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12月9日は障害者の日

えるなかで大切なのは︑障
害をもたない人も︑自分自
身の問題として考え︑理解

障害を理解する

することです︒

ために
私たちの社会は︑いろい
ろな面で平等であるべきで

とを︑あなたは自分に関係
ばなりません︒

いながら生きていかなけれ

で︑心臓ベースメーカーの

亡することもあるというの

い心不全を起こし時には死

めこのまま放っておけば重

六十歳の時︑不整脈のた

って分かったことですが︑

ています︒自分が障害をも

カーＱ＆Ａ﹂などで勉強し

医師団による﹁ペースメー

さんありますが友の会顧問

不安なことや疑問もたく

生以上で健康な人▽参加費・：

のとおり▽参加資格・：中学

︵消印有効︶▽表彰・：３位

込期限・：12年１月14日崩

ポーツ課にあります︒▽申

０００円▽申し込み＝所定

行います︒▽その他⁝当日

産品などが当たる抽選会を

でメダル︒表彰式の後︑特

まで賞状・メダル︑10位ま

中学生＝1000円︑高校

の申込書に参加費を添えて︑

生＝ｎ乙０００円Ｎ 一般＝ＣＯ

剛宇治市体育協会第17回宇

けるボランティアを募集し

大会運営を手伝っていただ

ています︒詳しくは同事務

治川マラソン大会事務局

局までお問い合わせを︒

︵五ケ庄三番割黄葵体育館

申込書は同事務局と生涯ス

内︑昔32・1905︶ へ︒

歴史資料館企画展
描かれた京の社寺

平成六年十二月︑﹁古都京都の文化財﹂として

宇治上神社・平等院を含む十七の社寺などがユネ

スコの世界遺産に登録されました︒本展では︑登

録五周年を記念して江戸時代に描かれた社寺の姿

を紹介します︒文化財への親しみを深めるだめ︑

ぜひご来館ください︒

12月26日㈱まで ︹囚禁制㈱︺

圃歴史資料館︵a20・1311︶

ト宇治川両岸一覧

宇治上神社・平等院世界遺産登録5周年記念

︵雨天決行︶▽種目・：下表

▽とき⁝12年２月27日間

してください︒

に開催します︒奮って参加

大会を来年二月二十七日間

第十七回宇治川マラソン

参加者募集

午前９時〜午後５時︵月曜・祝日休館︶

留

支え合う社会︑理解ある心を
十二月九日が﹁障害者の日﹂であることを
ご存じですか︒この﹁障害者の日﹂は︑昭和

つ人たちの問題について︑国民の理解と認識

五十六年の国際障害者年を記念し︑障害をも

をさらに深め︑福祉の一層の増進を図ること
を目的として設けられたものです︒
す︒すべての人がともに社

のないことのように考えて

圃障害者母子福祉課︵登内線2305︶

厚生省の調べでは︑平成

会参加し︑お互いに支え合

八年現在で︑約五百七十六

しかし︑障害をもつ人に

い場合があります︒こんな

手助けをすることができな

か分からなくて︑積極的に

対してどう接すればいいの

いつ︑どこで障害をもっか

障害をもっていなくても︑

起こりうることです︒今︑

病気や事故はだれにでも

はいませんか︒

もっていると推計されてい

障害をもっている人のな

ます︒

かで︑視覚・聴覚・手足な

ことをしたら相手を傷つけ

ど︑体に障害をもつ人が最

社会づくり︑それは障害を

も多く︑病気や交通事故な

植込手術を受け︑命を永ら

は不安が解消されますし大

障害を理解し合うというの

とから始まるのです︒

えました︒それで身体障害

きな力になります︒今は︑

睦を深めたりしています︒

ペースメーカー植込手術

患者や家族で関心のある人

って︑情報を交換したり親
一年︑悩んだこともありま

は日本心臓ペースメーカー

同じ障害をもつ仲間が集ま

した︒今では︑日常気をつ

友の会︵043−0198︶

までの決断に一年︑手術後

けることとかを主治医に相

宇治川マラソン大会

◆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◆

談しながら旅行なども楽し

局部の違和感に馴染むまで

者手帳の交付を受けました︒

みんなが一緒に暮らせる

ふれあいが大切です︒

お互いを理解していくため

市民ギャラリー作品展示会
とき…12月６日(月)〜17日吻
ところ…市役所１階ギャラリーコーナー
内容…市内の障害者施設・団体の作品を展示します。
てしまうのではないかなど

昌宇治共同作業所（a32‑2024、FAX32‑2180）

とってから体が衰えて障害

あります。どなたでも参加できます。気軽にお越しください。

分かりません︒また︑年を

ほかにも手作り製品販売・福祉機器展示・喫茶コーナーなど

もたない人が障害をもつ人

内容…○意見・体験発表○お楽しみステージ（マリオ
ネット＆ピエロパフォーマンス＝クラウンぽこ）
○障害者施設・団体ステージ発表○ミニコンサー
ト＝たんぽぽ村音楽隊
にも︑障害をもつ人ともた

