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32人の新市議決まる
４月27日賄、宇治市議会議員選挙の投票が行われ、32人の新議員が選出されました。任期は４月30
日から４年間で、市民の代表として、その意見や要望を市政に反映させる役割を担っています。今回の
選挙では定数32に対し、37人が立候補しました。投票率は46.93％でした(前回平成ｎ年＝51.70%几
当選された人は次のとおりです(右上から横に得票数順。氏名・年齢・所属・現元新の別・当選回数・
住所の順。敬称略)。
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シリーズの認証取得

得OISO14000

000シリーズの認証取

◆対象事業⁝OIS09

いること︒

項︶で︑市税を完納して

小企業基本法第２条第１

所をもっ中小企業者︵中

◆対象企業⁝市内に事業

のです︒

書等を提出してください︒

年度内に所定の交付申請

後︑認証取得日の属する

◆交付申請等⁝認証取得

控除します︒

額を木市の助成金額から

を受ける場合は︑その全

別に国及び府等から助成

００万円を限度︑なお︑

額で︑︱企業︑各事業１

費の３分の１に相当する

◆助成金額⁝助成対象経

のみが対象になります︒

のときも安心です︒なお︑

手続きをすれば﹁もしも﹂

できるというものです︒

期間中の保険料が後払い

して承認を受ければ在学

付が困難な場合に申請を

この制度は︑保険料の納

付特例制度があります︒

国民年金には︑学生納

てください︒平成14年度

等の写しを添えて申請し

要事項を記入し︑学生証

ります︒

じて所得の限度額が変わ

があれば︑その人数に応

※学生本人に扶養親族等

せん︒

いる場合は対象になりま

定められた率を加算した

を超えて追納する場合は︑

承認された年度から２年

ます︒○追納は︑10年以

年金の年金額に算入され

める︵追納︶と老齢基礎

さかのぼって保険料を納

反映されません︒ただし︑

されますが︑年金額には

た場合は︑いずれか一方

１日以降に認証取得した
また︑現在取り組みを進

経費の一部を助成するも

もので︑取り組みから２
めている企業︑これから
の交付を希望する場合は︑

取り組む企業で︑助成金

修学校及び各種学校︑そ

短大︑高等専門学校︑専

務所から送付されていま

書等が京都南社会保険事

れた人は︑15年度の申請

の学生納付特例が承認さ

の制度は︑申請のあった

︵届け出が遅れた急こ

ります︒

保険料を納めることにな

内であればできますが︑
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あらかじめ事業計画書を

月の前月から承認されま
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取得及び登録に要する経
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の他の教育機関の一部に

す︒同封の返信用封筒に
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平成９年ｕ月より

紫式部文学賞の選考

委員を務めていただ

いた田辺聖子さんの

後任として︑平成１５年

５月より川上弘美さ

Ａプロフィールｖ

んが就任されました︒

平成１１年に﹃神様﹄

で第９回紫式部文学

賞受賞

圃文化自治振興課

▼募集条件⁝市内・市

外は問いません︒ｙ募集

部門⁝幼児・小学生∴

般︵中学生以上︶の３部

門︵１人︱作品に限りま

す︶︒ｙ作品規格・：植物

公園内を描いた絵画に限

植物公園絵画展を開催し

は休園︶に直接同園へ持

天〜６月29日剛五曜日

自由︶をはり︑５月13日

所・氏名・年齢・募集部門・

方法・：作品の裏面に住

技法は自由です︒▼応募

ります︒人きさ︑材料︑

電話︵ファクス︶番９ を

ます︒この絵画展は︑広

参してください︒▼展示

く作品を公募し︑コンテ

ストも行います︒

円の２種類

︻︼対象事業⁝以下を満た

す事業であること︒①不

特定の巾民を対象にし︑

生涯学習の推進を図るも

の②実施方法は講座・

講演会・セミナー・調査

など形式は問いません

③市または他の機関から

助成を受けていないこと

①事業の経費が奨励金

の額を超えること⑤政

治活動や宗教活動︑営利

活動を目的にしないこと

グループで︑かつ構成員

﹇﹈応募資格⁝５人以卜の

.･

からない」、「こうしてほしい」という苦

国や特殊法人の仕事で「困った」:、「わ

情や相談ごとはありませんか．このよ

うな相談を親切、迅速に取り扱うために、

国から委嘱された行政相談委員が特設:

