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自分で書いてお早目に！
所得税・住民税の確定申告は

豊かなまちづくりのための貴重な財源であり︑正しい申告とに

今年も︑所得税・住民税の申告の時期となりました︒税金は

付されることがあります︒

源泉徴収された所得税が一

い人でも次のような場合忖

確定申告の

申告

用紙が変わります

今年から︑コンピュータ

処理に対応したＯＣＲ用紙

になります︒説明書に従っ

て記入してください︒

２月16日︵水︶〜３月15日︵水︶

税は︑健全な市民社会のルールです︒申告期限間近になると︑

ムを買ったり増改築をし・

○ローンなどでマイホ

の医療費を支払ったム﹀

○病気やけがなどで庖

住民税の

≒副司京浜夕司ｙＩ心副司

④年金所得者で生命堡

余夕Ｉ万冷心Ｉ１ 白岫Ｉ白

で宇治市内に事務所︑恵
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や必要経費が分かる書類︑

①平成

原泉徴収票などを持参しＩ

ください︒

証明書︑医療費の領収憲

②生命保険料の所得撲

どを添付してください︒

の扶養親族かおる場合は︑

③扶養配偶者やそのほむ

もれなく記入してください

受ける場合は必ず配偶言

また︑配偶者特別控墜

所得額を記入してください

ださい︒

④必ず︑印鑑をご持苧

けます︒必要事項を記懲

申告書は郵送でも受けＩ

うぇ︑収入金額︑所得詮

の証明書︑領収書など沓

付してください︒

くは︑申告書と同封のコ

お送りする予定です︒膠

申告書は︑二月四日旁

ヒコ吐四Ｄｕヨlitiin I jii'i 1

ーさｙ

出されている人で年末翌

的年金等支払い報告書犯

所得者ぺ勤務先などか
一給与支払い報告書ぎたは︷

②給与所得者または９

務署に提出した人

①所得税の確定申告念

ｊ

申告の必要がない人

資料となりますので︑信

関係や所得証明などの蚤

も︑福祉︑国民健康保啓

いなどで非課税となる人一

なお︑所得がない︑少

得もある場合など︒

受ける場合や年金以外のヴ

料控除や医療費控除など

以外の控除を受ける場合一

③給与所得者で年末翌

所または家屋のある人

念

行｀
ｔ
発

１
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売った場合などで︑平唇⁚１１

害や盗難に遭った Ｏ昨﹂
の中途で退職し︑年末調一
を受けていないなど︒

宇治税務署で受け付けて・

の申告は︑二月一日㈲か

なお︑還付を受けるたヽ

礎控除や配偶者控除︑埜

ます︒郵送でも受け付け
②平成12年１月１日現在
で宇治市内に住所がある人
①平成12年１月１日現在
申告が必要な人

産業会館

所得税の確定車告
がある場合や土地や建物を
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控除などの所得控除の貪

新しく申告相談会場を

めなければならないことに

税者が自分で一年間の所

額を超える場合︒

所得税の確定申告は︑に

とその税額を計算して由ふ

②サラリーマンで︑ ｔ

開設します

し︑納税する制度です︒

−ＨＥand‑

今年から宇治公民館に︷

I'Ｕ 1 '
二兄る ○給与所得や退官

一給与の年収が・乙千万円鷺

得以外の所得合計が20原

告相談会瑞を開設します︒

ｌ入

ｉ

ｍｌ･Ｊｐ７‑

年金受給者や医療費控除︑

生涯学習センター゜

町はキャンパスみんな学校〜新世紀に伝えたい

宇治まなびんぐ2000

の
壽

を超える ○給与を２か

すばらしい生涯学習との出会い

ぽ

住宅借入金等特別控除ない

住民税申告の出張受け付け

学び〜

富

四六

で還付申告をされる人︑大

住民税の申告については、次のとおり市内各所で出張受
け付けを行います。お近くの会場をご利用ください。
なお、車での来場はご遠慮ください。

｡

なお、車での来場はご遠慮ください。
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以上からもらっている陽八

相談会では該当する申告の受け付けもしま
すのでご利用ください。
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確定申告をする義務のな

