圓膀ＢＱＢＢＢＢＢＢＢＥ騏醤ｕＩ覇ｂ

支払いも済んでしまって
いるので︑解約や返金を
申し出ることは出来ない
のでしょうか︒
Ａ この事例の様に︑
工事をしてしまっ
た後なのでクーリングー
オフはできないと思って
いる人が多いようですが︑
訪問販売法では提供され
た後のサービスについて
もクーリングーオフはで
きると規定しています︒
工事はサービスとされて
いますので︑業者にクー
リング ・オフを申し出れ
ば無条件で解約一返金を
請求することができます︒
このほかに︑害虫駆除の
契約などで薬剤を撒くな
どの処置をした後なども

◇会

入場者募集

第9回紫式部文学賞・紫式部市民文化賞

コプラナーＰＣＢを合計したもの◆ｌｐｇ︵ピコ

施工済みの工事契約
はクーリングーオフで
きるの？

Ｑ

訪問販売で床下換
気扇設置の工事契
約をじました︒契約の後
１すぐに工事が行われ︑代
１
翻金を支払いました︒しか
１し︑工事が終わった後で︑
１
１解約をしたいと思うよう
１

クーリングーオフをし

同様です︒

時…11月14日(日)午後２時〜４時半

0.27pg‑TEQ/g
新処理施設放流水

グラム；１兆分のｌｇ︶◆ＴＥＱは毒性等量であ

2.1pg‑TEQ/g

になりました︒今日は契

語｣原文の朗読劇．

皐珊
回文化自治振興課

◇日

5.7pg‑TEQ/g
旧処理施設放流水

る

底質

﹈約をしてから七日目で︑

3･｡埋立地処理7j<ii査

た時に︑換気扇を取り外

女優関弘子さんによる｢源氏物

１枚の往復 はがきで２人まで応募できます。
…1000人
‥･10月８日吻まで（消印有効）
…下記の要領で応募を。
応募者多数の場合は抽選。
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⑤電話番号

時

0.50pg‑TEQ/￡
仙郷山谷川中間地点

１クーリングーオフの期間
１

＊国の暫定基準は設定されていません。
m⌒‑巴ぶ心1ﾙ、・・ｎぶｌ＿１ｊｌ

測定結果
点
地

③氏名

t･1〜汗り1

【li寸・源氏ろまん･99

水質
圃

□雷温，Ｉ

‥･:‥･‑

しi･:‥,

〈第2部〉受賞式記念ｲﾍﾞﾝﾄ｢千年の語りと響き｣

〈第1部〉受賞式

0.56pg‑TEQμ
仙郷山谷川中間地点
雛

測定結果
点
一一皿

圖

水質
昌

仙郷山谷川合流地点

宇治市と軸宇治廃棄物処理公社では︑平成

菟道丸山1の69

呈水質・底質調査
し?り｀康孝、゛り千aヽ曜『一白゛ノ

十一年六月に市内十四か所において︑ダイオ

前川桂子

回

キシン類の調査を行い︑調査結果を取りまと

31‑8532

地

めましたので︑次のとおりお知らせします︒

一木曜日に宇治公民館で人

五ヶ庄大林43の1

23日(土)・24日(日)・30日(土)・31日

権祖談所を開設しています︒

藤原了孝

午後６時行進開始〜8

庭・人権相談﹂を次のとお

大久保町北ﾉ山90の17 41‑6867

￠
゛渾
゛･気
･.7･…
4゛
11::0･W月･ 1‑ 6･ 日
7 f(i土
f ) 〃･.
烹゛
海｀
木 '甲･ﾚ｀単.復

り開催します︒

長谷川笑子

(日)・11月３日面

︹10月の人権相談︺
▽とき⁝10月７日田︑午

31‑8883

｢ I 丿 い :読
･《
゛千
:〃
《り
､ y｣･1ぐ
劇:い
年 ､の‑ 語

▽とき・ところ⁝○10月

前10時〜午後３時▽ところ⁝
宇治公民館▽問い合わせ・：
広報課市民相談係︵｀一内線
2080︶︒なお︑左表の
人権擁護委員の自宅でも随
時相談に応じています︒
いずれも相談は無料︑秘

