市では三月一日伽︑文化
センター小ホールで市政功
労者などの表彰式を開催し
ます︒
表彰式では︑今日まで市
政の発展にご尽力いただき
ました自治功労者をはじめ
市政功労者の表彰を行いま
す︒また︑体育・スポーツ
の振興に貢献された人や団
体にスポーツ賞を︑文化の
振興に貢献された青少年に
ジュニア文化賞の表彰を行
います︒
表彰状や感謝状を贈呈さ

表彰状贈呈者

1111ｓｔ・︲ｔｒ

茂樹 ▽土地買収評価委員
会委員⁝寺川俊男 ▽都市
計画審議会委員・：田川熊雄︑
蓮佛亨 ▽学校医⁝笹平達
男︑吉岡貞臣 ▽学校歯科
医・・・竹中武彦︑飛田昇︑西

審議会委員・：北川稔︑佐藤

雄 ▽社会教育委員・：青山

茂 ▽学校薬剤師・・・伊佐幸

尾雅也︑水野雅文︑保田宗

幸治︑中嶋知︑長谷部松子︑

一雄︑飯塚久子︑斎藤哲男︑

秀 ▽優良納税貯蓄組合長

悦子︑膀渡辺忠雄︑池本楢

前川敏子︑宮下惣二︑藤井

オ︑安岡壽子︑加納晃子︑

あき︑辻柴次郎︑久保田ナ

演田和夫︑片山哲夫︑北村

甫 ▽民生委員推薦会委員

環境保全審議会委員⁝池本

委員会委員ニ・細見弘男 ▽

大西正官一 ▽火災共済審査

協議会委員・：江口喜代道︑

三︑坂東徳子 ▽農業振興

川端猛︑幸賀幸男︑中尾誠

委員Ｅ岩中照子︑梅原仁美︑

井上正 ▽民生委員・児童

▽図書館協議会委員⁝池

勝治 ▽電話相談員・：６名

橋正義︑西村久美子︑藤本

⁝大橋英子︑黒田忠雄︑高

森居研治 ▽少年補導委員

・：植村房夫︑久世谷幸男︑

・・・青田宗太郎︑伊藤義明︑

大西允︑岡見恵︑尾崎十史

本甫 ▽文化財保護委員・：

白山喬 ▽永年勤続職員・：

大北幸平︑太田利博︑笠嶋

竹森喜徳︑田畑英孝︑中川

子︑阪本佳子︑高木圭子︑
⁝宇田裕子︑大石博︑小柳

訓由︑西村武美︑西森明子︑

教瑞︑長谷部松子 ▽市医

津隆︑笹平達男︑完岡市光︑

感謝状贈呈者
▽特別職報酬等審議会委

み ▽町内会長・自治会長

目片滋︑丸山良子︑山崎き

徳岡武夫︑服部宗五郎︑堀

･･
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▼ところ・：

市民カレンダー
もうすぐお手元に

︵雨天決行︶

府立宇治公園中の島▼前売

り券・：千円︵抹茶券・花見

第二十四回宇治川さくら

観光センター︑観光案内所

ント券付き︶

茶そば券・伝統工芸名陶抽

まつりの前売り券を発売中

︵レスリング︶︑平野智美

︵ボウリング︶︑水野直樹

です︒当日は抹茶席象ぎ・

▼とき・：４月８日出・９

︵fl23・3334︶

■問い合わせ・：観光協会

阪交通社各営業所ほか︒

駅︶︑宇治商工会議所︑京

︵宇治橋西詰・近鉄大久保

▼販売所・・・

選券・炭山ラ︒キープレゼ

競技︶ ▽ジュニア賞団体⁝

市・炭山陶器まつりなど楽

花見茶そば席・宇治川春の

︵テニス︶︑吉田俊介︵水泳

宇治中学校陸上競技部男子

駅伝チーム︑東宇治中学校

日間︑午前10時〜午後４吸

しい企画を用意しています︒

ム︑鳳凰サッカースポーツ

陸上競技部女子リレーチー

少年団▽ジュニア賞個人：Ｊ

水幹也︵陸上競技︶︑福島

井久保早苗・島田知明・清

遼太・松田明・松田圭右

︵サッカー︶︑山口代悟︵レ

ジュニア文化賞

スリング︶︑藤本祐︵剣道︶

清水翔平︵昆虫研究︶︑

奥田真也・大西菜穂︵作文︶︑

渡漫玲奈︵器楽演奏・フルー

ト︶︑宇治小学校マーチン

グバンド部︑南部小学校金

管バンド部︑棋島中学校吹

奏楽部︑東宇治高等学校放
送部

▲昨年4月宇治公園中の島

スタッフから

克己︑那波国保︑西川博司︑
藤井俊夫 ▽市民の模範と
なるような善行⁝膀加藤勇
▽教職員⁝生駒尚子ほか
38人
スポーツ賞
▽功労賞⁝伊藤義明︑内
川中彦︑大坪喜美枝︑大西
武︑鹿間昭男︑地上一男︑

秀団体賞⁝菟道高等学校女

新谷貞博︑山本幹子 ▽優

選手賞・・・石田孝次・小林慎

子アーチェリー部 ▽優秀

治︵少林寺拳法︶︑上原絵
里奈・金子寛・塩田浩一
︵アーチェリー︶︑小島則子
︵ライフル射撃︶︑木村洋子
︵武術太極拳︶︑阪田直子・
西之原チサ子︵陸上競技︶︑
渋谷公二・西川真美・西山
浩司︵ウェイトリフティン
グ︶︑橋井巧佑・吉似恒治