所得税の確定申告相談会(申告受付)
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㎜麗麗龍Ｕ

22‑3141 (代表)
；20‑8779
｡
ﾚ･

宇治市政ダイヤル
致9∩‑R777

瓜ペｰジ

第1231号I‥=･

‑8501宇治市宇治琵琶33

−− 一
平成12年
(2000ト
・しn‑yトヽノーH一一ドフ

だよ

政
市
治
宇
第1231号＼

‥

る

にチャイルドシートの着用が

り︑平成十二年四月一日から︑

子どもに安全︑親に安心
道路交通法のＩ
同乗する乳幼児︵
乳幼児を抱いたまま運転した
まま乗車したり︑また後部座
るのは大変危険です︒同乗中

自動車に子どもを同乗さ

お母さんの体が子どもを押

していなかった場合には︑

お母さんがシートベルトを

⌒も

に合うもの
ヤイルドシ

トに装着

いたり︑すべ

か．を確かめて

ラペル

のシートベルト装置︑チャ

②座席への取り付け

したらどうなるでしょう︒

いて︑もし衝突事故が発生

していないと︑着用してい

チャイルドシートを着用

ートを持っていても使わな

いう理由で︑チャイルドシ

トに座らせ︑装着したベル

子どもをチャイルドシー

シートベルトをして子ども

メートルで衝突するとき︑

守るのと同様に︑チャイル

シートベルトが大人の命を

致死率が八倍にもなります︒

す︒大切なことは︑保護者

命を守るのは大人の責任で

④着用中の注意

認する︒

差し込まれてい・ることを確

卜のバックルなどが確実に

を抱くお母さんの腕には︑

が﹁子どもを車に乗せると

必ず保護者同乗のもとで

ドシートが子どもの命を守

使用し︑子どもを乗車させ

子どもの体重の約三十倍の

用する﹂といっも考え︑実

きはチャイルドシートを着
しかし︑﹁めんどうくさ
い﹂﹁子どもが嫌がる﹂と

なお︑子どもがチャイル
ドシートを嫌がらないよう

や使用方法を誤ると逆に事

チャイルドシートの選択

①チャイルドシートの選択

ご注意ください︒

能性があります︒次の点に

せるようにしましょう︒ゝ

習慣づけ︑必要性を理解さ

正しい選択と使用方法

たまま車から離れない︒

るのです︒

〇♂グラムの子どもの場合︑
加わる力は三〇〇♂グラム
にもなるのです︒小さく軽
い子どもの体は簡単に宙に

ったり︑フロントガラスを

故時の被害を大きくする可

に︑小さいときから着用を

れたりします︒抱っこする

舞い︑車内で激しく頭を打

行することです︒

力が一気にかかります︒一

万一の事故から子どもの

いケースも多いようです︒

③着用の際の確認

向きに取り付ける︒

一番後ろまで下げ︑必ず前

で使用するときは︑座席を

付ける︒やむをえず助手席

下シートは後部座席に取り

レのある車の場合︑テャイル

●助手席にエアバック装置

する︒︒

シートベルトで正しく固定

に合うように調整し︑車の

ト取付位置を子どもの体格

●チャイルドシートのベル

おることを確認する︒

たものや安全基準の表示か

とＪＩＳ認定マークのつい

●運輸省の

選ぶ︒

ったりしな

して︑ぐら

●実際に車のシー

Ｉ卜の種類参照︶

こ表体‥−
型………一一……い，つ

義務づけられます
り︑助手席に乳幼
席にそのまま座ら
の子どもの安全を守るのは大人の責任です︒子どもを守る
ために︑チャイルドシートを必ず着用しましょう︒
59︶﹂

せるとき︑あなたはどうし

しっぶしてしまうこともあ

ｌ下………の
の＼………：＝な………ら・：

イルドシートです︒

圃宇治市交通安全対策協議会︵交通対策課内昔内線22

トで子どもを守

ますか︒子どもを大人のひ

りえます︒

チャイルドシー
ざの上に座らせる︑大人用

定確り

選子

るときに比べて︑事故時の

着用しないと致死率は８倍に

につくられたのが子ども用

こうした事態を防ぐため

のシートベルトを着用させ
るなど︑よく見かける光景・
ですが︑どちらも危険がひ
そんでいます︒例えば︑助
手席に座ったお母さんが走

認をた

を●

車が時速四〇から五〇♂

行中に子どもを抱っこして

チ．ｌ格
＝式………か……ｌヽ

ぶど

突き破って車外に投げ出さ

チャイルドシートの種類
●子ども用
●幼児用
●乳児用

す

2000年（平成12年）2月1日発行（／2）

り

チャイルドシート
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シートのタイプ
対象年齢の目安
体格の目｀安
乳児用チャイルドシート（ベビーシート）
9か月くらいまでの乳児 体重9ｋｇ以下、身長は70ｃｍ未満

讐な回診未満ヽ゛゛65
幼児用チャイルドシート 4か月〜4歳くらいまでの幼児

体重14ｋｇ〜27ｋｇ未満＊座高を上げ、背の高さを補い、
3歳ころ〜8歳くらいまでの子ども
子ども用チャイルドシート（ジュニアシート）
大人用の3点式シートベルトを使います。

