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なお︑車での来場はご遠

れます︒ぜひご覧ください︒

を創り上げる目的で開催さ

午後6時行進開始(平等院正門から)
午後5時プレステージ

10月16日(土)

開催されていました︒

参加する祭りへ

慮下さい︒

氏出演者約百人と宇治大田

ズなどさまざまな音楽活動

におまわりください。

＜スタンプ帳の配布場所＞

ミュージアム・市内各公
商工観光課・源氏物語

共施設ｉ観光センター・

観光案内所（宇治橋西詰・

近鉄大久保駅構内）・京

i i j i . k y o t o .jp/
http://www.city.

●毎月1日･1旧･21日発行

宇治
無大
料田楽復活祭
観覧
多くの文学に登場し︑夢とロマンの舞台と
なった宇治︒宇治はまた芸能のふるさとでも

よみがえる
平安の宇治

圖宇治大田楽まつり実行

楽まっり実行委

をする人たちのためのライ

二回目となる今回は︑市
特殊な楽器と太鼓︑笛︑銅

員会をはじめと

田楽はビンザサラという

拍子などを演奏しながらシ

する市民ボラン

協会とともに約百人の市民が感動のページェ
ントを繰り広げます︒ぜひご覧下さい︒

す。集合場所はありません。お好きな場所からご自由

会場・：府立宇治公園︵中の島︶

え万葉歌碑などをめぐる健脚コースの２種類がありま

ク３ｒｄ︵サード︶﹂を平

成十二年三月十二日㈲に文

化センター小ホールで開催

します︒ライブジャックは

若者が枠にとらわれず創り

上げるイベントとして始め

に関わらず︑バンド活動を

られたものです︒ジャンル
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バンド︑ユニットなどの形

わず応募できます︒ソロ︑

態︑ジャンル︑年齢などは

問いません︒費用は無料︒

■応募方法 次の４点をそ

ろえて︑い⁚一月25日困までに

文化自治振興課︵〒６１１

−8501住所省略可︶へ

の場合はテープ選考︒ ①

持参か郵送で︒応募者多数

録したカセットテープ︑Ｍ

演奏した曲︑２〜３曲を収

線２２９乙３︶○

圓文化自治振興課︵容内

バンド名を記入したもの

または学校名︶・電話番号・

所・年齢・職業等︵勤務地

代表者とメンバー全員の住

プ口フィール︵経歴︶ ④

名前とパートを明記︶ ③

メンバー全員の写真︵裏に

Ｄまたはビデオテープ ②

10月30日(土）

ありました︒千年の時空を超えていにしえの
芸能が野村万之丞さんの構成・演出により新

ンメトリックな隊形でダイ

ロックーフォークージャ

ナミックに躍る平安時代の

ティアの準備・

奢貝会︵Ｓ２２・5557︶︒

代表的な芸能︒また︑一般

運営により開催︒

しいパフォーマンスとしてよみがえります︒

の素人も田楽のまねをした

これまでに地

いずれも午前９時半〜午後４時。

人間国宝・野村万蔵さんをはじめ日本楽劇人

り踊り狂う﹁風流田楽﹂も

た豊かな文化を

さわやかな秋の一日、あなたも宇治十帖スタンプラリー

ブイベント﹁ライブジャッ

﹇雨天時＝文化センター大ホール﹈

土台に︑ふるさ

に参加して宇治を満喫してみませんか。

域で培われてき
宇治では白川を拠点に本

豊かな自然を背景に各時代の歴史と文化がいっぱいです。

プレステージ・：市民サークルによる和太鼓演

宇治の古跡をはじめ、世界遺産の宇治上神社・平等院、

奏︑宇治音頭︑恋茶娘ほかを披露︒

また昨秋オープンした源氏物語ミュージアムなど、宇治は

流行しました︒

座田楽というプロ集団があ

と宇治にふさわ

集します︒

〜かけました？ ハンドルロックとワイヤー錠〜
『函企雨笞理蔀訟終翼(宍内婉凹E9^

出演バンド大募集

宇治市環境美化推進条例を制定

トライブジャック２︒閥介年３月︶

lO月ll日脚〜20日C水)｢全国地域安全運動実施中｣

している人たちの出演を募

ごみのない、きれいな街に

ている人なら︑市内外を問

テレビ広報さわやか宇治手話通訳あり

▲見物客の声援の中で行なわれた
プレイベント(10月３日)