行政相談所を開設します．相談は無料ノ

388︶

39・９３８７︑詣・9

▼問い合わせ⁝同園︵日

を行う場合があります︒

展終了後も引き続き展示

どを受賞した作品は︑同

は休園︶※宇治市長賞な

天〜８月17日㈱︵月曜日

ｙ作品の返却・：７月29日

日田に受賞者へ通知︶︒

ます︵審査発表は７月５

月27日向に表彰式を行い

力賞︑参加賞など ※７

公園園長賞︑優秀賞︑努

公園公社理事長賞︑植物

㈲ ▼賞・：宇治巾長賞︑

期間⁝７月８日収〜27日

秘密は厳守します０．１．
犬/･::……L.･.･ﾐ1..･
●と＼き：５月16日（金卜十六〉

20歳以上の学生の皆さん

年以内﹂認証取得できた

学生納付特例制度の
申請をお急ぎください

ものに限ります︒
申請は毎年度必要です︒

費帚外の事業所を含む

在籍する20歳以上の学生

特設行政相談所＼

の開設圃/A^gil市郎臨ト

クＩにあります︒

ださい︒申請書は同タン

9500︶へ持参してく

生涯学習モンタナ雪39・

月12日㈹〜６月Ｂ日㈲に

書に必要事項を書き︑５

︻︼申し込み⁝指定の巾請

月10日㈲

15年７月20日州〜16年３

︻︼事業の実施期間⁝平成

者が必要です︒

プについては成年の代表

ただし︑未成年のグルー

勤・在学していること︒

の大半が市内に在住・在

﹃まなびチャレンジ奨励事業﹄

人生を豊かに︑生きが

いあるものにする﹁生涯

学習﹂は︑健康や教養な

どの身近な分野から︑環

境︑育児︑青少年問題と

いう現代社会に問いかけ

る分野︑そしてボランテ

ィア活動の分野などさま

ざまな学習があります︒

市では活力とうるおい

のあるまちづくりを目指

すため︑こうした学習の

企画・運営をしていただ

く事業に対して奨励金を
交付します︒

︻︼奨励金・：５万円︑10万

秦ところ：アルプラザ宇治東店◇

4時∧☆

午後叩寺―

バッ

▽

選考委員に
川上さん

書いた応募票︵人きさは

！

植物公園では︑７月に

出展作品募集

紫式部文学賞

｜
｜
美しい花や木を
描いてみませんか

植物公園絵画展￨

︵対象︶大学︵大学院︶︑

取り組みの場合は︑市内
書類等詳しくは︑産業推

認される前の期問は保険

の事業所分のみが対象︶

市では︑市内の中小企

料を納めなければ未納期

す︒４月から承認を受け

生納付特例期間中の障害

間となり︑万一の事故等

より郵送︵送料は自己負

や死亡といった不慮の事

で障害が残った場合でも

等︵対象校の夜間部︑定

生本人の前年所得が68万

態には︑障害基礎年金ま

障害基礎年金が支給され

進課までお問い合わせく

円︵給与収入で約１３３

たは︑遺族基礎年金が支

②認証取得事業に着手

泉の競争力や信頼至高め

万円︶以下の場合︒

給されます︒○学生納付

るためには︑５月中に手

した日から認証取得日ま

※各種学校︑その他の教

ない場合がありますので

担︶で申請してください︒

ることを通して取引の拡
でに要する経費︵例＝コ

育機関については個別に

特例期間は︑老齢基礎年

時制課程︑通信制課程の

大を図るとともに︑環境
ンサルタント委託経費や︑

お︑現出された応募書類

定められています︒なお︑

ださい︒

問題に配慮した企業活動
認証取得の際︑登録機関

は返却しません︒

ご注意ください︒

続きをしてください︒承

を促進するため︑品質保
に支払う審査登録のため

64歳＝︱人︑65歳以上＝

金の受給資格期間に算入

︷承認を受けると︸Ｏ学

証の国際規格であるIS
※同一年度にIS090

の経費笹

００字以内にまとめ︑住

１人︶●応募方法・：５月

のほか︑次のとおり︑市

海外の大学等に留学して

人も含む︶であって︑学

09000シリーズや︑
環境管理の国際規格であ

から３年間です︒

︵ファクス︶番号を書い

を満たす人①市内在住

て︑郵送かファクスで健

所・氏名︒年齢 電話

画・介護保険事業計画の

で満20才以上②任期中

康生きがい課︵〒611

●応募資格：一次の①②

進行管理及び平成17年度

に約10回の会議に参加で

に行う計画見直しについ

18501住所省略可︑

て審議をいただくため︒
議会﹂を設置します︒協

者全員に通知します︒な

﹁宇治市高齢社会対策協
議会の委員は︑約15人で

23日田︵消印有効︶まで
に応募動機や︑介護保

お︑選考過程・選考理由

●選考結果⁝後日︑応募
険・高齢者保健福祉サー

構戊し︑学識経験者など
民委員を募巣します︒な

は原則非公開とします︒

︵20〜39歳＝１人︑40〜㈲21・0406︶へ︒な

きる ●募集人数⁝３人

定した高齢者保健福祉計

市では︑本年３月に策

宇治市高齢社会対策協議会の
市民委員を募集します

00及び14000シリ
ーズの両方を認証取得し

問産業推進課

るISO14000シリ
ーズの認証取得に要する

交付事業を実施します
ビスについての意見を８

・要件:保護者の就労形態などにより。家庭での保育が断
続的に困難となる場合や、傷病や入院、冠婚葬祭、その
他私的理由などで、一時的に保育が困難になる場合
■実施保育所：下表のとおり