ポリオ

作品受付

三種混合

圃保健推進課︵電話2262︶

のおはなし

予防接種

宇治市観光写真ココンクール

撮｀募の影年方に
日齢法限
咎山言

入別品す
しヽ負・
だ撮応影￣氏

後で二〇％程度の人に︑

合は︑初回接種一回目の

所反応が主です︒その割

することがあるなど︑局

こり︵硬結︶ができたり

はれが出る︵腫脹︶︑し

射部位が赤くなる︵発赤︶︑

す︒現在の副反応は︑注

なワクチンになっていま

ンは副反応の少ない安全

た︒以来︑日本のワクチ

化ワクチンに変わりまし

されて︑新しい精製不活

百日せきワクチンが改良

クチンは︑一九八一年に

三種混合︵ＤＰＴ︶ワ

くっておけば安心です︒

す︒予防接種で免疫をつ

は日本中どこにでもいま

って起こります︒﹃この菌

口から感染することによ

そんでいる破傷風菌が傷

破傷風は︑土の中にひ

とは否定できません︒

流行する可能性があるこ

かないと︑8本でも再び

後も予防接種を続けてい

い不顕性感染のため︑今

病気としての症状が出な

状が出るだけで︑残りは

てもＩ〇％程度の人に症

ただジフテリアは感染し

発生が報告されています︒

は年間十人程度の患者の

を進呈︶

点︵参加者全員に記念品

点︑準特選5点︑入選20

◇賞・：推薦2点︑特選3

治市観光センター内︶へ

0021宇治塔川2︑宇

治市観光協会︵〒6111

効︑持参可︶までに︑宇

2月21日側︵当日消印有

募票を作品の裏面にはり︑

所住◇の｀所応も

。場負

◇問い合わせ・：市観光協会

観光課︵酋内線2224︶︒

︵023・3334︶か商工

三回目では四〇から五〇

いようですが︑これは免

％の人に見られます︒多

疫がっいているから起こ

る現象です︒大きさも直

径五惣メートル以下がほ

とんどで︑それ以上の目

立った反応が起こる人は︑

百人中九人から十人程度

なお︑しこりは少しず

です︒

つ小さくなりますが︑場

合によっては数か月残る

こともあります︒特に過

えて上腕全体がはれる例

敏な子どもには︑肘を越

が少数あります︒これも

湿布などで軽快します︒

通常︑高熱は出ませんが︑

発熱も接種後︑二十四時

間以内に三七・五度以上

になる例が三から四％見

られます︒以上のように

重い副反応はほとんどあ

りませんが︑機嫌が悪く

なったり︑はれが目立つ

ときなどには医師にご相

談ください︒

▲昨年の推薦作品∧∧六
白「源氏物語への誘い」三沢勇典さん

1164

宇治市っ政だより

市役所への電話・郵便は

情報

電話22‑3141（代
表）

〒611‑850

1

当の資本で経営され、相当額の販

指す。卒業すれば学士の学位を取

Ｏ午後3時半心4時＝ペープサー

売実績がある③常時営業を続け

得）Ｏ選科履修生（1年間在学）

ト絵本（対象は幼児以上）Ｉ＞参

ている④引き続いて2年以上営

○科目履修生（1学期間＝6か月

加費…無料。間同センター（Ｓ44

業している⑤指定の期日・時刻

在学）［＞出願受付■・・2月15白（火ま

−7447）。ト

・場所（2校以上）に適正な温度

でＥ〉資料請求・問い合わせ…放送

で物資納入ができる⑥市学校給

大学京都学習センター（干606−83

食会。「学校給食用物資納入業者登

97京都市左京区聖護院川原町53京

「おにぞろぞろ」

Ｘ

録に関する要項」に基づく事項を
節分の日にちなみ、たくさんのおにの本を集めました。
満たしている圃2月10日困まで
2月27日（日）まで
に所定の申請書に関係書類を添え
中央図書館（Ｓ20−1511）
て学校給食会事務局∧（学校教育課