R宇治駅

阪宇治駅・J

■参加資格 音楽活動をし

午後５時〜(15分間)
KBS京都UHF34ch

LIVEJACK3rd
しい市民の祭り

11月３日収)＜雨天決行＞

り各地で活躍︒当時の宇治

ダンプ帳が必要)。

卜朝露橋の東詰付近

ツーロック

いたわりしめす

バイクへの

橋←朝霧通り←朝霧橋←中の島

源氏物語を歩く旅

行進ルート・：平等院正門←平等院通り←宇治

参加料は無料。どなたでも自由に参加できます。(ス
参加方法

宇治十帖の古跡をめぐる基本コースと基本コースに加
所
場

◆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◆

1117

10月23日出、24日(日)、30日出、31日前
開催日

離宮社祭では田楽が盛大に

宇治十帖スタンプラリー

'99

▲復活した宇治大田楽（昨年11月府立宇治公園）

戦碧ダ

(1999)

に昌
案

SI

平成11年

第1220号

ついて答申 国教育総務課︵内線2604︶
や意向を十分反映できる調

委及び学校等で定めた基準

理業務等の管理体制を設け

る︒この方式により︑経費

ること︒

の節減が可能となる︒
①委託化は︑調理員の定年

○見直しの効果で講じるべ
き対策の提言

退職にあわせて︑学校単位

①より一層の安全性確保

く意義は損なわれない︒

とから給食内容の変化はな

③食事環境の整備︵ランチ

キング給食の実施など︶

多様化︵焼き物料理やバイ

②献立の充実と給食方法の

とはありません︒しかし

気にはほとんどかかるこ

けることにより︑その病

ことです︒予防接種を受

くらい有効なのかという

次に︑予防接種はどれ

もしほかの病気などのた

受けるようにしましょう︒

定められた時期に正しく

受ける必要があります︒

一定の間隔で追加免疫を

いくことになりますから︒

に抗体は少しずつ減って

場合は年月の経過ととも

話をしていきます︒

0

4）へお問い合わせ

京都府から市町村への権限委譲にともない

、次の事務は、宇治市で受け付けます

都府から市町村への権限委譲が行われることとなり、次の事務は10月以降、
現を図るものです︒

が受け付け︑その解決や実

ら委嘱された行政相談委員

意見︑苦情などを総務庁か

主に国の行政に関する要望︑

﹁行政相談制度﹂とは︑

談があれば︑この機会にご

行っている仕事について相

されたり︑補助金を受けて

り乙0000︶へＯ

広報課市民相談係︵萱内線

は厳守されます︒詳しくは

います︒相談は無料︒秘密

行政相談を行っているほか︑

毎月第三木曜日に市役所で

午前10時〜午後４時︒また︑

日面目アルプラザ宇治東店︒

も午後１時〜４時○10月29

ュニティセンター︒いずれ

○10月22日㈲＝南宇治コミ

21日困＝市役所201会議室︑

▼とき・ところ・：○10月

利用ください︒

仕事︑府や市が国から委任

10月17日(日)〜23日(土)は行政相談週間

行政相談所開設

6
この制度をもっと知って︑
広く利用していただくため
に︑総務庁では︑十月十七

一週間を行政相談週間と定

日向から二十三日出までの

め︑さまざまな行事を予定
しています︒
市でも︑これに呼応して

課

当

学校給食調理方式見直し懇話会

給食調理方式の在り方に
②本市の特長である﹁自校

で順次進めること︒

方式﹂は堅持すること︒こ

③献立の決定や食材の購入

ルームの整備や食器の改善

策など︶

を占め︑児童一食当たりの

は︑従来通り市教委及び市

など︶

います︒その期間内であ

受ける人の体質︑その時

めに予防接種をルールと

ください。

でも随時相談を受け付けて

下表の行政相談委員の自宅

都市計画施設等の区域内の土地譲渡の届出の受理等

(ひ

健康な老後を迎えるために︑

この﹁協議会﹂の役割は︑