木幡平尾17の63

密は厳守されます︒

柴田定治

零...…...,1ヾ‥･

１日㈲＝大丸京都店７階特
別室 ○10月４日間＝京都
近鉄百貨店４階会議室 ○
10月７日俐＝高島屋京都店
７階談話室︒いずれも午前
10時15分〜午後３時▽問い
合わせ・：京都地方裁判所総

宇治市では毎月第

4111︶ｏ

務課︵ａ０７５−２１１−

また︑

23‑3388

詳しくは後日お知らせします

▲昨年の「宇治大田楽復活祭」

「法の日」週間

裁判所などでは﹁法律・家

南陵町1丁目1の116

＊国の暫定基準はl,OOOpg‑TEQ/gです。

金川琢郎

訓

I.Opg‑TEQ/g

28‑2304

消費生活
相談室から

1.4pg‑TEQ/g
宇治小学校グラウンド内

宇治妙楽108

B j

0.80pg‑TEQ/g

入江宗輔

3

御蔵山児童公園内

31‑8489

B圖a
ａ

1.2pg‑TEQ/g
木幡小学校グラウンド内

31‑8792

木幡熊小路4の8

●0

0.99pg‑TEQ/g
横島小学校グラウンド内

木幡檜尾32の1

a 疆圖●B

2.9pg‑TEQ/g
南小倉小学校グラウンド内

飯塚久子

井戸田

B

0.66pg‑TEQ/g
桐生谷児童公園内

32‑3527

B

広野中学校グラウンド内

木幡檜尾38の24

B

I.Opg‑TEQ/g
東

翻圖●D

2.7pg‑TEQ/g
琵琶台第２公園内

21‑4380

・

Baa圖翻
a

東山公園内
宇治善法11の5

増−

話
電
所
名
氏
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地
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侃

1.土壌調査

(50音順一敬称略)
人権擁護委員

ダイオキシン類の調査結果について
第40回
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9月24日〜
1O月1日は

最近、ごみを含む環境問題に対して、関心が高まっています
が、皆さんのご家庭ではどのように取り組まれているのでしょ
うか。ごみの行方については、普段なかなか考えることはない

清掃週間

と思いますが、資源がなくなるよりも先にごみの行き場がなく

チェック！！ごみの出し方

なる時代がやってきています。ごみを減らすために、できるだ
けリサイクルをして、最終処分量を減らそうという取り組みが
行われるようになってきました。リサイクルの第一歩は分ける
ことから始まり、いくつかの工程を経て、資源ごみはまた商品
になります。そしてこの商品を使うことで初めてリサイクルが
成立します。できるだけリサイクルできるよう、ご協力をお願
いします。

▲集められた資源ごみ（城南衛生管理組合

エコポート長谷山）
びん・ペットボトルは

「フタ」をはずしてください

びん・ペットボトル・缶は

ミ．−Ｊ・−

別々の袋で出してください

^脆

よふ器
缶

ぴん

趾

「フタ」は、はずして燃えないごみへ。簡単にはずれないものは付けたままで出してください。

9▽"^⊆
特に「缶の日」、「びん・ペットボトルの日」が重なっている

･1日分の「ふた」です･●

地域では、「缶」、「ぴん・ペットボトル」の収集時間が違い

二

iく

ます。必ず午前９時までに出されるなど、収集が終ってから

この作業にたいへん苦労しています。

I r^−?^''

'' ＼^Lr

よく問い合わせのあるごみの出し方
あるごみの出し方 7.̲。
よ<問い合わせ(ﾌﾆ

つ

ゝWJj心‑､T‑

フタはすぺて手作業ではずしており、

＼､｡
､

出さないようにお願いします。

･

もi弓?み
？ぶ
軋電逆

顔

ぬ

告首

]ﾚ∠
ｍ

じゆうたんは60ｾﾝﾁ四方に切っ
てから､ひもなどで束ねて燃える

みの日に出してください。

ごみの日に出してください。

乾電池は、燃えるごみの日に乾電
池だけ別の透明袋に入れて出して
ください。

お願い

◆ごみ収集場所の近くに車を止めないでください。車が止めてあるとごみの収集が

圃

できません。

萍賢次応仁麗
ごみ減量推進課・事業課
(内線3001〜3006)