がい課（ａ内線2332）ぺ郵送もし
エ

くは直接持参。保育の必要な人は、

■在宅の寝たきり老人・痴ほ

濾たきりや痴ほうで問題行動の

■コンピュータ教室（初心者向け）

後5時レところ…京都府女性総合

〜レクリエーシヨンフェスティ

■卜とき…2月17日〜3月16日の

センターバ京都市南区新町通九条

を記入してぐださい。申込者には

バルＴこの指とまれ」〜。

毎週木曜、午後2時〜4時。5回

下ル京都府民総合交流プラザ）レ

レところ…生涯学習センタ・に＞内

受講料…無料レ定員…80人（多数

容…ワード・エクセル・Ｅメール

の場合は抽選）レ対象…京都府内

・インターネットなどレ定員・‥30

在住の再就職を希望する女性副呆

人（多数の場合は抽選）ｔ＞受講料

育・、有り（6か月〜5歳）レその

案内状を送付します。

る家族に年間10万円の激励金をお

自ツベルクリン反応検査

レとき‥・3月5日（日）、午前9時
50分〜午後3時（雨天決行）うと

レとき・・・下表のとおり（ヽンベル ころ…西宇治体育館［＞種目…○オ

在4次のすべてに該当する人①

クリン反応検査の2日後に判定）。

リジナル（市販品を含む紙材料の

寝たきりの状態か、痴ほうなどの

午後2時〜3時半［〉ところ…保健

みの自由機種）○規定（主催者

精蝉障害によ名問題行動のある状

医療センターレ対象．‥4歳未満の

が用意した型紙機種）○折り紙

態が6か月以上続いている満65歳

子ども圖保健推進課（ａ内線22

ひこうき。いずれも当日受付レ参

復はがきに住所・氏名（ふりがな）

以上の市内在住のお年寄りを家庭

62）。＼

加費…100円昌生涯スポーツ課

・年齢・電話番号・保育の有無と

で介護している［お年寄Ｉ］、介護

月以上在住している）②介護を

判定日
陰性者にＢＣＧ2／10俐 2／24俐

受けているお年寄りの配偶者か3
親等内の親族である③介護を受

催し

112月8日（火）まで（必着∩こ往

レとき・1・2月19日出、午前10時
〜正午レところ…総合福祉会館レ

④昨年のフ月1日基準日の激励

…300円圃2月17日田までに社

金の支給を受けていない圃2月

半〜レところツ南宇治コミュニテ

会教育課（ａ内線2615）へ。

15日（火）までに所定の申請書で高齢

ィセンターレ定員…先着50人レ参

■保護者ふれあい学習会

福祉医療課へ。詳しくは同課（ａ

加費…500円（参加賞あ剔圃同

ダ

コメント）ニ・21世紀職業財団に登

センター｛干601−8047住所省略可、

べ表計算初級エクセル＞レとき

6）へ。十六

時半〜9時、土曜＝午前9時半〜

＜ロータス初級表計算（女性・

〜11時半レところ…生涯学習セン

中高年コース）＞ｌ＞とき・‥3月2

ター［＞テーマ…「不登校」ＣＯ捉え

日〜10日の月・火・木・金曜、午

方レ内容…講演と分散会レ参加費

前9時半〜午後3時半。12回レ受

…無料目青少年課（ａ22−5162〉。

講料…1万2600円。犬
・難病個別相談（神経系）レ

＜ヒョウタン展＞一般公募によ

お知らせ

〜4時［〉とこ5−‥文化センタ￢大

るヒョウタンの作品やヒョウタン

ホールレ内容…基調講演「花子の

を使った日用品などを展示。レと

いきいきライフ」＝漫才師・宮川

き‥・2月1日吹）〜27日（日）。

花子さん、シンポジウム「がん対

＜つる編み講習会＞身近なつる

正午。6回レ受講料…1万1000円。

Ｅ〉とき・・・2月4日出、午後↑時
・学校給食物資納入業者の

〜3時レところ・‥宇治保健所レ対

登録申請受付

象ｊ‥神経系難病患者や疑いのある

市学校給食会では年間186日、

人かその家族に＞内容…専門医師に
杉本萌香ちゃんレ

千日約↑万1600食の給食を作るた

よる個別相談レ定員…先着6人

からのメッセージ〜」レ対象ふ・市

ます。じ＞とき…2月19日（士）、午後

めに必要な物資を登録業者制によ

圃同所（ａ21−219ｉ）ヘレ

る品目別入札方法で購入していま

・放送大学12年度4月入学生募集

1時〜4時レ定員‥・先着20人レ費

Ｈ11．1．20Ｒ／・小倉町南堀ｔ

参加費…無料し圃はがきに住所・

用…1500円。

す。12年度の登録申請を受け付け

氏名・生年月日。丁がんシンポジ