回交通安全対策協議会(交通対策課内容内線2259)
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当場の す内いコまりきイ出ブう
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7,い５人組。
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・：大東輝夫︑川越清︑中村
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PADAM

青山康雄ほか36人

▽自治功労者⁝久保一雄︑

0
ライブジャックは、若者が枠にとらわれず創りあげる生バンド
による演奏イベントとして始められ、今年で３回目を迎えます。
開演13：0
企画やバンド選考、運営も公募によって集まった若者のボラン
ディアスタップが中心となって行っています。今回は62バンド
0
の応募の中から厳正に選ばれた６グループが出演します。
林静子 ▽集会所管理者・・・

市政功労者などを表彰

３月１日 市制施行記念日に

一一−Ｉ一ＩＩ

開場12：3

江邦四郎︑松田恒知︑万木

市民の皆さん、交通事故
に遭わないよう車を運転す
る人も歩行者もお互いに注
意しましょう。

）

員・：北村庄嗣︑田島忠夫︑

固消防本部『ｓ内線2657)』

3/12（日
中村幸子 ▽個人情報保護

り

交通死亡事故急増中！

Jack
︵敬称略︶

春の火災予防運動実施中

Live

れるのは次の皆さんです︒

宇治川さ

3月I日から7日まで
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や家族の介護負担を社会全

介護が必要となった高齢者

また︑本年四月からは︑

てきています︒加入者がい

政収支は一層深刻さを増し

増加傾向にあって︑国保財

伸びを上回る近年の医療費

に進む高齢化や国民所得の

護保険第２号被保険者︶は︑

から六十四歳までの人︵介

国保に加入している四十

きとしています︒

総合的取り組みを強化すべ

携にも努め︑市を挙げての

・教育など関連分野との連

き続き﹁安定化計画﹂を自
主的に策定し︑保健・福祉

４ ﹁国保基金﹂の
役割と国保財政

営の調整機能として有効に

働かせる ③将来的な基金

目標額は必要に応じ随時検

また︑現行国保制度にお

討すべきとしています︒

ける財政基盤のぜい弱性を

考えるとき︑国・府による

財政支援施策の強化や医療

保険制度全般にわたる抜本

的改革が必要であり︑その

ための取り組み強化が緊急

◇

◇

かつ重要課題であるとして
います︒
◇

介護保険被保

のお知らせ

険者証を送付

四月一日から開始されるこ

市では︑介護保険制度が

府・市や医療機関︑国保加

とにともない︑三月初句に

要だと指摘し︑次の七つの

月一日現在六十五歳以上の

今回︑送付する人は︑四

します︒

要望事項が盛り込まれてい

市民の皆さんと︑要介護

強化

その誕生月までに被保険者

たに六十五歳になる人は︑

満の人です︒なお︑今後新

けた四十歳以上六十五歳未

︵要支援︶認定をすでに受

③保健事業の推進

被保険者証は︑介護保険

証を送付します︒

⑥市の一般会計支援の継続

の被保険者であることの証

市では︑これら答申内容

の結果など介護サービスを

認定を受けている人は︑そ

明書です︒要介護︵要支援︶

を尊重し︑国保事業の安定

利用するために必要な情報

◆

運営に努めます︒加入者を

が記載されていますので︑

◆

はじめとする市民の皆さん

頼届出書を提出するとき

②居宅サービス計画作成依

するとき

護︵要支援︶認定の申請を

①介護が必要になり︑要介

提示が必要です

○こんなとき被保険者証の

ださい︒

ない人も大切に保管してく

︵要支援︶認定を受けてい

かせないものです︒要介護

スを利用するときなどに欠

たときの申請や介護サービ

また︑介護が必要になっ

必ず確認してください︒
します︒

のご理解とご協力をお願い

◆

⑦事務執行の効率的推進

⑤国・府支出金の増額等

④加入者への啓発強化

②保険料収納率向上対策の

①医療費適正化対策の推進

ます︒

の立場で協力することが必

介護保険被保険者証を送付

１人当り賦課額は平均13,153円/年

わる全ての人が︑それぞれ

＊介護第２号被保険者(40〜64歳)の

入者など︑国保事業にかか

答申ではこの゛ほか︑国・

介護保険

Ｗ

一．Ｓ・・

体で支える﹁介護保険制度﹂

っでも安心して医療サービ

従来の国保料︵医療分︶の

の根本的改善
﹁表２﹂の料率設定が答申

ﾚに昌言饗:公言

・宇治市国民健康保険運営協議会

が発足し︑四十歳以上の人