乳児用ベッド

回

交通対策課（a内線2259）

昔

昔
苫≪奪楡簒簒簒奪簒奪琴翼祐丼It

nil

奪祐収 奪 加 齢 苫 K 丼 参 参 奪 簒 奪 参 加 齢 瀦 ) ( 無 i t

奮簒奪丼尊雷奪＆無希無*加**奪*

參鴛X

折り込みしています。ご覧下さい。

内容は﹁要介護認定の申

Ｅ
さい。
幼児用シート

会を行います︒

「宇治市のかいごほけんだより」は本日新聞

た交通安全ポスターの中から、入選作品
51点を展示しています。ぜひ，ご覧くだｉ

平成十二年四月から施行

宇治明星園白川

される介護保険制度では︑

午後７時〜

回高齢福祉医療課︵容内

9/29困

この期間中､市役所l階ギャラ']ーコー

接会場にお越しください︒

午後１時半〜 小倉デイサービスセンター

しましょう。

線９ねＱＵ４４︶Ｏ

善Ｉ參參參參奮參丼

る一人ひとりが日ごろから正しい交通ルールやマナーをよく理解し、交通事故を防止

ナーにおいて、小･中学生から出展され

Ｉ

の概要﹂にっいてです︒直

午後１時半〜 さわらび園
9/26(日)
午後１時半〜 ハーモニーこはた

ドを落とし徐行するなど思いやりある運転を心がけてくださいＯまた、道路を利用す

;:
卜祀薗Ｕ巡夕
……,/ﾐ<^……7i

請手続き及び介護保険制度

運転者はシートベルトを正しく着用し、幼児･学童・高齢者を見かけたら、スピー

に︑要介護認定の申請が必

９月21日田から30日俐まで、秋の全国交通安全運動が展開されます。

介護サービスを受けるため

西小倉地域福祉センター

午後１時半〜 宇治明星園
9/25(1)
午後２時〜
平盛デイサービスセンター

要です︒

午後７時〜

十月一日吻から受け付け

午後１時半〜 東宇治地域福祉センター
9/23面

｢京のみちきようも笑顔でチャイルドシート｣

が始まる要介護認定申請に

9月21日(火)〜30日(木)

先立って左表のとおり説明

要介護認定申請の説明会日程
秋の全国交通安全運動

要介護認定申請の

◆ごみを出すときは、決められた時間・場所を必ず守ってください。

ごみ減量にご協力を説明会

岬
,

う

ﾊﾞ唾

は

情報
BOX

治

市

政

だより

1999年（平成11年）９月21日発行（４）

人c〉定員…先着i5人c〉参加費･･･500

委員が秘密厳守で電話での相談に

定員…先着20人E〉受講料･･･3000円

円BIO月４日(月)までに社会福祉協

応じます。[＞とき･･■9月27日(月)〜

(要別途材料費7500円)。

議会(昔22‑5650､FAX22‑5654)へ。

29日肱午前10時〜午後３剛＞相

生涯学習・スポーツ

談電話番号…24‑9290

･,･[l(i申し込み∧∧

[＞日程・内容…下表のとおり。

.
．．．●●♂‥●●ｋ■■■■■
■■
Ｉ "■‥ ｌ ･ ･ ･■
・

･Ｖ■
〃‑･

■■
･

■
･･

♂･･・・

・

・

いていないものは直接会場ヘケ

いずれも午後１時半〜３時半[＞と

l

ころ…広野公民館と萬福寺レ対象…

務局宇治支局内)か075‑252‑0049

曜、いずれも午前10時〜正午。

(京都地方法務局人権擁護課〉E＞

回[＞定員…先着30人[＞受講料…15

費用…無料

00円。

市内在住・在勤で４講座とも参加

E＞とき…10月10日85D・11日脚、

変更案の縦覧
[＞期間…９月21日火〜10月６日

午後３時〜８時[＞ところ…府立宇
治公園中の島レ内容…茶席(抹茶・

困[〉ところ…公園緑地課(市役所
煎茶)、点心、観月舟[＞前売券…
４階)

回同課(a内線2417)。

■UJIあさぎりフェスティバル
圃市茶道連盟事務局(022‑6584)
展示資料提供のお願い

に見る女性のイメージ一生活の変
遷｣をテーマにした資料展を行い

[＞とき…10月23日、11月27日、
12月11日、12年１月22日、２月12
日・26日、いずれも土曜の午前10

ます。昭和60年くらいまでの古い

時〜正午レところ…宇治公民館レ

｢婦人雑誌｣を展示品として提供

対象…市内の小・中学生先着20人

ください。なお、返却はできませ

[＞参加費…1000円(6回分)