■大久保青少年センター

ます。レ対象‥、次のすべてに該当

オにｓデジタル放送）で授業を

する業者①市内かその近辺で配

行い、自宅で学習できます。じ＞募

達可能な所に営業所がある②相

集学生‥・○全科履修生（卒業を目

＜おはなし会＞［＞とき…2月9

日困（消印有効）までに健康生き

なりまし

ニレ

を使って簡単にできるかごを編み

ウム参加希望」と記入し、2月10

満１歳に
た

策どうしてますか？〜がん克服者

内在住の人［＞定員…先着1300人レ

ａ075−692−3443、ＦＡＸ075−692−344

…3月4日〜25日の水曜＝午後6

や教員、市民を対象にした学習会。

ｋト27日（日）。

入の上、京都府女性就業サービス

（ａ46−0688）。犬

レとき■・・2月5日倒、午前9時半

1日（

レとき…3月11日出、午後1時

録の人は再就職希望登録番号を記

圃2月3日（木）から同センター

センター（Ｓ41−6723）。

＜植物の紋様展＞1＞とき…2月

を考える」六丿

無（有りの場合は自己アピづレ・

Ｉ植物公園しニ

へ。いずれも入園料が必要です。

「いきいき健康教室がん

齢・性別）・面接モデル希望の有

幽城南地域職業訓練センター

不登校児童一生徒を持つ保護者

圃講習会は同園（ａ45−0099）
■がんコミュニティｉｎＵＪＩ

侑りの場合は子どもの氏名一年

22−0220）へ。

介助者［〉定員−先着20人レ材料費

レとき…2月5日出、午後1時

内線2347）か最寄りの民生委員へ。

希望の勤務形態・保育希望の有無

記入の上、生涯学習センター（ａ

官公署・その他

内在住・在勤の視覚障害者とその
ちやｉｔぶき・茶香服大会丿＼

か、常時通って直接介護している

に「セミナー希望」・住所万一氏名
（ふりがな）・年齢・電話番号・

「コンピュータ教室受講希望」と

・視覚障害者教室「茶香服教室」

他…当日履歴書持参圃2月18日
圃（消印有効）までに往復はがき

講師…宇治茶業青年団［〉対象…市

ニ

けているお年寄りと同居しているく

健康

・・・2000円卜保育…あり（2〜5歳）

（ａ内線2622し豚汁も用意。・

ツベルクリン反応検査日
2／8（火）
2／22㈹

している人ともに京都府内に6か

セミナー
＜再就職とくと＜セミナー＞［＞

子ども（2〜5歳）の氏名・年齢

あるお年寄りを家庭で介護してい

渡しします。［＞対象…2月1日現

都大学内、ａ075−771−8440）。……
・女性のための再就職準備

内包内線2613）へＪ・。・・。・・。・ とき‥・3月6日（月）、午前10時〜午
・紙ひこうきコンテスト

申し込み時に「保育希望」と書き

う性老人の介護者に激励金

日（水）、○午前11時〜11時半＝おは

いつも元気で明るく
笑顔いっぱいでいてね。

放送大学の授業はテレビとラジ

匁

11年2月生まれのお子さん。8日
脚までに広報課（ａ内線2070）へ

消費生活モニター募集

年度

◆任期：鋤年4月1日〜13

年3月31日

◆謝礼・：年額1万2千円

◆保育・：6か月〜6歳

◆応募方法・：はがきに住所

１２

︵交通費は支給しません︶

・氏名・生年月日・性別・

き︑2月29日㈹までに商工

に関する学習会や見学会へ

観光課へ︒

◆応募資格・：市内に在住す

◆問い合わせ：向課︵容内

職業・電話番号・保育の必

格の調査④消費生活に関

線ｎ乙り八 り乙5︶ｏ

の参加︵年間約10回︶②

する意見・要望・苦情の提

○入学支度金⁝国公立＝6

る20歳以上60歳未満の人で︑

ダーとしての活動

出⑤地域の消費生活リー

万3千円︒私立全日制＝17

要の有無・応募の動機を書

その一方が障害程度等級表

万8千円︒私立定時制＝13

アンケート調査・試買調査

ニターの経験がなく︑活動

の第3級以上か国民年金法

万7千円︒通信制＝4万5

・長期療養者世帯の人はそ

日常市内小売店で買い物を

に積極的に参加できる人

施行令別表に該当する程度

千円︒

れを証明するもの︵写しで

③食料品など日常品の価

◆募集人数・：25人

の身体障害者である世帯

力どの状態にある世帯

も可︶を持ち︑2月17日用

印鑑と︑身体障害者世帯

︻支給額︼

までに障害者母子福祉課