スを受けられるよう︑また︑

他に﹁介護分保険料﹂が新

一層の充実などを通じ︑保

がその被保険者となり︑必

新設された﹁介護保険制度﹂

たに上乗せされますが︑そ

を入れてきましたが︑急速

要な介護保険料も負担し合

が円滑に実施されるよう︑

の算定は現行医療分保険料

ます︒

うこととなります︒そのう

市では財政赤字を回避し国

険基盤の確立に努める必要

ち四十歳から六十四歳まで

保の安定運営を図るため︑

があります︒このため︑引

の人は加入している医療保

に準じた賦課方法が運営原
のあり方﹂について宇治市

﹁十二年度の国保事業運営

国民健康保険運営協議会に

の流行や災害などの不測の

(a内線2264)
﹁国保基金﹂は︑伝染病

市ではこの間﹁国保運営

されています︒また︑賦課

則とされていることから︑

安定化計画﹂を策定︒その

諮問し︑このたび答申を受

くことになります︒

険料とともに納めていただ

２介護納付金分保
険料率の設定に
ついて

医療分保険料率の引き下げ
新設の介護分保険料率などを答申
市は二月四日︑宇治市国民健康保険運営
協議会︵山中信和会長︶から︑保険料率改
定を含む︑十二年度国保事業運営について
の答申を受けました︒市ではこの答申を尊
重し︑市議会三月定例会に︑国民健康保険
事業に関する予算案と関連条例改正案を提
出しています︒今後も︑地域医療保険を支
える国保事業の健全運営に︑加入者をはじ
めとする市民の皆さんのご理解とご協力を
お願いします︒

健全財政で事業の安定運営を
経営努力に努め︑﹁国保財

療技術の進歩や受診機会の

事態に備えたもので︑加入

政調整基金︵国保基金︶﹂

限度額は国基準では七万円

多い高齢者の加入割合の急

らなっています︒

答申は主に次の四項目か

けました︒

加入者の健康を守るうえで

を設置するなど︑事業の安

者の医療給付を保障する安

増などにより︑医療費支出

ですが︑当面十二年度は六

なくてはならない制度です︒

定運営の基礎となるもので

定運営の土台づくりにも力

万円か妥当であるとされて

は確実に増加傾向にありま

す︒この基金を充実させっ

相互扶助共済の保険制度で

おり︑該当者の一人当たり

つ︑当面は︑①疾病予防・

す︒逆に保険料収入は︑長

の負担額は年間平均一万三

あるため︑その運営は主に

限りの財政対策を講じるこ

健康促進の保健事業にも活

引く景気低迷の影響もあり

千百五十三円と見込まれて

国庫負担金のほか︑加入者

とが望ましいとしています︒

伸び悩んでおり︑国保事業

用する ②基金保有目標額

31,000円

の保険料によって支えられ

います︒

30,100円

具体的には︑①市一般会

平等割額

の運営は厳しさを増してい
▲久保田市長に答申する山中信和･宇治市国民健康保険運営協議会長(左)

ています︒しかし近年︑医

︵七億円︶を堅持しつつ︑

25,000円

計からの財政支援の継続

中期的展望にたった財政運

24,000円

②経営努力による国からの

３国保運営安定化
計画の継続策定
を

均等割額

国民健康保険︵国保︶は︑

国民健康保険課
7.8％

１あらゆる財政対
策で医療分保険
料は２年連続の
料率引き下げを

剰余金の還元などにより経

市の一人当たりの国保医

平等割額
3,600円
賦課限度額
６万円
＊賦課限度額の国基準は７万円

問い合わせ
7.9％
所得割率

特別交付金の導入 ③国保
本来︑医療分保険料収入

に料率も全体で二・七％

4,800円

常収支不足分を補い︑さら

療費は︑依然全国平均より

〈答申＞
0.77％

均等割額

はその年度の医療費支出を

︵額は約一億一千万円︶引

所得割率

見越した適正な保険料率設
定で確保すべきです︒しか

高い状態が続いており︑特

のが特徴です︒そのため︑

き下げる内容となっていま

率改定は︑低所得階層への

医療費の抑制・適正化をさ

し︑最近の厳しい経済状況

担能力の後退傾向に留意し︑

負担軽減制度が継続実施で

らに進めなければなりませ

に老人分でその傾向が強い

また︑近年の国保会計剰余

きるよう︑また加入者全体

ん︒また︑保険料の適正賦

す︵表１参照︶︒これら料

金の内容からみて︑当面十

の負担軽減を図れるよう行っ

〈現行＞
〈答申＞

53万円゛2
52万円
賦課限度額

や加入者の高齢化による負

二年度限りの措置となるに

課と併せ︑収納率の向上対
策の徹底や保健事業のより

たものであります︒

介m付金分保険料率についての答申(年額)
表2

しても︑加入者への﹁料率
引き下げ﹂も含めた可能な

表1.医療分保険料$*'についての答剛年額）

2000年（平成12年）３月１日発行（２）

だより
政
市
治
宇
第1234号

圃高齢福祉医療課(a内線2345)