議会﹂を設置しています︒

﹁宇治市健康づくり推進協

り対策を推進するために︑

市では︑市民の健康づく

土地区画整理事業の施行地区内における建築の許可

市民の健康づくりについて

伝統的工芸品への指定申出の受理（通産大臣への進達）等

間▼応募方法・：10月29日㈲

▼期間・：11月ごろから２年

可能な人▼募集人員・・・２人

回程度の昼間の会議に出席

20歳以上の人で健康問題に
関心のある人︒また︑年２

▼応募資格⁝市内在住の

してみませんか︒

に︑この﹁協議会﹂に参加

いて考える機会にするため

自分たちの健康問題につ

のです︒

意見の交換や調整を行うも

知的障害者に対する福祉の措置（短期入所、日常生活用具の給付等）
障害者母子福祉課
(a内線2305)
身体障害児・知的障害児に対する日常生活用具の給付等

者全員に通知します︒

へ︒結果は11月中旬に応募

き保健推進課︵〒６１１−
ａ内線(Nkmcon︶
8501

氏名・年齢・電話番号を書

０字以内にまとめ︑住所・

健康に関するご意見を８０

動機や﹁私の健康法﹂など

︵消印有効︶までに︑応募

建築指導課
(a内線2408)

租税特別措置法に基づく優良住宅の認定

︵Ｏ−１５７等の食中毒対

給食経費は五百四十六円︑

の学校給食会が行うこと︒

となっている︒

れば良いのですが︑予防

の体調や︑あるいは定め

おり受けることができな

2
相談所を開設します︒国や

史跡・名勝・天然記念物の軽微な現状変更の許可等

れにより︑従来と同じ手作

うち常勤人件費は三百十九

④衛生︑安全の確保は市教

り給食を行うことになるこ

見直し懇話会答申﹂

理員の高齢化が進んでおり︑

円となっている︒また︑調

単に﹁食﹂の提供のみな

﹁学校ごとに市職員が給

接種を一番効果的な時期

られた時期に受けること

かった場合には︑免疫の

詳細は教育総務課（a内線

農林茶業課
(a内線2213)

害虫駆除等のための他人の土地への立入許可

﹁宇治市学校給食

専門的な観点から提言を得

のあらまし

らず︑﹁食﹂を通してふれ
○効率的運営を目指して

に接種できるよう︑一応

ができなかったりした場

できにくい時もあります

は申し込みが必要ですので、

調理方式の在り方にっいて︑

るため﹁学校給食調理方式

コスト面だけでなく労働安

的な検討が行われてきまし

設置︒同懇話会では︑総合

あいを深めるなど︑これか

食を調理する方式︵直営単

理︑配缶︑運搬︑回収︑洗
浄︑清掃等の作業のみ民間
委託する方式︵自校民間委
託調理方式︶﹂へ切り替え

まずは︑予防接種の対

の対象年齢の目安があり

合などには︑効果的に免

から︑かかりつけの医師

なお、「意見聴取会」で

見直し懇話会﹂︵会長・徳

たが︑このほど教育長に対
らの教育において求められ

独校調理方式︶﹂から︑﹁調

全管理上からも大きな課題

して答申がなされました︒
る﹁生きる力﹂の育成に寄

永力雄関西医科大教授︶を

これを基に市教委では︑

うち人件費の割合が約六割

給食運営に要する経費の

○本市の現状

︵教育的視点の重視︶︒

与することが大切である

市民の皆さんからもご意見
をいただき︑更に︑組織内
で慎重に検討を進め︑見直
し内容を確定する予定にし

象となる病気についてで

ます︒また︑接種は集団

疫がっかないこともあり

や接種をする先生に相談

免疫を完了すれば︑九八

す︒これには︑急性灰白

で行うものと︑医療機関

ます︒普通の健康な人が

くは市民カレンダーや予

髄炎︵ポリオ︶︑ジフテ

で個別に行うものとがあ

正しく受ければ︑生ワク

〜九九％の人に抗体が獲

リア・百日せき・破傷風

ります︒また回数は︑一

防接種の手引きなどをご

三種混合︶︑はしか︵麻

回の接種で済むものと︑

しましょう︒ＪｊＪン

の意見陳述と傍聴について

商工観光課
(s内線2217)