か月以上の入院か寝たきり

の高等学校など＝1万4千

○奨学金︵月額︶：由公立

なお︑十二年度市民税非

︵昔内線2308︶へ︒

課税世帯の対象者は︑六月

円︒国公立の高等専門学校

に第二次申請として受け付

など＝1万6千円︒私立全

日制＝3万3千円︒私立定

けます︒

し︑公的機関の消費生活モ

◆活動内容・：の消費者問題

○長期療養者世帯＝父母か

高校奨学金の申請

時制＝2万4千円︒通信制

危険物を取り扱う機会が増

使用するため︑灯油などの

︻申し込み一

市民税非課税世帯・新1年生対象

＝9千円︒

危険物の取り扱いに注意

ガソリンによる火災が発

えます︒火災予防を心掛け

圃消防本部予防課︵萱内

ましょう︒

線2657︶︒

その一方が疾病のため︑6

﹁対象﹂

学校教育法に規定する高

等学校︑高等専門学校︑養

護学校などの高等部︑学校

法人が設置した外国人を対

象とする学校の高等学校相

当課程に今年初めて一年生

比べて引火点が極めて低く︑

ガソリンは︑灯油などと

常温でも遠方の火気により

生しています︒

る世帯の人︵府のほかの奨

引火する危険性があります︒

として人学し︑十一年度市

学金を受ける人を除く︶

民税が非課税で次に該当す

○母子︵父子︶世帯＝母

貯蔵・取扱場所では︑みだ

りに火気を使用しないよう

︵父︶と20歳未満の子か︑

にしましょう︒また︑危険

母子︵父子︶・と65歳以上の

人だけで構成する世帯

栓したことを確認し︑容易

物を保管する場合は必ず密

に転倒しないようにしまし︒

○児童世帯＝父母のない20

の児童を扶養している人と

この時期は︑暖房器具を

歳未満の児童か︑児童とそ

で構成する世帯

○身体障害者世帯＝父母か

1165

なし（対象は幼児とその保護者）、

中央図書館児童書テーマ展示

ＢＯ
福祉
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図書館

保健・衛生・相談
ターでは電話での相談も可

相談あんない

あんな本
こんな

Ｓ075−45
。

■青少年相談15日叫、午後1時〜4時、

1−8930．

■法律相談7毎週木曜

宇治公民館。圃保護司会一向井正存さ

（☆は児童書です。）ニ

午後1時半〜3
、

時半

ん。043−0898。ｊ≒

社会福祉協議会

「現代のことば」京都新聞社編

ａ23−0857へ

☆「としょかんたんていゆめきちくん」

。
、

／学者・芸術家・芸能人など各界で活躍する

電話予約を

・府民無料法律相談15日（火）、午後1時

Ｊ−Ｂ．バロニアン文／し、しアフアノ絵／

∧
。

京都の文化人が寄稿し、人気のある京都新聞

佐藤見果夢訳／評論社

■宇治青少年こころの電話毎週月曜〜

半〜4時半、宇治地方振興局。ａ2ｉ−2

夕刊のコラム「現代のこ

バクのゆめきちくんは、本が大すき。いち

とば」。この本は、その

ばんすきなのはたんていの本。ある日ゆめき

30年間の寄稿の中から毎

ちくんは、まいあさくるすてきなとしょかん

年6編、／計180編を収録

で、明智・ホームズのたんていの本がなくな

青少年問
金曜

101。電話予約は前日午前9時から。

午前9時〜午後5時
、
、

題の悩みなどお気軽に

■京都府交通事故相談2日（別・↑6日伽、

ａ24−0800．
。

・家庭児童相談毎週月曜〜金曜

午前9時〜午後4時、宇治地方振興局。

午前
、

10時〜午後4時

ａ21−2101．土入

児童と家庭に関する

しています。各時代の世

つているのにきがつきました。ゆめきちくん

相を反映した、ユニーク

は、ほんとうのたんていみたいにはんにんさ

な「知の巨人」たちの魅

がしをはじめます。

。

■社会保険相談2日（加＝木幡公民館、

困りごとなど

家庭児童相談室

ａ23

。

16日休＝宇治公民館√午後1時半〜4

。

−8698．ダ

惑のエッセイです。ニ

時。年金・健康保険など。国民年金課

☆「オニの生活図鑑」ヒサクニヒコ著／国土

・㎜−㎜●●●4・●・・●￥−ｄ●・㎜4￥●・㎜㎜−−−4鹸●●・●●ｗ・￥−ｄ・・・●−ｉ−−ｗ●−ｄ●●●●●●・㎜㎜㎜㎜㎜ｄ
：● ● ・ 嘘 ・
十市丿社会福祉協議会では
こ
、