ところ…文化センター小ホール
と考え臆郎になってしまう

がでてくることもあります︒

のです︒それは︑障害をも

どが原因となっています︒

‑t‑tの会
日本心
神谷昭三さん(広野町)

に対して︑理解を深めるこ

とき…12月12日（日）午前n時〜午後３時半

へ︒
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吏
享

12月25日出午後6時開演

つ人のことをよく知らない

:

−
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菅原洋一｢愛の詩〜思い出のページ｣

万人の人が何らかの障害を

●・昨年の障害者の日の集い

ない人との普段からの交流︑

理解し合うことは大きな力になります

からではないでしょうか︒

ゝ
ー
し斗

﹁障害をもつ﹂というこ

"･1琴？￢￢T7

'99障害者の日の集い

めるようになりました︒

1139

手話通訳あり
さわやか宇治

昌
察

テレビ広報

人権が尊重される平和な社会に

トなど情報通信技術の発達

ちましたし︑インターネッ

世紀でもありました︒また︑

と生活が著しく破壊された

権利が奪われ︑人々の生命

維など︑すべては地球に生

や金属︑プラスチヴク︑繊

れているのでしょう︒木材

いる物とは一体何から作ら

け地球の資源を奪い取り︑

するということは︑それだ

にとお金や物を蓄え︑消費

つまり︑私たちがより豊か

水と空気と食べ物なのです︒

でなくてはならないものは︑

す︒私たちが生きていく上

﹁市長査閲﹂を実施︒快晴

前宇治川河川敷で恒例の

12月4日〜10日は﹁人権週間﹂

で人々は家庭にいながら瞬
科学万能︑経済優先の開発

送機関が発達し︑世界のど

行機や自動車などの交通輸

うになりました︒また︑飛

らも情報の発信ができるよ

の絶滅を招き︑人類生存の

の枯渇︑さまざまな生物種

境の破壊とエネルギー資源

至上主義が︑深刻な地球環

原材料に作られています︒

鉄鉱石などの地球の資源を

きる動植物や石油や石炭︑

渇をもたらしているのです︒

地球環境の悪化と資源の枯

くてもよいものを増やし続

ものを犠牲にしながら︑な

気高揚のため︑各種の訓練

賓を迎えて︑消防団員の士

地方振興局長など多くの来

境の世紀と言われています︒十二月四

迎える二十一世紀は︑人権と平和︑環
日からはじまる人権週間を機に︑私た

危機的状況をもたらした世

本当に求めているのは豊か

さではなく︑自由と平和︑

12月9日(木

を行いました︒訓練では︑

回悶刊行

且且言言

斜付琵始い

い﹂を新たにしました︒

一︷

り
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に

うようになりました︒家庭

人々の人権が尊重される︑

き二十一世紀を︑すべての

紀の経験を踏まえ︑来るべ

なく︑みんなの幸せと喜び

りよい生活をするためでは

事をするのは出世し︑人よ

知りたいからなのです︒仕

い成績を取るためではなく︑

勉強するのは人よりもよ

もっと謙虚に生きるべきで

大さを知り︑おごりを捨て︑

きです︒人間は大自然の偉

先の開発と競争をやめるべ

ば︑もうこれ以上の経済優

それができないのであれ

はならないのです︒

る差別や偏見など︑あって

社会的身分や出身などによ

ことなのです︒人種や性別︑

なく︑ともに楽しく生きる

なことは競争することでは

は︑人権週間の行事の一環

法務局宇治支局および市で

擁護委員協議会と京都地方

は人権週間です︒城南人権

十二月四日から十日まで

じています︒

員の自宅でも随時相談に応

﹂

には電化製品やガス器具が

平和な社会にしなければな

を実現するためなのです︒

人権特設相談所を開設

あふれ︑人々はスイッチ一

りません︒そして︑地球環

なぜ学歴や出世︑お金が大

喜びと幸せなのです︒大切

)に

ちの人権と平和︑環境を守ることの大
こへでも容易に短時間で移

けてきたのです︒私たちが

切さを考えてみましょう︒

つで便利で快適な生活がで

境の破壊と資源の枯渇を招

切と考えていたのですか︒

本当に大切なものは何

きるようになりました︒

く大量消費と大量廃棄の社

また︑左表の人権擁護委

︿

毎月第１木曜日ですが︑12

﹄︒

月にっいては︑人権週間に

なお︑定例の人権相談は

として特設の人権相談所を