商店街振興組合及び連合会の設立認可等

市教育委員会では︑給食

（日)、午後１時半から生涯学

○学校給食の意義

習センターで開催する予定

都市計画課
(a内線2410)

路外駐車場の設置・管理に係る届出の受理

市民委員を暮集

です。

ＪＲ︑ＮＴＴ︑公団などの

都市計画施設等の区域内における建築の許可

｢宇治市健康づくり推進協議会｣

ています︒

予防接種

しん︶︑風しん︵三日は

チン接種で九六〜九八％

得されます︒ただ︑この

しか︶︑日本脳炎︑結核

続けて接種が必要なもの

の人に抗体が獲得されま

覧ください︒

︵ＢＣＧ︶があります︒

とがあります︒指定され

す︒また不活化ワクチン

のおはなし

予防接種をいつ受けた

た間隔をあけて接種する

やトキソイドでは︑基礎

今回から︑具体的なお

らよいかは︑予防接種法

ようにしましょう︒詳し

見聴取会」を来る10月24日

担

木幡平尾
28‑546 容32‑7075

いてご意見をいただく「意

歴史資料館
(容21‑2068)

目片

市教委では、市民の皆さ

容

羽拍子町
雲43‑2203
56‑47

んからも答申書の内容につ

という法律で決められて

宇治市において処理することになりました。申請や届出などについては担当
瀬田佐江子 宇治東内23 321‑4793

意見聴取会の開催について

内

の

務

事

圖計画推進室（昔内線2093）

課にお問い合わせください。

菱田俊子

滋

フ月８日に国会で成立した、いわゆる地方分権一括法の主旨にそって、京
mm)
行政相談委員

1999年（平成11年）10月11日発行（２）
り

よ

だ

政
市
治
宇
第1220号
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宇

(3)

治

市

だより

政

福祉・年金
ｆｌ

市役所への電話・郵便(i

・ Ｉ｀・１一・・・・ｒｓｌｇ・︱

〒611‑8501

（i別番号のため住所不要）

ＩｆｌＩＩＷｔ

圃は問い合わせ・匝]は申し込み

︑！ＩＩ Ｉｊ

圃の書いていないものは直接会場ヽ
へお越しください。
‑

スポーツ

・市民ソフトバレーボール大会
じ〉とき…n月14日(日)、午前９時

ム構成…○スポレクの部＝30歳代

人(中学生以上)ｏ一般の部＝男
子２人・女子２人(中学生以上)

E〉とき…10月20日伽、午後１時

市民の皆さんから寄せられた寄付
金は、地域の福祉活動や在宅福祉

１講座)[＞参加資格…宇治・城陽・

[＞内容…どう守るあなたの財産

活動、ポランイア活動などに有効

久御山在住の50歳〜65歳のペア

(財産管理と成年後見制度につい

に使われます。募金は町内会・自

(同性も可)30組[＞参加費…１人

て)【〉講師…弁護士・荒川英幸さ

治会を通じて各世帯にお願いする

500円(陶芸、料理は材料費別途

ん[〉対象…宇治市在住の人【〉費用…

戸別募金のほか、街頭募金や学校

必要)