（ａ内線2311）。

「アニマの鳥」≒石牟礼道子著／筑摩書房

のほかにも各種相談事業を実施

社

七
ています

・暴力にかかわる困りごと相談フ日（月）、

詳しくは11年度版
。

島原・天草の乱を舞台に、栄誉や権力に縛

頭にツノをはやし、手

られず、自分の魂（アニマ）を大切に、死を

には重そうな金棒、腰に

かけて個人の尊厳を守った人々を描いた大河

はトラ皮のふんどしとい

小説です。1

うすがたのだれもが知

「市民カレンダー」をご覧くださ

‥‥

午前9時〜午後4時、宇治地方振興局。

レ‥
い

〉／
‥‥
‥
Ｌ

1

：
…………………。………………

昔21−2101．府暴力追放運動推進セン

…………。…………………

っているオ二。乱暴者で
都ユニプラン出版▽

れているシニアの人々にも役立つ情報が満載
です．‥‥‥：・・●．．・●・・・・．・・・
そよかぜ号巡回日程

2／15

野添、谷前、梅林、五ヶ庄西浦（ＪＲ以西）、
新開（ＪＲ以西）、平野（ＪＲ以西）、折坂
（ＪＲ以西）、笠取、池尾

り込み、そんなオニたちの楽しい生活ぶり、を
レポートするユニーク・な本です。……………
おはなし会

■中

日

央ニ＝／9日（水）・23日伽

地区
駐車時間
駐車場所
・東宇治2日（水）
志津川 14：00〜14：30
器具庫南側
1日脚
明星町 14：50〜15：50
汚水処理場横
・西宇治犬16日（水）Ｉ
六地蔵 13：50〜14：20
六地蔵公会堂前
いずれも午後3時半〜4時
3日困
御蔵山 14：40〜15：50
御蔵山小学校゛
（対象）3才以上でひとりで話が聞ける子供
4日廊 木幡 14：00〜15：30
木幡公民館前
（内容）Ｉ手あそび、読み聞かせ、紙芝居など
13：30〜14：30
旦椋公会堂前
（参加費）無料
10日休） 大久保
南陵第2児童公園
南陵町 15：00〜16：00
13：50〜14：40
日産開アパート西側
開
15日脚
おはなした
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
19日出
■中央
17日俐
まてばこ
平盛 14：40〜15：50
平盛小学校
23日（水）
Ｉ東宇治
福角 13：50〜14：40 ｀五ケ庄福角市営住宅
18日㈲
いずれも午後3時半〜Ａ時
三室戸 1 5 ： 1 0 〜 1 6 ： 0 0
府営三室戸団地内
象）子供から大人まで・
棋島 13：30〜14：30
南船12訓儲ガレージ
24日困・
容）主にストーリーテリング（素話）
吹 前 14：50〜15：50 横島小学校
（参加費）無料。
25日圖北棋島 14：00〜15：30 北槙島小学校