食べ物や水は一体どうする

すれば︑私たちの命を育む

破壊を続け︑大地が砂漠化

このまま経済優先の森林

もちろんのこと︑地球や動

値観を転換し︑人間同士は

﹁必要なだけ﹂と意識や価

も﹂︑﹁もっと﹂ではなく

だけ﹂ではなく﹁いつまで

ではなく﹁みんなで﹂︑﹁今

﹁人とともに﹂︑﹁自分だけ﹂

﹁人よりも﹂ ではなく

さと﹁地球﹂を築きましょ

に満ちた平和で美しいふる

争や差別のない︑愛と調和

みんなで力を合わせ︑戦

ることで周りが変わります︒

たが意識を転換し︑行動す

きません︒まず私か︑あな

では︑何も変えることがで

やがらせを

○差別やい

相談内容・：

ミュニティセンター︑広野

ろ・：宇治公民館︑東宇治コ

前10時〜午後３時 ▽とこ

▽とき⁝12月９日困︑午

へ︒

民相談係︵四内線2080︶

あわせて９日の第２木曜日

開設します︒相談は無料︑

のでし１つ︒人間の力で砂

植物︑すべての存在との永

を傷つけら

名誉や信用

秘密は固く守られます︒

漠を森にたやすく戻すこと

続的な共存を図っていくこ

れた ○児

私たちはこうした二十世

紀でもありました︒

しかし︑二十世紀は一方

会を見直し︑人類と地球︑

圃同和対策室 ︵雲内線2221︶

で二度にわたる世界大戦や

虐待されているなど︒

冷戦構造の崩壊後も世界の

豊かさとご戦争︑環境破壊の二十世紀

宇宙ロケットを打ち上げ︑

た世紀はありませんでした︒

人類が初めて月面に降り立

人類の歴史の中で二十世
紀ほど科学技術が発達し︑

ができるのですか︒私たち

とが︑この地球に生きる人

愛と調和に満ちた地球を

人々が豊かな生活を享受し

ためでした︒私たちは︑個

の現代生活を支えている石

間の使命ではないでし１つ

童・生徒が

物中心の競争主義社会の中

受けた ○

いじめられ

▽問い合わせ・：広報課市

家と︑あらゆるレベルで競

人︑家庭︑会社︑地域︑国

油や天然ガスなどの化石燃

か︒

たり︑仲間

に変更します︒

私たちは︑これまで豊か

争をしてきたのです︒

料が後数十年で枯渇すると

この世界の現実は︑地球

私たちにとって本当に必要

さを手に入れることが幸せ

お金は腐らず︑いくらで

言われていますが︑地球の

に住むすべての人々の意識

ている ○

外れにされ

すべての生きとし生けるも

にっながると信じ︑個人・

も貯められ︑何とでも交換

自然が何億年もかけて作り

の総和でできあかっていま

こ

31‑8532
21‑3458

五ヶ庄大林43‑1

41‑6867

笑子 大久保町北ノ山90‑17

長谷川

各地で頻発する地域紛争に

でさまざまな戦いをしてき

できるからとても便利です︒

上げたものをわずか百年余

す︒政治家や他人のせいに

も・老人が

女性・子ど

23‑3388
31‑8883

なものは何なのでし１つか︒

ました︒学歴社会と受験戦

でも︑そのことが私たちに

りで使いきれば︑後はどう

したり︑まただれかが直し

南陵町１丁目1‑116
木幡平尾17‑63

琢郎
定治

のとの永続的な共存を図ら

争︑企業への就職戦争︑肩

本当に必要なものは何かを

するのでしょう︒絶滅させ

てくれるだろうということ

金川
柴田

よって︑すべての人間が持

書き社会と出世競争︑企業

た生物種を人間は生き返ら

31‑8489
28‑2304

なければなりません︒

間の勝ち残り競争︑国家間

る無限の欲を抱かせるよう

忘れさせ︑お金や物に対す

せることができるのですか︒

31‑8792

木幡熊小路4‑8
宇治妙楽108

つ生存と自由︑幸福追求の

の資源や外貨の獲得競争な

になったのです︒私たちが

木幡檜尾32−1

公民館 ▽

ど︑すべては人よりも多く

お金で手に入れようとして

増−

話

電

所

住

お金と物と競争

のお金や物︑財産を手に入

ざまな物資が世界を飛び交

動できるようになり︑さま

の中︑市議会議長︑府宇治

時に世界の情報を知り︑自

私たちはなくてはならない

十月三十一日㈲︑横島町吹

団長以下三百七十三人︶は︑

11年度

れ︑蓄え︑そして消費する

久子

井戸田 侃
入江 宗輔

飯塚

21‑4380
32‑3527

東

了孝
桂子

藤原
前川

二十世紀も後一年とわずか︒新しく

市長査閲

宇治善法11−5
木幡檜尾38−24

名
一雄

氏
青山

菟道丸山1‑69

宇治市消防団

(50音順・敬称略)