無料[＞定員…先着40人

募金の方法で行われます。皆さん

所・氏名・性別・年齢一代表者名・

復信にも住所・氏名を書き、10月

福祉会館内S22‑5650)。

31日(日)までに剥京都SKYセンター

■犬のしつけ方教室

｢五目塾｣係(〒604‑0874ハート

年金は、老後の生活の安定だけ

回保健推進課(a内線

でなく病気やけがで障害を受けた

2262)。

場合の支えとなる大切なものです。

■市立幼稚園大会

保険料の未納期間がないようにし
ましょう。納めにくい事情のある

り。いずれも午後１時半〜４時

健所(容22‑2191)へ。参加資格な

ロ国民年金課(a内線2312)。

ど詳しくは同所へ問い合わせを。

11月11日〜３月９日の木曜、午前

・家庭用はかり無料検査

10時〜正午。15回[＞受講料…１万

ｎ学校教育課(a内

10/20湘 木幡公民館
10/21Ⅲ 西友宇治店
府営西大久保団地第3集会所
W22吻

荻野

健さん(チェロ)

〜11時半(雨天中止)[＞ところ･‥

10月13日伽

月17日(日)から同館(S33‑4001)。

㈲

5？)が必要。

育て支援センター(324‑6511)。

府内の外国人留学生に宇治市を

催し

紹介し、交流を深めてみませんか。

目文化自治振興課(容内線2223)

t＞受入留学生…府内在住の大学生
・難聴者の社会見学会

いずれも入園料が必要です。

とその家族[〉受け入れ日…11月27

[〉とき…10月26日脚、午前８時

日出〜28日(日)[〉受け入れ人数…１

半〜午後５時t＞行き先…信楽町

家庭２人[＞受け入れホスト数…20

｢陶芸村｣と滋賀県立陶芸の森t＞

家庭

mm書課(s内線2058)。

ス＝3285円

■ふるさと講座

aio月21日田までに

社会教育課(a内線2615、FAX21‑

[〉とき…11月12日出・19日金、

1§Sr
こlj｡

0400)。
・聴覚障害者法律講座｢介護保険

午後１時半〜４時[＞ところ…生涯
学習センター[＞内容…和紙ちぎり
絵の創作E＞定員…30人E〉材料費…

電話番号・保育の有無を書き、10
月27日伽(消印有効)までに同セ
ンター(〒611‑0021宇治琵琶45‑1

１万1000円。

かりの定期検査を行います。取り

〈ワープロ初級ワード〉[＞とき…
11月18日〜12月６日の月・木曜、

は必ずこの検査を受けてください。

午後６時半〜９時。６回[〉受講料…

検査には手数料と印鑑が必要です。

１万1000円。

[〉とき…11月８日(月)〜11日困、午
前10時〜午後３時E〉ところ…市役
所北側玄関横デッキ

６時半〜9時、土曜＝午前９時半

(2S075‑441

〜正午。６回[＞受講料…１万1000

‑8335)、商工観光課

円。
〈パソコンプログラミング中級〉
E〉とき…n月13日〜12月18日の
土曜、午前９時半〜正午。６回[＞
受講料…１万1000円。
〈ワープロ初級ワード〉[＞とき…