んのでご不要品を。

同館(容21‑2804)。

凹女性政策

圃9月30日

俐まで(必着)に往復はがきに｢中

■暴力追放・少年非行防止、宇

・国保わいわいボウリング参加募集

治・城陽・久御山住民大会
[＞とき…10月２日出、午後２時

ゲーム開始[〉ところ…醍醐ボウル

〜４時[＞ところ…宇治市文化セン

｢少年非行の現状と今日的問題｣、
大正琴演奏など

その家族で小学生以上c〉定員…先

務課(a内線2052)。会場へは無

着100人[〉参加費…無料(参加賞

料送迎バスを運行します。

回企画管理部総

市民交流ロビーコンサー
ピアノ連弾

⑩
出

内田美佳さん う
杉山佳子さん，ツ
９月29日(水)
午後Ｏ時15分〜45分

市役所１階市民交流ロビー
ト
㈲ 美しき青きドナウ
曲
ハンガリー舞曲ほか

・植物公園

象…膠原病患者・その疑いのある
人かその家族レ定員…先着６人[〉

10月23日出、午後１時〜と24日(日)

費用…無料

[〉ところ…総合野外活動センター

同保健所(昔21‑2191

尿・血液・胸部レントゲン・胃腸

治(〒601‑1392西笠取辻出川西１、

透視・心電図・内科・子宮がんレ

昔075‑575‑3501)へ。

定員…50人程度[＞費用…無料

官公署・その他

圃

害言民子福祉課(a内線2307)

。

受講者
募集

ディスカッシ ンを交えた

即して講師を招き︑パネル

内容を集約し︑その内容に

ます︒その後︑提起された

し合い︑問題提起の場とし

役割などを座談会形式で話

環境・介護など︶と男女の

名︵ふりがな︶・電話香万・

会︶申し込み﹂ ・住所・氏

がきに﹁女性大学︵地域集

定︒ ◆申し込み⁝往復は

全体集会は資料代程度を予

参加費⁝地域集会は無料︒

めてお知らせします︒ ◆

募集にっいては後日あらた

平成12年
② １月25日脚 生涯学習センター 200人
全 午後1時半〜
体
※全体集会の日程･会場は変更する場合が
集
会 あります。

よう！

参加希望会場を書き︑返信

※各会場とも２時間程度を予定しています。

して！考え
全体集会を開催します︒

域

日 時
会
場
定員
10月19日脚 宇治会場
50人
午後1時半〜宇治公民館
10月21日困 開会場
＝
20人
午前10時〜 ライブスクエア
10月21日困 東宇治会場
20人
午後１時半〜
大和田集会所．
10月25日(月)
広野会場
40人
午後１時半〜
広野公民館
11月17日團 小倉会場
20人
午前10時〜 西小倉ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
11月27日倒 棋島会場
：
20人
午後1時半〜棋島集会所

用にも住所・氏名を書いて︒

祉会館[〉対象…身体に障害のある

聞いて！話

９月30日俐まで︵必着︶に

半〜午後１時半[＞ところ…総合福

６回{＞

宇治市女性の会連絡協議会

回宇治商

工会議所（2S23‑3101）か農林茶業

女性大学パート2

いずれも午前10時〜正午。

省略可︑市役所社会教育課

[＞とき…10月フ日俐、午前９時

21日〜12年３月16日の第３木曜、

︵〒61118501住所

クール、そば席、茶笑・陶器・竹

｢水道事業会計｣欄の｢１人１日
平均給水量360㎡｣の㎡は￡の誤り
宇治市女性の会連絡協議会

＜ちぎり絵教室＞t＞とき…10月

内︶へ︒ ◆問い合わせ・：

イサービス)