人権擁護委員
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＜表計算中級エクセル＞[〉とき

匝]は問い合わせ・圃は申し込み
圃の書いていないものは直接会場
へお越しください。
■親と子のちよっとおしゃれな

お知らせ
■保護者ふれあい学習会
不登校児童・生徒を持つ保護者

年賀状木版120円、ゴム版70円

基礎年金の上乗せ給付を受けられ

(年賀状を持参)。

る公的年金制度。この基金加入に
ついての相談会です。ただし、第

･‥1月９日〜２月13日の日曜、午

(日)、午前10時〜午後２時E＞内容…

１号被保険者であっても保険料を

前９時半〜正午。

ウインナーづくり[〉対象…小･中学生

免除されていたり、農業者年金の

１万1000円。

[＞定員…先着30人t＞費用…200円。

対象になっている人は加入できま

＜みんなであそぼう＞D〉とき…

せん(年金手帳・預金通帳・銀行

…１月９日〜２月13日の日曜、午

12月11日出、午前９時〜正午E〉内

印を持参するとその場で加入でき

後１時〜３時半。

容…キャンドルづくりt＞対象…小

ます)。[＞とき…12月13日(月)、午

１万1000円。

中学生と保護者e〉費用…無料。

前lO時〜午後４時E〉ところ…市役

用…１人500円I＞定員…先着100人

ターc〉内容…講演｢心の添い寝｣・
懇談E〉講師…京都市総合教育セン

き…12月21日(火)、午後６時〜８時

金(a075‑212‑8415)。

日〜１月18日の月・火・木・金曜、

t＞対象…幼児・小・中学生[＞内容…

■エイズ相談・検査

午前９時半〜午後３時半。14回E〉

(032‑8290)へ。

手品、腹話術などC＞費用…無料。

[〉とき…12月２日田、９日田、

＜おはなし会＞t＞とき…12月８

16日田、午前９時〜午後４時E〉と

無料招待

日伽、午前10時〜10時半(幼児と

ころ…宇治保健所E〉費用…無料

さん[〉参加費…無料

１月15日出の対鳳庵の開席初日、

その保護者)と午後３時半〜４時

(予約不要、匿名も可)。ロ宇治保

濃茶と薄茶の二服に200人を招待

[〉内容…エプロンシアターなどt＞

健所(2S21‑2191)。

■市政を見る会

します(多数の場合は抽選)。回

費用…無料。

往復はがき(一枚につき１人)に

半〜午後４時E〉内容…宇治市議会

住所・氏名・電話番号と希望時間

一般質問傍聴(予定)と施設見学会

①午前９時半②10時15分③11

11時45分⑤12時半⑥午後１時15分

の人(子ども同伴は不可)t＞参加

⑦２時⑧２時45分⑨3時半のいず

費…無料(昼食付き)【＞定員…先

れかを書き12月10日出(消印有効)