問国保年金課

住 所 電話番号
保育時間
平日 午前８時半〜午後４時
木幡赤塚
登り保育園
32‑3811土曜 午前8 時半〜正午
8‑1
大久保町
平日 午前８時半〜午後４時
同胞保育園
44‑3632土曜 休み
旦椋72‑2
平日:午前８時半〜午後４時
小倉町南
23,5882
南浦保育園
土曜:休み
浦62‑5ﾌ
Hana花保育園宇治里尻
平日・土曜いずれも
21‑8739
午前8時半〜午後10時
＜6月旧開園〉5‑9
(5/12伺
※Hana花保育園は５月26日(月)より受け付けしま
す(午前10時〜午後４時)。
■対象：市内在住のおおむね１歳〜就学前の子ども
Ｉ利用料金：１日1700円(0歳児に限り2000円)。Hana
花保育園の午後４時〜10時は１時間当たり600円[飲食
費は]食につき別途300円必要)を直接実施保育所へ。
Ｉ申込方法：実施保育所で申し込みの受け付けをします。
詳しくは実施保育所へ直接お問い合わせください。
名

園

▲市庁舎玄関階段下に設置さ

皿
＝
ｰ皿
ふ
====
＝
＝

お︑任期は平成15年６月

市では、保護者が緊急の用事などで子どもを保育で
きない場合、その時だけ保育所でお預かりする、一時
保育事業を行っています。

だ
政

国民年金

一時保育実施中

よ

ISO認証取助成金

市
目卜卜卜目卜￨卜￨￨￨

so認証プレート
れたI

2003年（平成15年）5月ｎロ発行(2)
り
治

宇
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３

治

市

だ

政

よ

り
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小学生以上に>参mm‑‥無料

市役所への電話・郵便は

■植物公園

情報BOX

固同1

官公署・その他

れも人園料が必要です。

別番号のため住所不要

展示し、来園者アンケートと人気

＜バラ展＞約80

問は問い合わせ・申は申し込み申の書い

■登録ホームヘルパー募集

てないものは直接会場へお越し下さい

お電話は番号をよく確かめておかけ
下さい。お電話は番号をよく確かめ
ておかけ下さい。催し
■｢宇治田楽｣公開練習会
気軽にのぞいてみませんか。
レとき…5月回日出､午後３時〜
5時に＞ところ…生涯学習センター
レ対象‥･宇治田楽を躍ったり、篠
笛やタム(小太鼓)の演奏をして
みたい人、運営に関心がある人レ
参加費…無料。躍リの体験を希

55歳位までで体力に自信がある
②ホームヘルパー養成研ｲ彦2級
を修了③週20時間以上活動可

以上)を募集します。レ期間…15
年ワ月１日〜16年６月30日レ

レとき…5月13日㈹〜18日圓

能④バイクを所持し運転が可能

区図…宇治川(宇治橋〜隠元橋)卜

(相談可)C>面接…必要に応じて実

謝礼…月額4000円程度圃５月

＜花のクラフト展＞植物をテ

･■■5月14日困、午前10時〜11

ーマにした、クラフト作品(生け

施レ応募期閣…随時。午前s時半

31日田までに冊近畿建設協会(･n

時半レところ…生涯学習センター

花､押し花､絵画､アレンジメント

〜午後5時(正午〜午後１時を除

レ内容…｢ダンボールで汽車ポッ

リースなど)の展示･販売一制作体

＜)圃市販の履歴書に６か月以

〇72‑843‑43印)へ。
■城南地域職業訓練センター

ポ｣と自由遊びレ対象‥･乳幼児と

験会を行いますa

内に撮影した顔写真をはり、研ｲ彦

その親＞参i)D費…無料

20日因〜25日(日)

1>とき…５月

＜子育て講演会￣お母さん１人で
悩まないで子育ては社会全体で｣＞

第二赤十字病院長)レ参加費…無

とおリ圃⑥・⑦は５月旧日本

サービス公社ホームヘルプサービ

から受け付け。いずれも受講料を
添えて同センター日46‑0688)

中央図書館

ス事業所(西小倉地域福祉センタ

テーマ展示

ー内)へ、電話連絡後に持参。圃

へC

未来へ届けたい！

同事業所(讐22‑3089)

＼ 講座名

美しい日本のことば

・障害者アーチェリー教室

レとき…5月30日㈲､午前lo時
〜正午レ講師…津田淳さん(京都

〜広がる日本語の世界〜

料＞定員…先着ﾜO人＞保育…１

＜子育て講座｢子どもの食と栄

５月14日(水)〜28日(水)

ところ…サン・アビリティーズ城

まつリ実行委員会事務局(晋/FAX

表のとおり。講義一グループワー

回同館(晋39‑9256)

陽(城陽市中芦原)C>内容…基本的

22‑5557、http://ｗｗｗ.wao.０r.