よくお読みください︒

その他については︑被保

険者証の裏面の注意事項を

ビスを受けるとき

④在宅サービス︑施設サー

ービス計画︶の作成のとき

③ケアプラン︵居宅介護サ

介護保険の各サービスを

の利用料と食費などの負担

利用する場合は︑原則一割

二万三千円︶が必要です︒

︵施設での食費負担は月約

しかし︑一定の条件に該当

する場合は︑次のような減

額制度が予定されています︒

介護保険施設に入所︵入

①介護保険標準負担額減額

院︶する低所得︵市民税非

の負担額が減額されます︒

課税世帯等︶の人は︑食事

②訪問介護利用者負担額減

次のいずれかに該当する

額

場合は︑経過措置として当

が減額されます︒ただし︑

面訪問介護の利用者負担額

いずれも低所得世帯の人に

限られます︒○過去一年間

に訪問介護を利用した実績

のある高齢者 ○障害者施

策によるホームヘルプサー

ビスを現在利用している人

が介護保険の適用となった

場合 ○特定疾病により要

介護や要支援の状態となっ

た四十歳以上六十五歳未満

の人︒

③高額介護サービス費の支

同じ月に受けたサービス

給

の利用者負担の合計額︵同

じ世帯内に複数の利用者が

いる場合は世帯合計︶が上

限額を超えた場合︑所得に

応じて超えた分か﹁高額介

護サービス費﹂として市か

ら後で支給されます︒

1174

宇

（３）

治

市

政

だより

c＞とき…３月３日出〜５日凹。

容22‑3141

〈パソコン＝中級W98活用〉[＞

怠とのつきあい方｣と交流会[＞定

とき…４月９日〜５月14日の日曜、

ンリョウなど日本の古典園芸植物

員…50人[〉参加費…無料

午後１時〜３時半。６回[〉定員…

約20種、loo鉢の展示と即売。[〉

16日田までに同保健所(Q21‑219

先着25人[＞受講料…１万1000円。

とき…３月７日脚〜12日(日)。

1)へ電話で。保育く生後６か月

○３月６日(月)からの受付分

<古典園芸植物展〉オモト、マ

（代表）

〒611‑8501

個別番号のため住所不要）

く講習会・洋閤のこれからの手

圃は問い合わせ・圃は申し込み

入れ〉洋蘭の春からの管理の仕方

圃の書いていないものは直接会場

を実習します。E＞とき…３月12日

へお越しください。

(日)、午後１時半〜３時半【＞定員…

−￣ミ ＿｡㎜＿
t＞参加費…実n

お知らせ

当日徴収)