1000円

福祉
■在宅寝たきり老人等
介護者リフレッシュ事業

・歳末たすけあい運動

10年12月生まれのお子さん。3日
集団までに広報lS(a内線2070)へ

看護等⁝病人や心身障害者

に障害かおる⑤病人などの

保育所入所の申し込み

十二年度の保育所入所の

12年度
ｆ

12月6日(月)から募集開始

申し込みを十二月六日囲か

害の復旧・：家庭で震災・火

の世話を常時している⑥災

▽応募対象⁝12年４月１

災・風水害などの災害の復

ら受け付けます︒

日現在︑６歳未満の乳幼児

▽申し込み用紙などの配

旧に当たっている⑦その他・・・

付・：申し込み用紙・入所の

①〜⑥のいずれかに類する

育できない場合に限ります︒

しおりは各保育所︑子育て

で︑宇治市内に住み︑その

①家庭外労働⁝日常︑家庭

児童の保護者が次のいずれ

の外で働いている②家庭内

支援課でお渡ししています︒

かに該当するため家庭で保

労働⁝日常︑家庭内で家事

〜12月24日㈲に子育て支援

▽申し込み⁝12月６日側

親の出産⁝妊娠中であるか︑

小小双久

幡幡治島倉倉四保法

木

(4月入所分)
−−−
．Ｊ．ａ．．−

し込みには保護者の﹁在職

申込書の取次だけ︶へ︒申

付け・：午前10時〜午後４時︑

▽問い合わせ・：子育て支

所のしおりをご覧ください︒

注意ください︒詳しくは入

によって異なりますのでご

が入所できる月齢は保育所

援課︵昔内線2322︶︒

３月に卒業見込みで︑両市

▽留学期間⁝12年５月１

の友好推進に理解がある人

日〜８月中旬の約４か月

▽募集人数・：２人 ▽費用

費を免除︒渡航費用︑宿泊

・：５月からの１学期間の学

本代︑医療保険などの経費

費用︵ホームステイが基本︶︑

は個人負担 ▽応募方法・：

12月15日困までに①アンケ
ート調査票②志望理由︵４

００字詰原稿用紙３枚程度︶

③顔写真④入学願書⑤成績

証明書⑥ホームステイ調書

を秘書課へ︒希望者のうち

２人を市が推薦し︑大学が

類交付・問い合わせ⁝秘書

︵留学期間の延長も可能︶

生募集
カムループスで学ぼう
審査して決定します ▽書

課︵容内線2058︶︒

証明書﹂など家庭で保育が

友好都市

できない旨の証明書などが

▽注意事項・：Ｏ歳の乳児

カリブ大学市民留学

必要です︒早めにご用意を︒

宇治市とカムループス市

との友好都市盟約を記念し

て設けられた奨学金制度に

よるカリブ大学への市民留

学生を募集します︒

▽応募資格⁝市内在住で

高校を卒業しているか12年

返済していること ▼申し

込み⁝地区の民生児童委員

最長20回月賦 ▼貸付対象・：

に相談の上︑12月15日伽ま

でに申込書に住民票謄本か

12月１日現在︑市に住民登
録か外国人登録をして６か

くらしの資金年末貸し付け

社会福祉協議会では︑失

業や病気・事故などで生活

にお困りの世帯に生活資金

家族全員が記載された外国

)

月以上在住し︑収入が生活

いずれも午後2時から(13日は午後7畔

を貸し付けます︒

木幡公民館
12/15伽 鵬ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
12/18(±)孵治ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
12/19(日)牛萍学習センター

人登録済証明書を添えて社

12/13C月）

保護︵生活扶助︶基準の１・

東宇治地域福祉センター

12/ 9 困 西小倉地域福祉ｾﾝﾀｰ

８倍以内で︑冬期ボーナス

50︶ へ︒

開地域福祉センター

会福祉協議会︵萱22・56

6 (月)

12/ 8 團

が10万円を超えない世帯

︵生活保護世帯は対象にな

市では︑十一月十五日

側に︑現在策定中の介護

保険事業計画及び高齢者

を行いました︒この中間

保健福祉計画の中間報告

を行います︒申し込みは

報告にかかる地域説明会

不要︒

地域説明会の日程
12/

▼貸付金額・・・年間10万円

回高齢福祉医療課
(s内線2345)

以内︵夏期・年末合計︶▼

地域説明会の開催

貸付条件⁝無利子︑無担保︒

返済は４か月据え置き後︑

介護保険事業計画などの

以外の仕事をしている③母

＜版画教室＞t〉とき…12月12日
(日)、午前９時半〜午後３時レ対象

課か12月６日間〜12月10日

圃版画教室、料理教室は同セン
ター(344‑7447)。

習センター(ZS22‑0220)。

出産後間がない④保護者の

■大久保青少年センター

凹生涯学

㈲に左表の各保育所︵受け

(322‑5650)。

〜４時[〉ところ…文化センター大

疾病等⁝病気や負傷︑心身

お願いします。目社会福祉協議会

c＞とき…12月18日出、午後１時

り星しひ戸ぎ野み浦田胞ま

公立保育所

北木宇棋北西四大善

の集い

心さ室ら ず 勢 く

登明なあ三ひ広い南伊同く

日金まで展開。皆さんのご協力を

Ｊ
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民間保育所︵園︶

いお正月｣をスローガンに12月31

■シルバーコ−ラス(60歳以上)

ホールc＞入場料…無料

高齢福祉医療課(S内線2347)。

｢地域でささえあう、あづたか

回同館(322‑4687)。

前９時半〜正午。６回[〉受講料…

圃i2月15日出までに

名
匹

300円、午後の部＝先着30人・400
円

抽選で55人

募

…１月９日〜２月13日の日曜、午

参加している人は除〈)c〉定員…

構内)で前売り券発売中。

員・材料費…午前の部＝先着40人・

＜表計算初級エクセル＞E＞とき

で介護している人(ただし、前回

内所(宇治橋西詰・近鉄大久保駅

３時判〉ところ…小倉公民館E＞定

自分のカラーを持って
笑いを忘れない子に育ってね。

(S46‑0688)。

たきりや痴ほうのお年寄りを家族

光センター(S23‑3334)、観光案

午後の部(上級者向き)＝１時半〜

‑

徳持 愛子ちゃん
H10.n.l2R ／木幡金草原

[112月３日出から同センター

南座で前進座公演観賞[＞対象…寝

煎茶・煎茶・玉露・点心)mm

○

ii=̲^こ⊇^‑

・城南地域職業訓練センター

R宇治駅前集合[〉内容…

茶・濃茶・薄茶・点心(11Hは香

部(初級者向き)＝10時〜正午

(心ﾝ゛／

15分、J

鳳庵＞H用…3500円[＞内容…香煎

[＞とき…12月17日甑○午前の

）

C＞とき…１月22日出、午前９時

午前10時〜午後４時[＞ところ…対
■しめ縄づくり教室

固12月14日吹)までに生涯

スポーツ課(a内線2622)。

E〉とき…１月７日出〜12日肢

099)へ。入園料が必要。

回宇治募集事務所(容44‑7139)