ク・調理実習などレ参加費…

IP/dengaku/)｡市所管は文化自治

1000円(材料費含む)レ定員…先

振興課

着25人≫保育…リ

ピアノ

6 /20

今村晴美さん

１
講 惣ぐ

５月16日(金)
午後0

時15分〜45分

市役所１階市民交流ロビー
固
曲オペレッタ｢こうもり｣より
・序曲・失礼な冗談ね…ほか
圃文化自治振興課

■屋内ニュースポーツひろば

ァミリーバドミントン、ショット
＆パック、ショートテニスなどの

４ 午前10時
講
〜
刹麦1時

ルール講習と実技≫参加費･‥無
課
午後７時

圃5月27日因までに同館(?53‑

員…30人卜参加費…無料圃歴

6644)へ。
・商工会議所技能習得講座

＞とき…５月31日出〜６月１

宇治市食生活改善推進員協議会

までに参加費を添えて生涯スポー

を話し合い、編集技術を学びます。

ツ課へ。所定の申込書は市内の主

る人卜参加費…無料ト定員…先着

日㈲､いずれも午前w時〜i時

30人レ保育…2歳〜就学前

半＞ところ…西部地域子育て支援

テーマ

までに生涯スポーツ課へ。
■歯のひろば
歯の健診や、フツ素塗布・洗口、
歯みがき指導、パネル展示、丈夫
な歯をつくるおやつの紹介、人形

原稿、写真などをレイアウト

Hill￨￨lll!!‖‖川川￨Ⅲ‖‖川

９ 10/24版下制昨そのH校正を学ぶ)
10 11/14版下制作その２
11 11/28最終調整から完成へ
12 12/12完成した情報誌を手に謡し合う
■西宇治図書館｢お楽しみ会｣
子どもの読書週間にちなみ行い

＜園庭開放＞＞とき・ところ…
○５月15日本I‑―小倉双葉園保育
所○5月拓日座＝木幡保育所
○5月22日休＝西小倉保育所
○5月23日次＝大久保保育所。
午前10時〜11

時半(西小倉保育

ます。＞とき…５月17日生、午

所は午前10時〜u時≒いずれ

後2時〜３時＞ところ…同館≫対

も雨天中止。駐車場はありません。

出、午前10時〜午後2時半レと

象…幼児〜小学校低学年≫参加費

‐第７回都市景観審議会の傍聴

ころ…うじ安心館＞参加費…無

…無料＞内容…劇(出演＝劇団ふ
たリ)などHl同館(?39‑9226)
・大久保青少年センター

料。歯の健診は大人もどうぞ。
固保健推進課
■生涯学習センター
圃＜おやこつこらんど＞以外
は５月12日(月)から同センター(O
39‑9500)へ。
〈おやこっこらんど＞≫とき

mmセンター(75

Illlllllllllllllllll!川川1Ⅲ‖￨llll￨￨￨￨llillllllllllll￨￨llllllllll￨匝

あそびなど

ら学びます。≫とき…５月24日

劇など、歯の大切さを楽しみなが

杉本苑子︵作家︶

13日因・16日㈲・20日低〉23

−

﹁源氏物語〜夢の浮橋〜

〈たんぽぽ村＞≫とき…５月

の小・中学生をもつ親と関心のあ

−

講師／

固同センター(?39‑9109)

−

トークセッション
m氏物ｍに見る日本人の旅・心の旅

■地域子育て支援基幹センター

^Illlllllllllll￨￨￨￨￨￨￨l]￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨llEIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111｣￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨IF111111111111111111111111111111111111｣￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨]1111111111111111匹

パネリスト／藤本義一︵作家︶
鈴木日出男︵東京大学名誉教授︶
森谷剋久︵武庫川女子大学教授︶
東茂美︵福岡女学院大学教授︶
石井和子︵お天気キャスター︶

のうえ、5月23日剛(消印有効)

態

‑‑f
時

‑
をウ
越ム
えて‑
ＡＮ
Ａ千
歴年
史の
シ時
ン空
ポジ

な公共施設にあります。

司会／

数の場合は抽選)＞参加費･‥無料

ワード 6月24日〜ﾜ月1旧
中級 の火･金耀６回

(開町)

チケットは各プレイガイドで発売中
文化センター／観光協会／観光案り隋ＴＲ宇治駅前・
近鉄大久保駅構内︶／チケットぴ面／ローソンチケット

西宇治体育館≫定員…80人(多

ブ

刹麦
6時半
〜

泰代さん

圃宇治市文化センター︵日39・9333︶

時、後半

＝午前11時〜正午)レところ…

エクセル6月19日〜ﾜ月フ日
初級 の月一木曜６回

陽菜乃ちゃんＯ歳)

(別途食事代要)圃5月23日浙

誌づくり講座＞子育て・教育事情

８ 10/10に合わせる

(前半＝午前lO時〜11

鈎

ダンスなどレ参加費…2500円

｢若葉の会｣野葉料理の試食

所、氏名、年齢、電話番号を記入

の木曜、６回。2班に分けて実施

:6

お母さんといしょ

コミュニケーショングーム・歌・

(上靴持参)圃往復はがきに住

レとき…６月５日〜ワ月10日

午前
９時半
先看
5月29日〜6月６日の
〜
月火木･金曜6回
20人
午唯
３絆
６月９日〜ロ日の
月快一木･金曜6回

パル宇治(送迎バス有リ)＞対象…

…先着40人＞講習内容…講義一

月日

５月19日〜2ﾌ日の
月･火･木･金曜６回

＊!■〜⑤はパソコンが初めての女性や中高
年者向け＊受講料…①２万9000円②
１万8200円③〜⑤1万5000円⑤:⑤
１万4000円。いずれもテキスト代含む。
＊定員のO 内は、内中小企業の従業員枠