友好都市｢中国・咸陽市｣
訪問団員募集

＿
ﾐｰWiJ
(200〜300円を

内線2616,

FAX21‑0400)で。

・肢体障害者教室・人権講座
●･日程…５月18日困〜25日出
･・訪問先…咸陽市、北京市、
上海市ほか･･･対象…市内在住
・在勤の人S･･募集人数…15人

E〉とき…３月10日出、午後２時
〜４時t＞ところ…中央公民館E〉内
容・講師…平安の祈り・歴史資料
館職員[〉参加費…無料・申込不要

｢暮らしの中の身近な人権問題｣
[＞とき…３月12日(日)、午後１時
半〜３時半[＞ところ…総合福祉会

図歴史資料館(昔20‑1311)。
生涯学習・福祉
・平成12年度展示作品の募集

匝]３月15日出までに秘書課
(電話可。霖内線2058)へ。

手芸、工作物、写真、絵画、児

障害者とその介助者C〉定員…先着
30人[＞参加費…無料

113月10日

出までに社会教育課(S内1泉2615)。

童作品など作品の発表・展示を個
人、グループでしてみませんか。
E〉展示場所一期間…生涯学習セン

■市立小・中学校就学援助

宇治公民館

r〉対象･‥経済的理由で就学が困
難な市立小・中学校の児童・生徒

まつり

『すてきな出愛、ふれ愛ひろば』

ター・４月１日〜13年３月31日【〉
費用…無料

113月15日田までに

の保護者[＞所得基準…夫婦と子ど

3月11日出午前10時〜午後９時

住所・氏名･a話番号、作品の大

も２人の場合で、前年の所得金額

3月12日(日)午前10時〜午後3時

きさ・数・種類を同センター(a

がおおむね305万円以下[〉援助対

展示、発表、おまっり広場、模
擬店、バザーなど楽しい催しがい
っぱい。気軽にお越しください。
車での来場はご遠慮ください。

象…学用品費、校外活動費、修学
旅行ｎ、給食ロ、学校保健法で定
められた病気の治療費など

匡]各
11同館（容21‑2804）

学校、ｎ学校教育課(s内線2610)。
・ツベルクリン反応検査

・大久保青少年センター

[〉とき…下表のとおり(ツベル
クリン反応検査の２日後に判定)。

し（幼児とその保護者）○午後
３時半〜４時＝絵巻紙しぱい・お

62)。

日〜６月９日の月・火・水・木・

・城南勤労者福祉会館

金曜、午後６時半〜９時。23回[＞

匡]３月３日出から同会館(346

定員…先着30人[＞受講料…１万50
00円。

‑0780)へ。

〈宅地建物取引主任者受験講座〉

の演奏を初歩から学びます。レと

c＞とき…４月６日〜８月24日の火

き…４月１日から第１・３土曜の

・木曜、午後６時半〜９時。21回

６か月間、午後１時〜2時。12回

c＞定員…先着60人c〉受講料…２万

c〉定員…先着10人E〉受講料…7200

4500円。
〈和裁＝初・中・上級〉t＞とき…

円(別にテキスト代1500円)。
〈演歌歌唱教室〉t＞とき…４月

４月７日〜６月30日の水・金曜、

８日から第２・４土曜の６か月間、

午前10時〜午後４時。20回＞定員

午後７時〜９時。12回c＞定員…先

…各級先着5人[〉受講料…１万20

着25人E〉受講料…6000円。

00円。

〈;S外旅行のための英会話教室〉

…４月８日〜９月30日の土曜、午

での金曜、午前10時〜正午。20回

前９時半〜正午。22回E〉定員…先

[〉定員…先着25人E〉受講料…１万

着25人【〉受講料…２万8000円。

5000円(別にテキスト代2500円)。

■さわやかバイクスクール

■城南地域職業訓練センター

[〉とき…３月５日(日)、午前10時

Ⅲ同センター(容46‑0688)。

〜正午E〉ところ…陸上自衛隊大久
保駐屯地内自動車教習所[〉対象…

は持ち込み)[＞参加費…無料

半〜２時半[＞ところ…生涯学習セ

〜13日の月・火・木・金曜、午前

最寄りの二輪販売店か宇治警察署

ンタ‑＞内容…乙女文楽(坂本真

９時半〜午後３時半。14回[＞定員

奈美さん)、津軽三味線(久保比

…先着20人[＞受講料…１万4500円。

Hli]同センター(322‑0220)。
■戦傷病者無賃乗車券類
引換証の交付
平成12年度分の戦傷病者無賃乗

午後６時半〜９時。

大会議室（産業会館３階)

(要別途テキスト代)。

…新しい総合計画中間案の説明、

<ワード・エクセル＝初級連続

意見交換など

けています。なお、障害の程度が

18日の月・木曜、午後６時半〜９

５項症以下の人も介護者同伴用乗

時。12回t＞定員…先着25人[＞受講

一日動物園（小雨決行、残菜があ

車券類引換証(甲種)を選択でき

料…２万2000円。

育に意欲のある人）、調理員、用

れば当日持参）、展示。いずれも

るようになりました。[＞持ち物…

務員【＞応募資格…満39歳以下の人

午前９時半〜午後４時（一日動物

戦傷病者手帳(身体障害者手帳を

園は午前10時〜午後３時）［〉対象

持っている人はそれも併せて)と

…幼児〜大人E〉参加費…無料。

印鑑

圃市販の履歴書（要写真）に保
を添え、子育て支援課（a内線23
24）に本人持参で。登録者の中か
ら必要に応じて雇用します。
・ボランティア募集

・ニュースポーツ体験教室
カローリングやラージボール卓

健やかな子どもを育てるために
あなたの力を貸してください。[>
対象…子どもの遊びに関心と熱意

月25日出、正午〜午後３時t＞とこ
り）［〉対象…市内在住の人［＞定員
…先着50人E〉参加費…無料（参加

味・特技を持っている人

賞あり）

保青少年センター（登44‑7447）。

匝］３月14日吹）までに国

民健康保険課(公内線2265）へ。

中央公

E〉とき…３月10日倒、午前10時

者[〉定員…先着30人[〉参加費…1
回]社会福祉協議会(a22

民館サ

午前9時〜午後5時

ツサージ・指圧・はり・き

所を除く︶で︑あんま・マ

施術所︵契約外の一部施術

市では︑高齢者が市内の

できるものが必要です︒３

持参の場合︑対象者が確認

へ持参か郵送してください︒

て︑市役所高齢福祉医療課

に必要事項を記入・押印し

[＞とき…３月23日田、午後１時
半〜３時半[〉ところ…宇治保健所

ゅうの施術を受けた場合に︑

など約140鉢の展示と苗の即売。

■ぜんそく教室

には︑３月末に助成証明書

〈春蘭展〉日本春蘭、中国春蘭

団同公社民間住

宅課(a075‑432‑2086)。

月21日脚までに申請した人

へ。いずれも入園料が必要です。

庁西別館１階)

その費用の一部を助成して

回講習会は同園（登45‑0099）

所…京都府住宅供給公社(京都府

を郵送します︒

者とその関係者[〉定員…先着20人

Ｉ植物公園

います︒平成十二年度分の

館[＞対象…市内在住・在勤の難聴

1）。

助成証明書の交付申請を次

日曜、祝・休日を除<)c＞受付場

回同図書館（昔20‑151

成証明書の有効期限は３月

央図書館

詳しくは高齢福祉医療課

16‑1)＝2戸【＞受付…先着順(土一

無料

︵萱内線2347︶ へ︒

モリアルマンション(木幡金草原

１日伽〜４月28日脆凭＞ところ…中

▼注意事項・：11年度分の助

ョン(広野町西S43)＝1戸、メ

先着10人(2〜5歳)I>参加費…

まし
のとおり受け付けます︒

[＞募集戸数…フェイス広野マンシ

▼対象者・：宇治市に住民登

府では中堅勤労者向け公共賃貸
住宅の空き家入居者を募集します。

31日胞までです︒４月から
は利用できません︒なお︑

入居者募集

録か外国人登録をしている

■たいあっぷ住宅空き家

Ｈ年度分の助成証明書の交

官公署・その他

12年度分施術費助成証明書申請受付
在︑満65歳以上の人︵まだ

犬

人で︑平成12年４月１日現

いろいろなともだちのお話をた

昌社会福祉協議会(S22‑5650、

FAX22‑5654)。

付を希望する人は︑12年度

「だいすきなともだち」

館

付を受けていない人で︑交

・児童書テーマ展示

高齢者あんま･マッサージ･指圧･はり･きゅう

64歳の人は65歳の誕生日以

発表会

t＞とき…３月12日(日)、午後１時
〜３時レところ…神明小学校体育

＜さん集めました。［＞とき…３月

半〜３時半【〉ところ…総合福祉会

募11年3月生まれのお子さん。10日
集圏までに広報課(a内線2070)へ

■神明学区福祉バザー

住の人C＞定員…先着25人【〉保育…

t＞とき…３月17日出、午後１時

明るく元気に育ってね。

1000円。

分とは別に申請書にその旨

冊西征)