円(小学６年生以下)、中学生以上

■初春のお茶会(初釜)

凹同園(S45‑0

■第3次自衛官の募集

−■

１日出〜25日出

22回[＞受講料…１万500円。

者I＞定員…先着50人t＞費用…500

４時です。

＜クリスマス展＞[＞とき…12月

半、水曜午前９時半〜午後４時半。

口宇治保健所(S21‑2191）

づくり[〉対象…子どもとその保護

〜12月20日の毎日午前10時〜午後

■植物公園

〜３月８日の月曜午後１時〜４時

「骨髄バンク推進月間」

〜午後３時C＞ところ…炭山キャン

なお、来年の開席期間は１月15日

催し

９回E〉受講料

…１万4500円。
＜簿記初級＞t〉とき…１月12日

[〉とき…12月19日(日)、午前９時

までに商工観光課(s内線2224)。

1112月10日出までに選挙

管理委員会(s内線2580)へ。

午後６時半〜９時。

プ場E〉内容…キャンドル、リース

浄化センター)t＞対象･‥市内在住

着50人

＜ワープロ入門一太郎＞t〉とき…

12月は

■クリスマスキャンドル教室

時④

受講料…１万4200円。

１月７日〜２月４日の火・金曜、

(S22‑5162)。

(源氏物語ミュージアム一束宇治

くワープロ初級ワード(女性・
中高年コース)＞t〉とき…１月６

口国民年金基

ター教育相談指導員・前川加代子
昌青少年課

６回[＞受講料…

口同if
・市営茶室｢対鳳庵｣茶室開き

[＞とき…12月14日(火)、午前９時

1141

所１階101会議室

６回[＞受講料…

〈ワープロ初級ワード＞じ〉とき

[＞とき…12月25日(土)、午前10時

＜クリスマスお楽しみ会＞E＞と

〜11時半[〉ところ…生涯学習セン

＜ワープロ中級ワード＞[〉とき

＜料理教室＞i〉とき…12月19日

館[＞対象…幼児・小学生と親c＞費

D＞とき…12月４日出、午前９時半

６回E〉受講料…

１万1000円。

クリスマスパーティー
半〜午後２時c＞ところ…木幡公民

や教員、市民を対象にした学習会。

後１時〜3時半。

自営業などの第１号被保険者が

木版270円、スチレン版170円、
（個別番号のため住所不要）

…１月９日〜２月13日の日曜、午

■国民年金基金相談会の開催

定員…先着30人[〉費用…カレンダー

（代表）

〒611‑8501

１万1000円。

官公署・その他

【〉

昔22‑3141

情報B
OX

…小・中学生(保護者同伴可)
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市役所への電話・郵便は
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保健・衛生・相談

図書館
あんな

相談あんない
■青少年相談

本

圖宇治地方振興局S21−2101．府暴力

こんな

21日(火1午後１時〜4時、

追放運動推進センター(S〇75‑451‑89

宇治公民館。昌保護司会・向井正存さ

30)では電話での相談も可
。

ん。S43−0898。

■法律相談

毎週木曜

時半

21日(火)、午後１時

一一一一一一一一一一一一一一一‑‑一一一一一一一一一‑一一一一一一一一一一一一一一一

(☆は児童書です｡)