者を使用することはできません。

11月21日〜12月26日の日曜、午前

○日額＝5283円、時間割＝661円

９時半〜正午。

860円[＞勤務内容…育成学級児童

料

の指導補助[＞募集対象…宇治川以
西に居住の10月１日現在で40歳未
満の人E＞募集人員…若干名

圃市

６回【＞受講料…１

万1000円。

241‑3211)。

[〉勤務時間…月〜金曜の指定の
日、午後１時〜５時[＞賃金…時給

圃10月21日俐までに社会教育

<ワープロ初級ワード〉[＞とき…
11月24日〜12月11日の水ei＝午後

圃同検定所

回京都労働基準局賃金課(aO75‑

者E＞定員…先着30人E＞参加費…無

健全育成推進大会

■両親教室

利な口座振替で

対象…市内在住の聴覚障害者と関係

■創立20周年記念宇治市青少年

の場合は抽選。

午後６時半〜９時。６回E〉受講料…

[訂正]10月１日号の２面、市民

■山城の秋シニア五目塾募集

課(a内線2615、FAX21‑0400)。

4、容22‑0220)へ。申し込み多数

■業務用はかりの定期検査

は、この金額より低い賃金で労働

■育成指導員アルバイト募集

半〜４時t＞ところ…総合福祉会館E＞

圃往復はがきに住所・氏名・年齢・

11月18日〜12月６日の月・木曜、

正されました。京都府内の使用者

圖納税課（a内線2132）

[〉とき…10月31日(日)、午後１時

1100円[＞保育…２〜５歳の幼児

〈パソコン活用W98〉t＞とき…

ロ商工観光課(a内線2217)。

京都府最低賃金が10月１日に改

市税の納付は便

鳶

にそなえて｣

mo月13日出から同センター
(昔46‑0688)へ。

■京都府最低賃金改正のお知らせ

11月1日(月)は
市府民税第3期の
納期限です。

きコース＝3810円、一般陶芸コー

■城南地域職業訓練センター

(a内線2217)。

対象…市内在住の難聴者と関係者
[＞定員…先着30人l〉参加費…たぬ

3000円(テキスト代含む)。

われているはかりの精度確認の検

引きや証明などに使用するはかり

・ホストファミリー募集

脇ぢ鵬雷、

京都府計量協会では各家庭で使

京都府計量検定所では業務用は

同園園庭(小倉町西畑13)昌子

午後Ｏ時15分〜45分
市役所１階市民交流ロビー

顔写真(3×2.

〈やさしい英会話教室〉[〉とき…

ところ…市役所北側玄関横デッキ

【＞とき…10月22日出、午前10時

圃10

‑0780)へ。

月９日脚、午前10時〜午後３時{＞

■小倉双葉園保育所園庭開放

15歳以上(中学生を除＜)E＞定員…

田o月18日(月)〜22日出に宇治保

査を無料で行います。E〉とき…11

お知らせ

八本木泉さん(ピアノ)

とも各60人r＞参加費…500円。

mo月13日出から同会館(S46

(雨天中止)[＞ところ…太陽が丘

⑩

１時〜２時半[＞定員…午前・午後

城陽市東部コミュニティセンター

陸上競技場

【＞とき…10月3o日(±)、午後1時

〈茶花の生け方〉l＞とき…10月

・城南勤労者福祉会館

でご相談を。E＞とき…下表のとお

半〜E＞ところ…黄県体育館[〉対象…

24日(日)、午前10時半〜正午と午後

へ。応募多数の場合は抽選。

は３時半まで)。４回【＞ところ…

人には免除制度などもありますの

・トレーニング機器実技講習会

〜24日(日)。

ピア京都6階、3075‑241‑0226)

木曜、午後１時半〜２時半(4日

10月21日附、午前９時半〜正午

ート
森野早智さん(フルート)