t＞とき…３月14日吹)、午前10時

｢中・高年の食を考える｣

なり

６回

降に申請をしてください︶︒

ークル

加奈子ちゃん

H11.2.27@ ／小倉町南堀池

[〉定員…先着20人c〉受講料…１万

を明記し︑提出してくださ

サークルの仲間が作った作品
を展示し、学習の成果を発表し
ます。気軽にお越しください。

・お米を使った料理教室

■難聴者教室・健康講座

の土曜、午後１時〜３時半。

・コミュニティセンター・

3月19日(日)午前９時〜午後４時

圃同館(a22‑4687)。

奥山

くパソコンデータペースアクセ
ス〉[＞とき…４月８日〜５月20日

▼申請方法：市内各公民館

ん

すめ｣と調理実習【＞対象…市内在

汁ほか[＞対象…一人暮らしの高齢

先着20人[＞受講料…１万1000円。

い︒

3月18日出

t＞内容…講演｢日本型食生活のす

ソース、小松菜の白あえ、すまし

午前９時半〜正午。６回t＞定員…

行政サービスコーナー・地

倉町西畑13)。駐車場はありませ

〜午後２時E〉ところ…小倉公民館

歳に

き…４月８日〜５月20日の土曜、

域福祉センター及び契約施

｢学ぷよろこび、みんなの広場｣

催し

先着25人t＞受講料…１万1000円。

術所に設置してある申請書

〜11時半[〉ところ…同園園庭(小

圖地域子育て支援センター

福祉センター[〉献立…鯵のトマト

00円

午前９時半〜正午。６回r＞定員…

‑5650、FAX22‑5654)。

小倉双葉園保育所園庭開放

(容24‑6511)。

〜午後２時[＞ところ…東宇治地域

ろ…城陽市民体育館（送迎バスあ

があり、子どもと一緒に遊べる趣
目大久

[＞とき…３月17日出、午前lO時

回宇治地方振興局

満１

〈パソコンワード＝初級〉[〉と
き…４月９日〜５月14日の日曜、

〈エクセル表計算＝初級〉[＞と

・一人暮らし老人料理教室

＞内容

総務課（321‑2101）。

○３月３日出からの受付分

2304)。

球などで年齢を問わず楽しめ、健
康づくりができます。［＞とき…３

圃社会福祉援護課(a内線

〜４時[＞ところ…宇治商工会議所

先着20人c＞受講料…１万4500円

んなで体験、展示○３月12日（日）＝

育士資格のある人は資格証の写し

E〉とき…３月８日困、午後２時

９回t＞定員…

月11日倒＝こどもクラブ発表、み

［〉職種…保育士（有資格者か保

(a2i‑oiio内線343)。

〈パソコンｃＡＤ入門〉[＞とき

コース〉t＞とき…４月６日〜５月

・市立保育所臨時職員登録者募集

回

・京都府の新しい総合計画宇

…４月４日〜５月２日の火・金曜、

車券類引換証の交付請求を受け付

〈こども文化祭〉t＞とき…○３

原付・自動二輪車運転者(バイク

中高年コース〉[＞とき…４月３日

はなしC〉参加費…無料。

ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ反応検査日
3/7火) 3/21wo
判定日fS性者にBCG 3/9困 3/23團

〈海外で役立つ英会話〉[〉とき

[〉とき…４月７日から９月８日ま

[＞とき…３月11日出、午後１時

(2〜５歳)…無料(要事前申込)

子ども

時に連絡を。

くパソコン一太郎＝初級女性・

呂誌さん)t＞入場料…無料E〉保育

医療センター[＞対象…4歳未満の

〈簿記＝初級〉[＞とき…４月４

以上、定員20人)希望の人は申込

○3月２日田からの受付分

■春うららコンサート

〈おはなし会〉C＞とき…３月８日
困、○午前11時〜11時半＝おはな

凹保健推進課(a内線22

22‑0220)へ。

ロ同センター（344‑7447）。

午後２時〜３時半[＞ところ…保健

田3月

<大正琴教室〉懐かしい歌など

■歴史講座

館[＞対象…市内在住・在勤の肢体

S･･参加費用…約16万円

1175

先着40人c〉材料費…1500円。

113月10日圀までに

社会教育課に電話かファクス(a

第1234号

【〉内容･･･講演｢こどもの気管支聡

市役所への電話・郵便は

情報
BOX

2000年（平成12年）３月１日発行

た

宇治市政だより

第1234号

図書館

保険・衛生・相談

相談あんない
・青少年相談

2000年（平成12年）３月１日発行（４）

あんな本こんな本

電話予約を、
21日(火、午後１時〜４時、

■宇治青少年こころの電話

宇治公民館。昌保護司会・向井正存さ

図書館
｢1くわく紀行一京都･滋賀の温泉めぐりｰ｣

毎週月曜〜

(☆は児童書です｡)

金曜、午前９時〜午後５時、青少年問
人で暮らすことの可能性を求め、現代の新し

ん。343−0898。
・京都府交通事故相談

題の悩みなどお気軽に。324−0800,,
１家庭児童相談

１日伽・15日伽、

午前９時〜午後４時、宇治地方振興局。

10時〜午後４時。児童と家庭に関する

a21−2101.