｢熊野古道を歩くＪＪＴＢ編一発行

午後１時半〜３

女の一代記。

熊野古道とは、熊野三

社会福祉協議会
、

半〜４時半、宇治地方振興局a21‑210

。昔23−0857へ

。

■宇治こころの電話

毎週月曜〜金曜
、

１日困・15日(水)、午

午前９時〜午後５時

青少年問題の悩
、

前９時〜11時半、午後１時〜４時、来

みなどお気軽に

a24−0800。

。

・家庭児童相談室

庁順に相談。圓宇治地方振興局a2i−

☆「ツーティのちいさなぼうけん」越智典子

速玉大社・那智大社をめ

文／松岡達英絵／偕成社

毎週月曜〜金曜

午

ざす信仰の道です。熊野

ツーティはハナグマの男の子。まだ小さい

に向かった数知れない人

からいつもかあさんといっしよ。でも、あれ？

々によって踏み固められ

アリのあとをおいかけてたらしらないところ

ていった熊野の古道を、

にきてしまった。ぼくひとりぼっち。まいご

写真を多く取り入れて案

になっちゃった。コスタリカの熱帯の森にす

内しています。

む生き物が絵のあちこちにかくれています。

「エイジアン・デザート」中西純著／スリー

☆「課外授業ようこそ先輩7

エーネットワーク出版

授業ようこそ先輩」制作グループ編／K

、

210K

前10時〜午後４時

児童と家庭に関す
。

１日伽＝木幡公民館、

る困りごとなど
。323−8698。

15日伽＝宇治公民館、午後１時半〜４

市、社会福祉協議会では、こ
のほかにも各種相談事業を実施

時。年金・健康保険など。回国民年金

アジアには美容と健康を考えて作られたデ

しています。詳しくは11年度版
｢市民カレンダー｣をご覧くださ
い。

課(a内線23川。
■暴力にかかわる困りごと相談

山と称される本宮大社・

電話予約を

l.電話予約は前日午前９時から。

■社会保険相談所

｢㎜㎜〃㎜皿皿㎜皿‑皿‑‑WIW㎜‑‑‑㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜〃〃‑‑‑‑皿‑‑W‑‑W㎜
L
12/1(7j<)･2俐は３館とも臨時休館します。｜

、

・府民無料法律相談

・府交通事故相談

1999年（平成11年）12月１日発行（４）

６日(月)、

午前９時〜午後４時、来庁順に相談。
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中央出版

ザートがいっぱいあります。甘みを抑え、体

各分野で活躍中の著名

に優しい自然の素材を使ったデザートが紹介

人が母校の小学校を訪ね

されています。

て教壇に立ち、教科書無
しのちょっと変わった授

家の佐高信さんが登場。

そよかぜ号巡

日

地 区
駐車時間
駐車場所
六地蔵 13 : 50〜14 : 20 六地蔵公会堂前
２日團
御蔵山 14:40〜15
: 50 御蔵山小学校
３日面 木 幡 14 : 00〜15 : 30 木幡公民館前
志津川 14:00〜14
: 30 器具庫南側
７日脚
明星町 14 : 50〜15 : 50 汚水処理場横
13 :30〜14 : 30 s.椋公会堂前
９日俐 大久保 15 : 00〜16 : 00
南陵第２児童公園
南陵町
福 角 13 : 50〜14:40 五ヶ庄福角市営住宅
10日吻
三室戸 15: 10〜16:00 府営三室戸団地内
開
13: 50〜14:40日産開アパート西側
14日脚
広 野 15 : 00〜16 : 00 大久保小学校
西大久保 13 : 30〜14 : 20
西大久保小学校
16日俐
平 盛 14 : 40〜15 : 50 平盛小学校
島 13:30〜14:30醗合121川材ﾚｰｼﾞ
22日(水) 棋
吹 前 14:50 15
: 50 横島小学校
24日吻 北棋島 14:00〜15
: 30 北槙島小学校

回日程

半白、白川、金井戸、志津川

大久保・白川・志津川
12/16

新開(J P.&.東)、平野りＲ以東)、折坂
12/14、1/7 (J R 以刺、福角(j
R 以刺、一番割、二
番割
12/15、1/8

南山（Ａ）、広岡谷、芝ノ東（J
R以東）、五
ヶ庄西浦（J R以刺、三番割

12/16

南山(Ｂ)、南山畑、中村(J R以東)、南端
(J R以東)
六地蔵(J R以東・以北の全㈲、花揃、赤
塚、陣ノ内（J R以東）、正中（JR以東）、
御園、東中（JR以刺、北畠、檜尾、平尾、
須留、金草原、御蔵山、畑山田、北山畑、大
瀬戸(J R以刺、炭山
六地蔵(J R以西・以南の全域)、陣ノ内
(J R以西)、正中(J R以西)、木幡河原、
北島、東中(J R以西)、西中、大瀬戸(J
Ｒ以西)、内畑、熊小路、中村(J R以西)、
木幡西浦、南端(J R以西)、檀ノ東

12/17

12/20

12/21

おはなし会
■中

謳諾諾

12/13、1/6 車田、丸山、平町（京滋バイパス以南）

12/3･25

じめ正一さん、経済評論

の奥座敷を舞台に激動の時代を生き抜いた

福角(JR以西）、日皆田、岡本、上村、大
八木島、一里塚、戸ノ内、平町（京滋バイパ 12/9･30 乙方、山本、東内、又振、山田、紅斎
ス以北）、荒棋、田中、大垣内
12/10、1/5 蔭山

谷下り、出口、森本、中筋、大谷、東中、西
12/10、1/5 中、藪里、段ノ上、東隼上り、西隼上り、門
前、菟道河原、只川、妙見、池山、岡谷

12/17

増田明美さん、詩人のね

る、春廼家お花は熱海きっでの名芸妓。東京

12月のし尿収

12/8･29

巻ではスポーツ解説者の

きっぷよし、器量よし、芸達者で頭も切れ

集日程
Ｅ
宇治・神明・広野・開・

野添、谷前、梅林、五ヶ庄西浦(J R以西)、
新開(J R以西)、平野( J R以西)、折坂
(■iR以西)、笠取、池尾

業を行う様子を紹介。7

央

８日困

■東宇治

３日圖

いずれも午後３時半〜4時
（対象）3才以上でひとりで話が聞ける子供
（内 容）手あそび、読み聞かせ、紙芝居など
（参加員）無料

おはなした
｜中

央

18日出

午後３時半〜４時
まてばこ
割印

12/9･30

／平凡社

㈲納

12/8･29

災害発生場所を検索できる﹃地図検索装

12/7･28
道・笠取

置﹄もあります︒昨年四月からは措﹃電

寺界道、古川、西田、北ノ庄、大林、芝ノ東
(J R以西)