0780)。

社会教育課︵酋内線261

■料理教室(身体障害者デ

究塚供養、野点席、お茶のみコン

[訂正]８月21日発行の｢宇治市

でした。おわびし訂正します。
水道だより｣２ページに掲載した

圃9月24日出から同館(346‑

体集会の参加は地域集会参

会

会福祉協議会(322‑5650)。

6、昔21‑2101)へ。

■城南勤労者福祉会館

5︶︒

集

内で一人暮らしの高齢者[〉定員…ｌ

名水汲上の儀、茶祭御献茶式、茶

局総務課(干611‑0021宇治若森7‑

で。

す︒なお︑全体集会の参加

地

んかけ、てんぷらなどt＞対象…市ｌ

聖寺、府立宇治公園中の島[〉内容…

に同保健所(容21‑2191)へ電話

加者を優先して受け付けま

①

に＞献立…冷凍しゅうまいの野菜あ；

圃社１

(消印有効)に京都府宇治地方振興

圃10月６日伽まで

昨年まで実施してきた

＼

へ。回農林茶業課(Q内線2214)。

先着30人[＞参加費…100円

電話番号を書き、10月８日圀まで

悩みごとについて女性の人権擁護

・宇治茶まつり

〜午後３時【〉ところ…宇治橋、興

圃往復

じ＞費用…無料

﹁女性大学﹂に替わり︑﹁女

｜

E＞とき…10月８日出、午前10球

無料(昼食は各自持参)

[＞対象…痴呆性老人を抱える家族

ます︒地域での人と人との

31‑5237
33‑2583
23‑8800
24‑8811
25‑2500
20‑1111
20‑1234
44‑4511
48‑2411
41‑6300
43‑3388

町合わせて抽選で80人卜参加費…

はがきに住所・氏名一年齢・性別・

性大学パート２﹂が始まり

線2333)。

[＞定員…宇治市・城陽市・久御山

半〜３時半[＞ところ…宇治保健所

っながりが希薄になってき

昌宇治久世医師会事務局(a

ズビレッジ・林業試験場ヘバスで

じ＞とき…10月12日吹)、午後１時

ている今︑もう一度﹁地域﹂

下記の協力医療機関に＞費用…700

久御山排水機場・京都中部マスター

■痴呆性老人を抱える家族交流会

(電話相談所)｣の開設

のあり方を考えてみません

期間…11月30日吹)まで[〉検診場所…

R宇治駅前に集
合(雨天決行)[＞見学先…巨椋池

圃10月８日出ま

ちほう

■｢女性の人権ホットライン

〜午後２時[〉ところ…木幡公民館う

製品・植木の即売ほか

族[＞費用…無料

家庭・職場・近隣間のもめごと、

[＞対象…市内在住の40歳以上で

時15分にJ

象…網膜色素変性症患者かその家

号・校名を記入してアクトパル宇

■一人暮らし老人料理教室

午前8

〜４時[＞ところ…宇治保健所[〉対

十字病院健診センターC〉検査項目…

業青年団・中林さん(ａt32‑3888)

【＞とき…10月３日日、午前９時

[＞集合日時・場所…10月26日(火)

住所・氏名・年齢・性別・電話番

か︒きっと大切な何かが見

西村さん(S24‑1122)、東宇治茶

回C＞費用…１万1000円。
■府政見学会

平日午前中に＞ところ…京都第一赤

つかるはずです︒お気軽に

(a23‑8357)、小倉茶業青年団・

μとき…10月28日〜11月15日の
月・木曜、午後６時半〜９時。６

)へ電話で。

話で。

◆開催方法⁝まず︑市内

名を宇治茶業青年団・清水さん

＜パソコン初級エクセル表計算＞

■網膜色素変性症患者交流会

圃10月１日金ま

ご参加ください︒

圃10

月１日出までにチーム名・代表者

１万1000円。

BIO月８日出までに

でに同保健所(a21‑219l)へ電

ます︒地域集会では各地域

費…１チーム５人で1500円

円、大人3400円

６会場で地域集会を開催し

半〜[＞ところ…宇治公民館E＞参加

午後６時半〜９時。６回E＞費用…

じ＞とき…10月13日田、午後１時

外活動リーダーキャンプ参加希望｣、

中 村 医 院(六地蔵)
森田耳鼻咽喉科医院(木 幡)
三藤耳鼻mm科医院(菟道)
西村耳鼻咽喉科医院(宇
台）
ユニチカ中央病院(宇
台）
宇治徳洲会病院(小倉)
大嶋耳鼻咽喉科医院(小 倉)
第二岡本総合病院(神 明)
田林耳鼻咽喉科医院(伊勢田)
今 村 医 院(大久保)
芝野耳鼻咽喉科(大久保)

＜ワープロ中級ワード＞E＞とき…
10月28日〜11月15日の月・木曜、

・難病個別相談(膠談病)