困りごとなど。S23‑8698.

■社会保険相談

宮野智博著／京都新聞社

毎週月曜〜金曜、午前

甲南まで、京都と滋賀の

午後１時半〜４時。年金・健康保険な
ど。国民年金課(a内線2311)

ささめやゆき絵／ポプラ社

夏休み、ツララは、ほうきとトランクをも

わる歴史や人、そこに集

って、ひとりでおばあちゃんのところへ来ま

まってくる人びとなどを

した。実はふたりは魔女なのです。でもツラ

随想風に綴っています。

ラはほうきにのれません。おばあちゃんと暮

６日(月)、

らす１年間で、どんな魔法が使えるようにな
「龍神町龍神一三番地」船戸与一著／徳間
市

社会福祉協議会では

こ

｜

、

｜

しています

詳しくは11年度版

☆「にたものランド」ジョーン・スタイナー

五島列島の隠れキリシタンの島、龍之島を

、

のほかにも各種相談事業を実施

ターでは電話での相談も可。aO75‑45

数々の惨劇が襲います。元刑事とはみだし刑

｜

作／まえざわあきえ訳／徳間書店

．

1‑8930.

｢市民カレンダー｣をご覧くださ

毎週木曜、午後１時半〜３

事のコンビが、事件の陰に潜む秘密を解き明

ｉ

い

｜
.

ようこそ「にたものラ

かすサスペンス小説。

ンド」へ！ふだん見慣れ
ているものが、別のもの

■･‑■■●d●･･●･････a■‑■■■■■■■■･･･････■･●●････a■‑■■■■■■■■■‑･■‑‑■■‑■･j

時半、社会福祉協議会。昔23−0857へ

「ふたりで暮らそう」水上洋子著／WAV

り

何時間でも楽しめる絵本

人暮らしを乗り越え、同性、異性を問わず二

です。

察ができます︒また年数回の天文教室も

開催しています︒工作棟では陶芸・七宝

焼・木工などの創作体験ができるほか︑

3/13

3/14

南山（Ａ）、広岡谷、芝ノ東（JH以東）、五
ヶ庄西浦（JR以東）、三番割
3/17

3/2･24

れ?子どもから大人まで、

やっぱり寂しくなるのが実情。この本は、一

そよかぜ号巡回日程

南山(Ｂ)、南山畑、中村(J R以東)、南端
(J H以東)
六地蔵（jn以東・以北の全域）、花揃、赤
塚、陣ノ内（J R以東）、正中（JR以東）、
御園、束中（J R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 n以東）、炭山
六地蔵(J R以西・以南の全域)、陣ノ内
(JR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(JR以西)、
木幡西浦、南端(J R以西)、檀ノ東

3/16

3/21
3/22

おはなし
■中

日

地区
駐車時間
駐車場所
六地蔵 13 : 50〜14 : 20 六itJliS公会堂前
２日附
御蔵山 14: 40〜15:50 御蔵山小学校
３日脚 木 幡 u: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 14:50〜15:60汚水処理場横
大久保 13:30〜14:30旦椋公会堂前
９日出
南陵町15:00〜16
: 00 南陵第２児童公園
福 角 13 : 50〜14 : 40 五ヶ庄福角市営住宅
10日向
三室戸 15 : 10〜16 : 00 府営三室戸団地内
13 : 50〜14 : 40 日産開アパート西側
開
14日吹）
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日困
平 盛 14:40〜15:50 平盛小学校
棋 島13:30〜14:30II卸通川木ｶﾞﾚｰｼﾞ
23日困
吹 前 14: 50〜15:50 桐島小学校
24日脚北棋島 14:00〜15:3 0 北棋島小学校

程

新開(JR以東)、平野(J
R以東)、折坂
(JR以東)、福角(J
R以東)、一番割、二
番割

3/16

袋はソファーに…。あれ

由に時間を過ごせる一人暮らし。でも時どき、

野添、谷前、梅林、五ヶ庄西浦(JR以西)、
新開(J R以西)、平野(J
R以西)、折坂 ﾆ宇治i神明･広野･開･大久保･白川･志津川
(J R以西)、笠取、池尾
3/7･29 半白、白川、金井戸、志津川
福角(J R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 3/8･30 乙方、山本、東内、又振、山田、紅斎
ス以北）、荒棋、田中、大垣内
3/9･31 蔭山

車田、丸山、平町（京滋バイパス以南）

チューブはズボンに、手

―緒に暮らしている人のことを気にせず自

ノ……宍^';{n)pi白白‑i縦余画

谷下り、出口、森本、中筋、大谷、束中、西
3/15
中、藪里、段ノ上、東隼上り、西隼上り、門
前、黄道河原、只川、妙見、池山、岡谷

に見えてくる。絵の具の

Ｅ出版

＼ぐき㈲邸㈲個薗賜追ノ
３月のし尿収集日

3/10

3/15

茶摘み・いも掘り・わら細工などの農業

小・中学校の校外学習をはじめ︑スポ

体験もできます︒

ーツ活動やサークルの合宿︑また家族の

3/9･31

寺界道、古川、西田、北ノ庄、大林、芝ノ東
(J R以西)