話などによる１１９番通報ができるよう

になりましたが︑偕審語などによる通

報は宇治市内だけでなく城陽市︑久御山

町京田辺市などからも入ってくるため

また︑通信指令室では緊急通報の受信

その転送も行っています︒

だけでなく︑急に体の具合が悪くなり︑

のための病院紹介︵公21︲3611︶な

どこの病院に行けばよいか知りたいとき

ども行っています︒

六地蔵・木幡・五ヶ庄・莵

り その⑨

公共施設めぐ

中消防署

容ワ0940

宇治琵琶一上二

中消防署は昭和二十九年︑宇治市円で

最初に設置された消防署で︑開設当初は

消防長以下７ 四人の体制でした︒現在の

消防庁舎は昭和四十四年に新築︑昭和五

この中消防署には︑二十五メートル級

十七年に増築され今に至っています︒

ハシゴ車をはじめ︑救急救命士が搭乗す

る高規格救急車や水槽付消防車︑普通消

防車︑型﹁車などを配置し︑管内の警備

そのほか︑通信指令室があり︑宇治市

にあたっています︒

内のすべての・︲１９番通報の受信や市内

各消防署への出動mp‑'無線連絡などを

行っています︒通信指令室には住所から

▲通信指令室（中消防署）

「熱い海一春廼家お花一代」工藤美代子著

子供から大人まで
主にストーリーテリング
（参加費）無料

クリスマ
Ｉ中央
・東宇治
・西宇治

ス会

(素話)

22日伽

午後３時〜４時
午後２時半〜３時半
午後３時半〜４時

士小倉・伊勢田・槇島・羽
12/7･28

南浦（28〜33､80〜98､100〜110）、大京団地、

蓮池
拍子・安田
12/8･29

山際

12/9･30

寺内、久保、老ノ木（府道以北）、天王（府
道以北）、西浦､西畑、中畑､西山俯道以東）

12/10、1/5 老ノ木（府道以南）、天王（府道以南）、東山
12/13、1/6 南堀池(本通り以北・以南､大和32〜36)､堀池

南堀池（田中、大和、大和一部西２号通り以
戸ノ内、矢落（JH以北）、若森(J R以北）、
12/14、1/7 北八南遊田、遊田、砂田、毛語一部、中ノ
大久保町（近鉄以西）
荒、井尻、中ノ田、浮面、名木、安田町
蛇塚、石塚(心華寺通り以西)、東裏(J R
以西と府道以南)、寺山(J R以西)、西裏、 12/15、1/8 中山（近鉄以西）、毛語、南山、ウトロ
茶屋裏、丸山、一里山俯道以南)、桐生谷
神楽田（山中含む）、西山（府道以西）、中央
12/16
(JR以西八大久保町(近鉄以東｢久保(J
台､北山Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ団地､毛語俯道以北）
Ｒ以東)除＜｣)
12/17
中山（近鉄以東）、大谷、羽拍子町
弐番（府道以北）、池森、樋ノ尻、里尻（J
春日森、一ノ坪、島前、大町、石橋（大川原
Ｒ以北）小桜、石塚（心華寺通り以刺、宮
12/21
線以西）、中川原（大川原線以西）、大川原、
北一部、寺山(J R以東）、宮谷、尖山一部
東目川、西目川、若林、落合
(4番地）、中島、久保（JR以東）
12/1･22 南落合（○の通り〜13の通り）
東裏（JR以東の府道以北）、一里山（府道
以北）、桐生谷(J H以東）、開町

12/2･24

薗場(大川原線以北)、大幡、北内、門口、幡
貫､郡､石橋(大川原線以刺､吹前(市営住宅)

12/1･22

宮東、宮西、宮北

12/2･24

小根尾、大開、尖山一部（2番地・６番地）

12/3･25

12/3･25
野神、大谷、琵琶、弐番(府道以南)、矢落
(J Pi以南)、若森(J n以南)、米阪、天神、
12/6･27
下居一部(権現町)

12/6･27

下居、善法、壱番、妙楽、里尻（JR以南）、 ※収集漏れは収集口側から確認し、翌日（土・日・祝日を
除く）に同組合へ。
蓮華、塔川、宇文字

中川原（大川原線以東）、十一（大川原線以
東・国道以刺、十六（国道以東）、十八（国
道以東）、吹前（市営住宅除＜）
南浦、西浦一部、神楽田一部（近鉄以西）
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