レとき…６月10日〜ワ月３日の

日圓の１泊２日レところ…アクト

センター≫対象…２歳までの子と
＼
１ 6/6 自己紹介と編集の流れ説明その親≫内容…うた・手遊び・お
もちゃあそびなど
２ 6/13 企画会議(ブレーンストミング
３ 6/27 企画会議(テーマを決める)
くぴよぴよ広場＞＞とか‥5月
４ 7/4 企画会議(損当廬現方法を決める) 22日〔莉､午前10時〜11時半≫
５ 7/11 書<･撮る･聞く･集めること
ところ…南部地域子育て支援セン
Ｇ 9/12 経過報告と今後の作業について
ター＞対象…就学前の子とその親
フ 9/26 レイアウトを考える
≫内容…うた・手遊び・おもちゃ

(前期)教室

⑤
言
言

ホ
顛

エーション指導者講習会

/｣晒すずさん鈴木秋子さん

トとき・内容…下表のとおり。い

昌

圃宇治商工会議所(??23‑3101)

市内在住・在勤・在学の人レ定員

講師…潭田美佐さん(子ども情報

■市民ソフトエアロビクス

し同館で決定)[>参ｶﾛ費…無料

講座のまとめ

午後７時T‑‑
5 /16㈲ 岡屋小学校 ヽ９吋半 研究センター)≫対象…市内在住
5 /20㈹ 宇治小学校

に＞とき…5月24日皿､午前10
時に市庁舎北側駐車場に集合≫定

バランスよい食事づくり②と

＜小･中学生の親のための情報

父

＜日本語文書処理技能3級講座＞

講師鈴木秋子さ八

ずれも金曜、午前10時〜正午レ

5 /15困 木幡小学校

人(多数の場合は､初参加者を優先

言

文化センター大ホール
フ月５日出
午後２時開演︵午後１時開場︶
︵入場料1050円︶
記念講演ひとり語り紫式部

5 /13因 御蔵山小学校〜9時

七名水を歩く・その2｣

■みんなで楽しめる！レクリ

−■％ｊＩ

料(上靴持参)。圖生涯スポーツ

初心者及び初･中級者に>定員…15

お知らせ

(調理実習)チヨツトの工夫で

８川
(金)

■第i7回歴史散策｢七名園と

史資料館(冒39‑9260)

7 /24 (調理実習)チヨツトの工夫で
木
ﾊﾞﾗﾝｽよい食事づくり①
３ 午前10時
武庫川女子大学
講

レとき・ところ…下表のとおリ
≫内容…ソフトバレーボール、フ

子どもの成長と食事の
関係について
武庫川女子大学
助教授小西すずさん

子どもの食事と献立の
7 / 4
(匍
２
立て方
講 午前10時
同 上
〜正午

〜
午後i時

１

技術の実技指導に＞対象…障害者で

先着25人

中井律子さん

汚日㈲､午前9時半〜11時半レ

出しをします。

定員

日程
6月12日〜8月26日
の火一木屑21回

午後
6時半
〜
シスアド６月10日〜ﾜ月８日
贈
②
初級 口矩盆躍9回

レとき…６月１日同一８日㈲・

養を考える｣＞≫とき・内容…下

ソプラノ

Ｔ

(前期)

話し方、漢字、文章、方言な
どの本､約200冊の展示と貸し

歳半〜就学前。先着25人

レ講座名一日程・定員…下表の

修了証明書の写しを添えて、福祉

上靴・タオル持参。圃宇治大田楽

｢ソプラノ＆ピアノ｣

く見守る河川愛護モ二ター(20歳

した切り花を先着順にプレゼント。

望する人はトレーニングウェア・

'布本沖i"^ザーコンサーヽ

国土交通省ではづ可川をやさし

次の要件をすべて満たす人言

種を切り花で

投票も行います。最終日は、展示

お電話は番号をよく確かめておかけ下さい。

5000円
・河川愛護モニターの募集

(1?39‑938ﾜ)へ。いず

２２−３１４１（代表）

〒611‑8511（個

火一木圖、午後6時半〜9E時。全
８回し定員…20人レ受講料…2万

一に置きます。

39‑9281)

＜あそびの広場・ドッジボール

歴史資料館収蔵晶展
｢絵はがき100年1000枚｣
５月13日(火)〜６月29日(日)
わが国で絵はがきが誕生して約
TOO年。当館のコレクションは
］000枚にのぼります。絵はがき

≫とき…5月19日丿､午後1時

は名産の茶とともに観光土産の定番

20分に市役所南玄関前に集合＞

です。またこれによって明治から昭

ところ…議会棟第３委員会室＞内
容…市内現地視察と会議(大規模
建築物等誘導基準の検討ほか)＞

広場＞＞とき…５月17日土、午
前)o時半〜正午＞内容…囲碁・

定員…先看５人三5月旧日光

将棋、ドッジボールなど＞対象…

当口市沿所1

までに都市計画課へ。関連資料は
誌の行w両料コーナ

午前９時〜午後５時
月曜日休館入場無料

即こかけて、名所宇治の姿の移り変
わりをたどることができます。ほん
のひととき、資料館の展示室で時間
旅行をお楽しみください。

圃歴史資料館(萱39‑9260)