公共施設めぐ

︵宇治市総合野外活動センター︶

も︑市内外の多くの人たちに利用されて

団らんなど︑宿泊だけでなく日帰りでで

います︒日常生活からしばし離れ︑頭と

体を使って自分の遊びを創り出してみて

はいかがでしょうか︒

六地蔵･木幡･五ヶ庄･黄道･炭山･笠取し

3/8･30

アクトパル宇治

西笠取辻出川西一

容075︲５７５︲3501

昨年六月︑宇治の東部山間地の笠取地

域に﹁アクトパル宇治﹂がオープンしま

有効活用︑併せて山間地域の振興を目的

した︒この施設は︑市民の交流と余暇の

約九鉛の敷地には︑管理棟・宿泊棟・

に建設されました︒

体育館のほか工作棟やキャンプセンター︑

フィールドアスレチックなど笠取の豊か

な自然を生かした施設があり︑野外活動

が多いに楽しめます︒山の一部を取り込

んだ散策路は︑野鳥などの観察やオリエ

ンテーリングに最適です︒管理棟の天体

観察室では︑天文ボランティアの案内で︑

府下最大級の屈折望遠鏡を使って天体観

《交通案内》
○京滋バイパス笠取インターから北へ車で約５分
(大津方面からは不可)
○府道大津南郷宇治線の笠取口から車で約７分

3/7･29

るのでしょう。ほうきにはのれるのかな？

書店

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑･･■･■･･･■■‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑゛‑゛‑゛゛‑‑‑･゛･●■■･s･●s‑‑s‑‑‑‑‑‑‑‑￨

2S21−2101．府暴力追放運動推進セン

3/6･28

。

内です。その温泉にまつ

午前９時〜午後４時、宇治地方振興局。

１法律相談

☆「ほうきにのれない魔女」茂市久美子作／

「出で湯」を巡る温泉案

15日出＝小倉公民館、

・暴力にかかわる困りごと相談

い家族の築き方を探っています。

丹後・丹波から湖南・

ノ

3/6･28
3/7･29
3/8･30
3/9･31
3/10

3/14
3/15

3/16
弐番（府道以北）、池森、樋ノ尻、里尻（Ｊ
Ｒ以北）小桜、石塚（心華寺通り以東）、宮
北一部、寺山（J R以東）、宮谷、尖山一部 3/21
（4番地）、中島、久保（JR以東）
東裏（J R以東の府道以北）、一里山（府道 3/22
以北）、桐生谷（JR 以東）、開町

８日伽・22日出

会

１日伽

■西宇治

15日出

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）手あそぴ、読み聞かせ、紙芝居など
（参加費）無料

おはなし
■中央

18日出

■東宇治

22日伽

たまでば

いずれも午後３時半〜４時

（対象）子供から大人まで
（内 容）主にストーリーテリング（素話）
（参加費）無料

こ

小倉･伊勢田･棋島･羽拍子･安田

戸ノ内、矢落(J R以北）、若森（JR以北）、
3/13
大久保町（近鉄以西）
蛇塚、石塚(心華寺通り以西)、東裏(JR
以西と府道以南)、寺山(J n以西)、西裏、
茶屋裏．丸山、一里山(府道以南)、桐生谷
(J R以西)、大久保町(近鉄以東｢久保(Ｊ
Ｒ以東)除く｣)

央

・東宇治

3/1･23

宮東、宮西、宮北

南浦(28〜33､80〜98､100〜110）、大京団地、
蓮池
◆
山際
４
寺内、久保、老ノ木（府道以北）、天王（府 月
か
道以北）、西浦､西畑、中畑､西山俯道以東）
ら
し
老ノ木（府道以南）、天王（府道以南）、東山
南堀池(本通り以北・以南､大和32〜36)､堀池 尿
収
南堀池（田中、大和、大和一部西２号通り以 集
北）、南遊田、遊田、砂田、毛語一部、中ノ 日
程
荒、井尻、中ノ田、浮面、名木、安田町
を
一
中山（近鉄以西）、毛語、南山、ウトロ
部
神楽田(山中含む)、西山(府道以西)、中央
台､北山Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ団地､毛語(府道以北) 変
更
し
中山（近鉄以東）、大谷、羽拍子町
春日森、−ノ坪、島前、大町、石橋（大川原 ま
す
線以西）、中川原（大川原線以西）、大川原、
の
で
東目川、西目川、若林、落合
南落合（○の通り〜13の通り）
ご
薗場(大川原線以北)、大幡、北内、門口、幡 注
意
貫､郡､石橋(大川原線以東)､吹前(市営住宅)
く
中川原（大川原線以東）、十一（大川原線以 だ
さ
東一国道以東）、十六（国道以東）、十八（国

3/1･23

小根尾、大開、尖山一部（2番地・６番地）

3/2･24

野神、大谷、琵琶、弐番(府道以南)、矢落
(J R以南)、若森(JR以南)、米阪、天神、
下居一部(権現町)

3/3･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

3/2･24

道以東）、吹前（市営住宅除く）
3/3･27

い
◆

南浦、西浦一部、神楽田一部（近鉄以西）

1176