綴脈鰯脈脈綴綴織孵轍

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
ス以北）、荒横、田中、大垣内

イラストレーターの著者が不思議な世界に入

㈲納

治十帖の一場面を実物大の建物や人形で

ルチ映像などで紹介しています︒また宇

の物語を︑最新の映像技術を使った約二

再現するほか︑宇治十帖のヒロイン浮舟

企画展示室ではその時々にテーマを決

○分間の映画でご覧いただけます︒

残りの半分には︑パソコンのクイズや

めた展示を行っています︒

2／14

寺界道、古川、西田、北ノ庄、大林、芝ノ東
（ＪＲ以西）

こわいけど、丿どこかにく
めないところのある才二。

∧体の不自由な人や、名所巡りなどを計画さ

２月のし尿収集日程表

朧羅縁痩轍脂漏鎖痩痩㈲靉前難

2／16

その11

公共施設巡り

宇治東内四五︱二六

宇治市源氏物語ミュージアム

ゲームを通して源氏物語に親しんでもら

報ゾーンの他に︑喫茶コーナー︑ごソヨツ

うコーナーや︑図書室といった無料の情

プなどがあります︒

容28Ｊ0200

ての︑源氏物語をテーマとした博物館で

源氏物語ミュ九ソアムは︑全国で初め

す︒源氏物語宇治十帖の舞台となった宇

源氏物語は日本古典文学の最高峰です

治市に︑一年半前に誕生しました︒

が︑難しい︑長くて読めないという印象

がつきまといます︒﹁で七案外おもしろ

いよ﹂と物語の世界にご招待するのがこ

︒のミュージアムです︒源氏物語のあらす

建物の半分は有料の展示ゾーンで︑常

じではなく雰囲気をつかんでください︒

常設展示室では光源氏の暮らす華やか

設展示室と企画展示室とがあります︒

な世界を︑装束や調度品︑横十四階のマ

▲源氏物語ミュージアム
時間
9時〜17時（入館は16時半まで）
休館日 月曜日（祝日の場合Ｕ翌日）丿
観覧料 大人500円、小中学生250円

「車いす・シニアにやさしい京都巡り」京

窓
2／14

南浦㈲〜33、80〜98、100〜110）、大京団地、
蓮池

2／15

山際

2／16

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

2／15

半白、白川、金井戸、志津川ご

2／16

乙方、山本、東内、又振、山田、紅斎

2／17

老ノ木（府道以南）、天王（府道以南）、東山

2／17

蔭山

2／18

南堀池体通り以北・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
谷下り、出口、森本、中筋、大谷、東中、西
戸ノ内、矢落（ＪＲ以北）、若森（ＪＲ以北）、
2／1・23
2／21
北）、南遊田、遊田、砂田、毛語一部、中ノ
2／17
中、藪里、段ノ上、東隼上り、西隼上り、門
大久保町（近鉄以西）
荒、井尻、中ノ田、浮面、名木、安田町
前、菟道河原、只川、妙見、池山、岡谷
蛇塚、石塚（心華寺通り以西）、東裏（ＪＲ
2／22
中山（近鉄以西）、毛語、南山、ゥトロ
以西と府道以南）、寺山（ＪＲ以西）、西裏、
2／18
車田、丸山、平町（京滋バイパス以南ト
2／2・24 茶屋裏、丸山、一里山（府道以南）、桐生谷
神楽田（山中含む）、西山（府道以西）、中央
新開（ＪＲ以刺、平野（ＪＲ以東）、折坂
2／1・23
（ＪＲ以西）．、大久保町（近鉄以東「久保（Ｊ
台、北山Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ団地、毛語（府道以北）
2／21 （ＪＲ以東）、福角（ＪＲ以東）、一番割、二
Ｒ以東）除く」）
番割
2／2・24 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
南山（Ａ）、広岡谷、芝ノ東（ＪＲ以東）、五
春日森、一ノ坪、島前、大町、石橋（大川原
Ｒ以北）小桜．石塚（心華寺通り以東）、宮
2／22
ヶ庄西浦（ＪＲ以東）、三番割
2／3・25
北一部、寺山（ＪＲ以東）、宮谷、尖山一部 2／4・28 線以西）、中川原（大川原線以西）、大川原、
東目川、西目川、若林、落合
南山（Ｂ）、南山畑、中村（ＪＲ以東）、南端
（4番地）、中島、久保（ＪＲ以東）
2／1・23
（ｊｎ以東）
2／7・29
南落合（〇の通り〜13の通り）
1・
東裏（ＪＲ以東の府道以北）、一里山（府道
六地蔵（ＪＲ以東・以北の全域）、花揃、赤 2／4・28 以北）、桐生谷（ＪＲ以東）、開町
薗場（大川原線以北）、大幡、北内、門口、幡
塚、陣ノ内（ＪＲ以東）、正中（ＪＲ以刺、
2／8、3／1 貫、郡、石橋（大川原線以東）、吹前（市営住宅）
2／2・24 御園、東中■（ＪＲ以刺、北畠、檜尾、平尾、2／7・29 宮東、宮西、宮北
中川原（大川原線以東）、十一（大川原線以
須留、金草原、御蔵山、畑山田、北山畑、大 2／8、3／1 小根尾、大開、尖山一部（2番地■6番地）
2／9、3／2 東・国道以刺、十六（国道以東）、十八（国
瀬戸（ＪＨ以東）、炭山
野神、大谷、琵琶、弐番（府道以南）、矢落
道以東）、吹前（市営住宅除く）
六地蔵（ＪＲ以西・以南の全域）、陣ノ内
2／9、3／2（ＪＨ以㈲、若森くＪＲ以南）、米阪ミ天神、
（ＪＲ以西）、正中（ＪＲ以西）、木幡河原、
2／10、3／3
南浦、西浦一部、神楽田一部（近鉄以西）
下居一部（権現町）
，2／9、3／2 北島、東中（ＪＲ以西）、西中、大瀬戸（Ｊ
※収集漏れは収集口側から確認し、翌日（土・日・祝日を
下居、善法、壱番、妙楽、里尻（ＪＲ以南）、
Ｒ以西）、内畑、熊小路、中村（ＪＲ以西）、
2／10、3／3
除く）に同組合へ。
蓮華、塔川、宇文字
木幡西浦、南端（ＪＲ以西）、檀ノ東
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