卜川

と作るページ
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︒度で誤写真ぢ歓迎︵採用分には粗品を進呈︶◇市民情

︷報ト短信ド市民仇にに夕ルの催しや会員募集など・なお︒

掲載は紙面の都合で原則受付順

｀・連絡先一汗６Ｊリ｡ｔＣＯ５０ｊ宇治市役所広報

0団体までとしますゾ
3

ミセン○毎週火曜＝宇治

ル○５月２８日㈲Ｈ横島コ

便番号・住所・氏名・電話

日５百円︒往復はがきに郵

初心号初級者︶︒40人︒１

在学の女性︵中学生以上︒

コート︒市内在住・在勤・

時〜９時︒黄柴公園ハード

︵晋万7715︶︒

５月31日出までに加納さん

フィルム等は各自負担︒

会員が指導︒無料天園料・

公民館︒先着20人︒ＪＰＳ

ずれも午後６時半から広野

⑤８月20口州︒①言詮い

ミセン︒・︷回２千５百円

午前10時〜正午︒東宇治コ

サークル第２・４火曜︑

◆フラワーアレンジメント

内田さん︵７９０・67

511328︶︒

◆教育関連ＮＧＯ﹁パソコ

時半〜５時︒木幡公民館︒

第１・２・３火曜︑午後３

◆リズム体操リトミック

は電話を︒遠藤さん︵晋21

回３百円︵教材費別︶︒まず

〜８時半︒南陵集会所︒１

午後２時〜４時と午後７時

ンサークル﹂毎週火曜︑

台４丁目１−１１１︑回０

幼稚園・小学１年生の女児︒

４百字程

公民館︒いずれも午前10時

香ブ参加希望口を書き︑

募

︵花代込み︶︒初心者歓迎︒

に合わせた音楽活動やわら

５月27日因︵消印有効︶ま

お28日０ ︑午前10時〜午後

◆将棋・楽友﹁と金会﹂５

９０・３２６４・1234︶Ｑ

7147︶︒

T︱(持と午前１１時し止午
︵年齢別クラス︶︒ピアノ

べうた︒１歳〜就園前の子

でにテニス協会・一瀬さん

◆まきのっこ﹁親も子もお

◆春季ソフトテニス大会

月号に円︒小八木さん︵冒

ぶと・季節の花︶第１・３

◆和紙ちぎり絵講習会︵か

集

允︵琵・９９２互︒

と母親︒︱回８百円︒古川

友達と楽しもう﹂５月20
５時︒西小倉コミセン︒年

／討・6505︶︒

Ｊｙ万一

日因︑午前10時〜１１時半︒
２千円︒望月さん︵日や
６月８ロ凹午前９時〜

◆ソフトーエアローストレ

ジ５

横島コミセン︒乳幼児とそ
4587︶︒

東山公園テニスコート︒高

ッチ毎週木曜︑午後８時

ｙＪべＩ

の親︒手遊び・自山遊び︒
◆アロマテラピー＆ハーブ

校生以上︒Ｉチーム２千円︒

｀心

無料︵飲み物持参︒西村さ
ティー講座５月28日伽︑

岩口さん︵回236569︶︒

ｊ

◆街角かがく倶楽部○５

ん︵７・4333︶︒

ペース居場所︵御蔵山39−

午後２時〜４時︒フリース

ｋｒ゛ ｙ々７ぞ

0■ ＣＯ７０４ヅファクス20・８７７９︶︒６月
2

１日号へは︑５月21日用までに︒ただし︑宗教・政

課︵費

二送付

一１

゛ｙ

治・あき抑かな営利活動は掲載できませんプい⁝⁝⁝
り４ ｓｉ ︒″ ７９︲ ｒ君｀で

月17﹈⁚〜＝７百円○６月

◆ふるさと探訪クラブ５

◆福祉バザール ６月８日

ン︒月３千円︒橋羽さん

午後１時〜３時︒南宇治コ

木曜︑第３土曜︑いずれも

︵雨天時は６月15日㈲︶︒

♀６１１−0023折居

７日士友日Ｉ﹂丿と

月24日田午前10時に京阪

短 信

続計︒２回で千３百円︒い

し

◆親子体操体験講習会○

ずれも午前９時半八

凹︑午前１１八時〜午後２時︒

料費別千円程塵︒岩片さ

ミセン︒Ｉ回千５．白円︵材

出町柳駅前集合氷雨決行︶︒
ん︵費／Ｗ苧９８５旦︒

６２２︶︒８百円︒西村さ

︵ヲ回・３７９旦︒

下鴨神社〜相国寺方面︒３

士冒や0466︶︒

市民会館︒先着15人︵４日

◆社交ダンスサークル︵中

前までに要予約︶︒田中さ

◆ストリートダンス教室

Ｈ５月23口窯・30日網︒い

ｏ毎週水曜︑午後６時〜７

ずれも午前10時≒２同で

総合福祉会館前庭︒５月30

百円︵拝観料別︶︒青木さん

日㈹までバザー用品・リサ

１ ５百円︒２歳〜就同前の

月２８日水︑午前10時八八時

◆お話し会と園庭開放５

士琵・1060︶︒