〈茶花展〉[＞とき…10月23日出

【＞とき…n月４日〜25日の毎週

ズム表現に取り組みます。【＞とき…

フルート･チェロ・ピアノによる室内楽コンサート

圃講習会は同園(昔45‑0099)へ。

田往復はがきの往信に住

午前と午後の第１・２希望講座、

スポーツ課(a内線2622)へ。

文化芸術祭参加事業のミュージッ

[＞とき…11月20日出、午前10時

クフェスティバルの開演は正午か

〜午後４時半E＞ところ…城陽市東

らです。おわびし訂正します。

部コミュニティセンター[〉内容…

お母さんといっしょ

販の履歴書に写真をはり、10月20

E＞とき…10月24日(日)、午前９時

初めてお父さん、お母さんにな

〜午後ｏ時半t＞ところ…文化セン

る人を対象に行います。ぜひ夫婦

ター、菟道第二小学校E〉内容…啓

でご参加を。c＞とき…12月４日出、

発パレード(雨天中止)、幼・小・

日出までに社会教育課(a内線26
仁木

19)へ直接持参で。

朋也＜ん（2歳）
干裕さん

官公署・その他

午後１時半〜４時40分c＞ところ…

中学生の楽器演奏ほかE＞参加費…

保健医療センター[〉内容…産科医・

無料

■共同募金運動にご協力を

（伊勢田町蔭田）

10月1日出から12月31日出まで、

目青少年課(a22‑5162)。

おり︒いずれも午後２時〜

消費生活講座開催

快適で衛生的な生活は皆

ニティセンター︒車でのご

来場はご遠慮ください︒▽

４時▽ところ⁝東宇治コミュ

定員・：各講座先着50人︒保

さんが望む暮らし方︒でも︑

もの︑どうすれば衛生的な

育はいずれも先着５人︵６

﹁快適な生活ってどういう

生活を送れるの？﹂と疑問

か月〜６歳︶▽受講料⁝無

インテリアコーディネイター
高木暢江さん

をお持ちの人は︑ぜひご参

楽しい暮らしのインテリア

料▽申し込み・：10月12日固

咄アルコール協会
派遣講師

加ください︒︒

▽とき⁝10月17日間︑午

前９時半〜午後４時▽とこ

ろ⁝植物公園▽内容・・・チュー

ンスの苗の無料配付︵先着

リップの球根・インパチェ

など▽入園料・：大人︵高校

２千人︶︑プレイコーナー・

生以上︶５００円︑子ども

︵小・中学生︶２５０円︑

ご利用をお願いします︒

幼児無料︒公共交通機関の

名木百選の写真などを展

Ａ啓発展示Ｖ

示します︒

日崩▽ところ⁝市役所一階

①▽とき⁝10月12日固〜15

ギャラリーコーナー

②▽とき⁝10月22日倒〜24

日向▽ところ⁝植物公園展

示室

公園緑地課︵四内線24

Ａ問い合わせＶ

17︶か植物公園︵a45・

ＯＯＱりＱり︶○

家庭におけるアルコールの
利用法とコサージュ作り

から希望の講座を商工観光

㈱ｺﾝﾄﾛｰﾙﾗﾎﾟ代表取締役
青木 皐さん

すぐに役立つ知識やち︒つ

家庭における害虫駆除

課︵雲内線2225︶まで︒

京都府立大学名誉教授
広原盛明さん

とした工夫をわかりやすく

フェア

これからの快適な住まい

▽とき・内容・：左表のと

緑化

①
10
/
29
廊
②
11
/
5
吻
③
11
/
12
廊
④
11
/
19
吻

お教えします︒

緑化フェアは︑全国で行

われる﹁都市緑化月間﹂に

呼応する行事として︑﹁み

どりゆたかな住みたい︑住

んでよかった都市﹂の実現

を目指し︑市民一人ひとり

の緑化意識の高揚を図るた

め開催します︒みどりに触

れてリフレッシュしません

また︑啓発展示を市役所

か︒

一階ギャラリーコーナーと

植物公園展示室において実

Ａ緑化フェアＶ

施します︒

1119

回社会福

府共同募金会宇治地区支会(総合

市流ロビーコンサ

■植物公園

ペタンク(参加は午前・午後とも

○午後＝料理、陶芸、

のご協力をお願いします。□京都

で(必着)に所定の申込書で生涯

先mo人E〉参加費…1000円

社交ダンス、グラウンドゴルフ・

■国民年金相談所の開設

線2624)。

mo月22日出ま

チ、写真

民間福祉事業の重要な財源であり、

祉協議会(322‑5650)。

男女各１人・40歳以上男女各１人

年生〜中学生○女子の部＝女子４

Ｏ午前＝史跡巡り、俳句、スケッ