で(消印有効)に往復はがきに｢野

22‑6487)か健康生きがい課(a内

[〉とき…10月３日(日)、午後６時

〜正午。６回じ〉費用…１万1000円。

の寡婦E＞とき…12年１月〜５月の

出展作品を通じて植物公園のさ

・市民素人茶香服大会団体戦

６時半〜９時、土曜＝午前９時半

)で午前io時〜午後４時

健康保険に加入している65歳未満

円

き･･･９月28日火〜io月21日俐。

23‑8220

アクトパル宇治で野外活動の基

合は抽選)t〉参加費…高校生3000

＜植物公園写真コンテスト作品展＞

まざまな魅力を紹介します。E＞と

＜ワープロ中級ワード＞[＞とき…
10月27日〜11月20日の水曜＝午後

〜３時[＞ところ…宇治保健所[＞対

体指導者[＞定員…30人(多数の場

９

キスト代)。

礎を体験・研修します。[〉とき…

の抱える諸問題︵子育て・

[〉とき…９月21日(火)〜26日(日)。

回I＞費用…１万4500円(要別途テ

(宇治壱番132‑4谷ロビル２階、昔

■野外活動リーダーキャンプ

■母子家庭の母親半日人間ドック

２週間以上声がれのある人(＞検診

＜盆栽展＞約20席を展示します。

池下る笹屋町435‑2、京ビル２階)

t＞とき…10月14日俐、午後２時

■喉頭がん検診

も入園料が必要。

C＞とき…10月22日〜n月19日の
火・金曜、午後６時半〜９時。

この期間以外にも宇治公証人役場

10月22日 「飴児餅」を作ろう
友好都市「咸陽市」出身
廊
祁偉さん

福祉

昌同園(容45‑0099)へ。いずれ

＜パソコン中級エクセル表計算活用＞

凹同役場(3075‑231‑4338)。

20)へ。 「気功」をやってみよう
16月12日
吹）
関西気功協会講師
華学和博さん

９回[＞費用…

証人合同役場(中京区東洞院通御
611‑0021宇治琵琶45‑14、昔22‑02

生・大学生・勤労青年・青少年団

10月15日脂までに所定の用紙で障

昌文化自治振興課(a内線2223)

１万4500円(要別途テキス手代)。

｢アクトパル宇治｣[〉対象…高校

l＞対象…母子家庭の母親と国民

催し

午後６時半〜９時。

受けます。レとき…10月１日出〜

Jy

圃10月15日出までに国

民健康保険課(a内線2265)へ。

について無料、秘密厳守で相談を

●S

等あり)

＜パソコンCAD入門＞[＞とき…
10月22日〜11月19日の火・金曜、

10時〜午後３時[＞ところ…京都公

ター小ホール1＞内容…特別講演
R・京阪六地蔵駅下車)≫対

日本公証人連合会では｢公証週
間｣に公正証書の作成手続きなど

７日困(土・日曜を除く)、午前

がな)・年齢・電話番号、保育希

11月５日 萬福寺見学と座禅体験
黄桑宗萬福寺教学部長
吻
秦 旭光さん

t＞とき…10月23日出、午後２時

象…宇治市国民健康保険加入者と

)。

10月26日 篆刻「オリジナル落款を刻む」は一日曜・祝日は休み)まで無
㈹
篆刻指導者
福田 雪山さん
料で相談を受けます。

圃

室(容内線2091、FAx20‑8778)へ。

(J

レ材料費…2500円[＞保
育…２〜５歳で無料

を記入して生涯学習センター(〒

■こども茶道教室

バルで｢戦前、戦後の『婦人雑誌』

(容46‑0688

10月1日〜7日は公証週間です

望者は子どもの氏名一年齢・性別

か商工観光課(a内線2224)。
10月17日(日)開催の同フェスティ

合は抽選)

国文化希望｣・住所・氏名(ふり

3000円(観光協会などで発売中)

il9月24日出から同センター

■

■宇治川観月茶会

５

・城南地域職業訓練センターの講座

)。

できる人[〉定員…30人(多数の場

・宇治都市計画生産緑地地区

回京都地方法務局宇

治支局(a24‑4122

課(a内線2214)。

お知らせ

19日・26日の金

(京都地方法

・中国文化をチヨットきわめる
い合わせ

＜健康教室＞[＞とき…10月22日・
29日、11月12日･

●〃

宇
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1112