︵琵・３７４ヱ︒

◆バドミントンジュニアス

◆社交ダンス﹁セカンドダ

ンシングクラブ﹂︵カップル

ミ︵７回・7372︶︒
５回で３千５百円︒保育あ

３時半︒生涯学習センタ﹂

か︒５月30日Ｉ午前10時

児について話し合いません

﹁大幣神事見学と講話の

◆剛宇治市文化財愛護協会

７７言

〜９時半︒束宇治コミセン︒

毎週金曜︑午後７時45分

◆英会話サークル﹁ＢＢＹ﹂

村さん︵雪33・７４８士︒

跡半〜正午︒いずれも木幡

時半○第３木曜Ｈ午前９

○第１木曜＝午後１時〜４

◆大正琴を習いませんか

◆俳句サークル第２木曜︑

ん︵回22・6154︶︒

民館︒月子５百円︒山岡さ

後７時半〜９時半︒宇治公

激しい汚れの無いもの︵綿

の募集毛布は穴や破れ︑

◆アフリカへ送る救援毛布

ンス宇治﹂毎週月曜︑午

イクル品募集中︵廃棄寸前・

◆ＮＰｏ法人働きたいおん

０７７古︒

束宇治コミセン︒１回千２

半〜３時半︒中火公民館︒

士雨天中古︒登り保育園︒

な大型家電製品は不可︶︒

百円示学生以下千巴︒木

級︶毎週木曜万４回︶︑

Ｏ歳〜就面前の子と親︒無

宇治市明るい社会づくり運

午後７時半〜９時半︒ＪＡ

料︒のぽり児童館︵日33・

動の会・秦さん︵回43・３

時半＝ヒップホップ初級

なたちのネットワーク﹁あ

8375︶︒

○毎週木曜︑午後６時〜７

２時〜４時︒黄聚体育館︒
なたの企画を実現します﹂

◆子育て広場乳幼児の育

賞味期限切れ・運搬が困難

◆簡化太極拳講習会５月
小学４Å

の毎週土曜︑午後１時半〜

講座５月24日と

団体︶毎週月曜︑午後７

要送迎︶︒益科︒上靴とあ

京都やましろ西宇治支店︒

ればラヶツトも持参︒徳田

時半日ヒップホップ入門︒

15口〜／月31日の毎週木曜︑
午後７時半〜９時︒木幡公

◆宇治将棋教室５月17口

〜正午︒南宇治コミセン︒

会﹂６月８日㈲︑午前９

︵７・３９６古︒

３０犬
り︵４百円面予也︒同事

２百円︒保育︱人百50円︒

校︒月５千円︒西村さん

◆捨てればゴミ︑生かせば

務局︵晋／み44・９１６ヱ︒

毛布・ベビー毛布は不言︒

午後１時とＪ時︒広野公民

海外輸送費にも協力を玉

資源アイデアによるリサ

時半〜止午︒県神社・酸水

午後１時牛〜︒宇治公民館︒

◆筝・三絃・尺八定期演奏

月５百円︒木佐さん︵回21

館︒年４千円︒女性・未成

公民館︒月２回で２千５百

イクル作品展５月16口な

円︒初心者歓迎︒猫田さん

◆楽しくジャグリングしま

15日旬までにアフリカへ毛
布を送る運動推進委員会・

月４千円︒竹田さん石21

︵日叩−１５７︶︒

せんか第２・４金曜︑午

秦さん︵冒叩３７７也︒

4601︶︒

◆実用書道サークル︵筆ぺ

後７時〜９時︒宇治公民館︒

利用案内

１ ︒５百円︒５月肌口田ま

ん・毛筆︶○毎週水曜且先

２百円︵中学生以下他言︶︒

８言︒

水曜︑午後１時半〜４時︒

道ふれあいセンター○毎

松山さん︵g43・８４７士︒

イドクラブ コースは一

会５月25ロ田午後ｏ時

中央公民館︒中・高齢煮

週木曜＝南宇治コミセン︒

◆社交ダンス︵初級︶﹁キャ

般・源氏物語︵宇治十帖古

年者は３千円︒林さん︵回

事務所︵〒6111004

月千５百円︒中川さん︵雪

いずれも午前10時半﹂正午︒

ンティｓＤ﹂毎週木曜︑

Å

2小倉町老ノ木10︑池本

33・０６０古︒

１回５百円︒黒柳さん︵晋

午後１峙半〜２時半︒槙高

包料︒角花さん︵g22・２

三室戸駅前集合︒京福電鉄

◆広野写友会﹁初心者のた

２３５０・3133︶︒

百円︒谷岡さん︵費０９０・

第１・３木曜＝午後１時〜

◆社交ダンス﹁トライ﹂○

無冊体験有り︒高木さん

百円︒ＯＢの社会人チーム

校︒小学生対象︒月２千５

前８時土止午︒三室戸小学

少年団団員毎週日曜︑午

◆陶芸サークル彩炎第

８８１士︒

者歓迎︒田村さん︵回22︒

言ふン︒月２千円︒初心

間まで︒交通費として千円

跡︶・外国語の３種類︒４時

伊藤さん︵晋43・0853︶︒

訪ねて＝６月８口㈲︑午前

嵐山駅〜法輪寺〜亀山公園︒

めの写真教室﹂①６月18