運動が展開されます。共同募金は

項・お話、縁落実習[＞参加費…無

園児と保護者が集い、運動やリ

○ファミリーの部＝夫婦と小学４

全国一斉に｢赤い羽根共同募金｣

小児科医による出産前後の注意事

府医師会

市内在住・在勤・在学の人t＞チー

第1220号

半〜３時[〉ところ…総合福祉会館

料I＞定員…先着25組[＞主催…京都

〜[〉ところ…西宇治体育館E〉対象…

[＞参加ｎ…無料

■＜らしの中の法律講座

（代表）

７４・

情報
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X

c22‑3141
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だより

政
市
治
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第1220号

毎月11月号みなさん

宇治市こども手づくり文化祭

思いもよらない発想をした

◆宇治市ジュニアバドミン

ものをうまく利用１ たり︑

﹁パキスタンについて語る

︵英語で︶﹂ 10月19日脚︑

午後１時半〜３時半︑広野

公民館︒講師＝ファリナー

アファックさん︒茶菓付き

Ｓ百円・諒８ さル︵窟・

１Ｃ‑J050︶°

◆幼児のための音楽サーク

ル﹁プレピアニスト﹂ １

回目は10月20日田︑午後１

時〜２時︑12年３月まで計

10回︒東宇治コミセン︒２

歳半〜４歳の幼児とその保

護者︒10回分１万円・教材

実費千円︒︒生田さん︵雲32・

Ｑｕ４Ｑｕり゛ ︶ｏ

◆パン教室﹁はじめてのパ

ン作りを学ぼう﹂ 10月20

︵｀一44・５２７８︑ｍ一44︒

ｍｏｊ<Ni‑＾︶°

◆児童文学講演会﹁絵本を

語る・・・赤ちゃんから大人ま

で﹂ 10月21日俐︑午前10

時半〜正午︑宇治公民館︒

講師＝児童文化研究家・川

北典子さん︒無料︒２歳以

上無料保育︒黒石さん︵︽一

23・0149︶︒保育申し

込みは宇治公民館︵S321︒

ｎ乙○００４︶ｏ

◆来年のえと﹁辰﹂の和紙

ちぎり絵講習会 10月21日︒

一１１一月４日・18日︑いずれも

木曜︑午後１時〜４時︑南

宇治コミセン︒材料費千百

円︒岩井さん︵045・04

◆莵道歩こう会 11月６日

出︑午前９時半に京阪三室

戸駅集合︵小雨決行︶︒円

山公園・平安神宮方面︒８

キロ︒百円︒辻本さん︵容

刀

野町︶︒各５人︒４千円

︵材料費含む︶︒11月３日㈲

までに切明さん︵容・ｍ一44・

︿ｕｌａり７︶○

◆市民ソフトテニスデー

11月14日(日)︑午後1時〜︑

スポーツ少年団 10月16日
◆太陽ジュニア硬式テニス・
７５°６２２°2638︶ｏ
上靴持参︒久保さん︵ＳＯ
︵保護者の送迎要︶︒無料︒
館︒小学４〜６年生対象
午後２時〜４時︑黄桑体育

五十点を展示︒身近にある

◆多文化国際ネ″トパーク

千円︵材料費含む︶︒20人

︵妊婦六白

トンスクール 10月16日出︑

矢島さん︵容32・7262︶︒

後２時︑南宇治コミセン︒

しいし、自分を見つめ直す機会に

し増やそうと募集に取り組んでい

ろな行事の企画や計画を決めたり、

ます。対象は本人が18歳以上、ボ

余暇よかぐるうぷ

後６時〜︑文化センター小

ホール︒ヘンデル﹁ハープ

協奏曲﹂ほか︒８百円︒今

井さん︵023・1782︶︒

◆宇治久世歯科医師会50周

年記念公開講演会﹁楽しい

長寿21世紀の健康を考え

る﹂ 10月30日出︑午後１

時〜４時半︵正午開場︶︑

文化センター大ホール︒講

師＝朝日新聞論説委員・大

熊由紀子さん︑京都大学大

学院教授・家森幸男さんほ

か︒無料︒先着千２百人︒

宇治久世歯科医師会事務局

◆混声合唱団おぐらの﹁は

︵ｆｌ‑g23・3802︶︒

じめてのコンサート﹂ 10

月31日向︑午後２時〜︑文

化センター小ホール︒合唱

組曲﹁金もくせい﹂ほか︒

無料︒斉藤さん︵a22・6
169︶︒

10月31日間︑午前８時に

◆宇治けんこう登山愛好会
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の高橋さん。「自分の余暇をどう