７７旦︒

パソコン・60歳パソコン講

９時にＪＲ京都駅中央口集

８キロ︒百円︒小枝さん

◆宇治観光ボランティアガ

口９百円・何口でも︶︒６月

方︶へ︒問い合わせは杉町

◆アトリエ翔楽しく絵を

／附や１９乙７古︒

師の泣き笑い﹂５月20日

合︒唐山寺〜鷹峯〜北野天

鉄の竹田駅が⁚北口集合︒い

百円︒わいわいＴＲＹ熟・

曳英幸さん︒先着30人︒３

◆めばえリトミックサーク

局︵﹃︒／鰍叩2613﹄︒

いずれも雨天決行︒同事務

集合︒ｏ幕末京都戊辰鳥

ずれも出大決行︒３百円︒

村山さん︵日２０・0697︶︒

曜︑６回︒いずれも午後７

６月３日〜19日の火・水

◆女性ナイターテニス教室

◆高齢者合唱団﹁おおとり﹂

叩1453︶︒

子５．白円︒運営費年２千円︒

〜４時︒木幡公民館︒月２

ザ内同クラブ︵ｇ／附叩

ＪＲ宇治駅前市民交流プラ

ガイドも椎︒巾し込みは︑

人以上で申し込みを︵当日

もあります︒田村さん︵日
前10時〜正午︒いずれも宇

５０８旦︒

３時○第２・４木曜＝午

治公・民館︒月４回で２千円︒

清水さん︵費32・4005︶︒

日叫②６月28日田︑午後
〜時半〜＝宇治植物園③

第２・４木曜︑午後１時

１・２・４土曜︑午後２時

７月16日本④７月26日頃

須山さん︵雪印6053︶︒

︵日や2330︶︒

午後１時半〜＝三室戸寺

︵雪／縦や6193︶︒

内午前10時ミ１１時牛︒生

満宮方面︒２５キロ︒５百円︒

に四条鳥丸角︑住友信託前

羽の戦いコース＝６月Ｉロ

涯学習センター︒講師＝船

青木さん(§:４３・３７４玉︒

︵有料施設等は実弩︒２

冊︑午前10時に近鉄・地下

3278︶︒

10時〜午後５時︵︱日は午
後３時まで︶︒中央公民館︒

さん︵琵・4833︶︒

描いてみませんか︒第２・

◆三室戸サッカースポーツ

◆社交ダンス同好会毎週

せん定・植え替えの実習も

◆さわやか歩こう会６月

４水曜︑午前９時〜止午︒

でに︑はがきで同協会漣絲

あります︒無料︒宇治さっ

束宇治コミセン︒月２千円︒

半〜４時︒文化センター小

○鴨川源流を訪ねるウォ

き同好会・中川さん︵晋懸

12日出︑午前９時45分にＪ
Ｒ山崎駅前集合︵雨天決行︶︒

午後５時︵最終︲は正〜ま

ークＨ５月25日ド︑午前９

天王山方面︒９・５キロ︒

肌日田・６月１日刊午前

以外の各種法律相談に京都

時にＪＲ京祁駅中央口集合︒

８４２旦︒

◆さっき盆栽花季展５月

吉７法律相談部の学生︑ｏ

四条大橋〜出町柳よ石屋橋

◆宇治菟道歩こう会６月

ホール︒無料︒三曲協会・

○山背占道・龍王の滝コー

◆歴史文学健康ウォーク

Ｂ・ｏＧの弁護士︑教授か

方面︒23キロ︒旦白円︵別

◆学生無料法律相談５月

ス＝５月16口Ｉ午後１時

応じます︒無料︒同部︵ｇ

言︒生涯学習センター︒

にＪＲ山城多賀駅前集１

０７５・７５１・9365︶Ｇ

途要バス代︶○お土居を

◆京都府ウォーキング協会

○幕末京都四条∴五条コー

◆おしゃべりサロン﹁私と

18日〜︑午前10時〜午後４
時︒宇治公民館︒税務相談

ス＝５月匹一日圓︑午前10時

１日叫午前９時半に京阪

４４・８１５旦︒

大井さん︵晋／関叩７１

利︑６月７日上︒いずれも

︵琵・3430︶︒

時半〜９時半︒西宇治中学

４月５日く土)〜５月５日(例にスプリン
グフェスタを開催。2万5000本のチュ
ーリップやビオラなどが咲きぽこる園
内で、子どもから大人までが楽しめる
さまざまなイベントが行われました。

60歳以上︒月千円︒金山さ
ん︵７啜・8527︶︒

スプリングフェスタ

◆社交ダンス﹁ソシアルダ

植物公園花も人もにぎわいました

月２Ｔ５．白円︒岡本さん

民館︒月千５百円︒太極拳

クール ５月17日Ｉ︑午後

戸と親︒堀井さん︵﹃⁚ヲ

催

水・28日水ｏ黄梨体育館

西宇治体育館＝５月14日

市民情報

毎月11日号みなさん

Å

交差点

協会・水谷さん︵晋叩５

同園では､5月下旬にはバラや
ハーブが楽しめます。

４
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