千円︒

加に五百八十八万円︒

五万円︒

プ設置補助金に千二百七十

▽農業用水碓保対策揚水ポン

業に千八百万円︒

▽筈罰玩保全林施設整備事

六百九十万円︒

補正後の予算総額は二百八十

追加に二千七百八十九万七

▽宇治白川線道路改良事業費

︿一般会計﹀

です︒

案の主な内容は︑次のとおり

となり康７．今回の補正予算

▽㈹南大久保集会所建設費に

▽交通安全施設整備工事費追

12月
七億八千九百八十三万三千円

六千ぶ胆ギ二万三千円で︑

一般会計の補正予算額は三億

3億6千7百72万円を計上
宇治市議会十二月定例合一は︑
十二月八日から二十三日まで
の︑土八日間の会期で開かれ
ていまず︒一般質問は︑十四︑
十五︑土八日の三日間が予疋
洽れてい未了︒
この定例会には︑昭和六十
二年度一般会計補正予算︵第
三号︶と水道事萎罫の補正

平盛ふれあいセンターは

くご利用いただぼチ︒囲碁

aｊｉＪ)か灸窪に寄りまで︑幅広

大久保青少年センターと併館
市では︑旧市立四幼稚園
の跡地利用として︑四園全

や将棋のセ″ト︑テレビなど
盈皿いた﹁老人憩いの部屋﹂︑
約千冊の本奎開えたどμ石

広

報

予算案

１−−−︱111111自SI1111−11111
一

一

合は午後10時まで

一４彩りを添えたスリランカの民族舞踊一

▼休館日⁝月曜日

７万人！

ビッグショー

部かぶれあいセンターにす
るのをはじめ︑青少年指導

図書コーナー﹂︑集会や室内ス
ポーツなど何にでも莉用出来

少年センタよ平盛︶など︑
新しい施設への転用を図っ

ーレクリェーションか薬しむ

る﹁多目的活動室﹂︑スポーツ

また︑大久保青少年センタ

と祝日︑12月28日

２ヵ月前から１日

シサンフェアうじ

国道24号線

センター冤道︶︑大久保青

ていまず︒工事の残る一園

ーでは︑専用の学習室︵二室︶

〜１月３日▼占用

﹁子供と老人の広場﹂で構成

欠配置し︑幼児を含む青少年

使用の申し込み⁝

前までに﹁使用許

栄来展望〜21世紀の産業と人との

ふれあい″をテーマに︑﹁サンフェアう

じ﹂が︑十一月二土八日の前夜祭を含め

中心に開催︒入場者も七万人に達し︑

て二十九日までの四日間︑産業会賜を

本市始まって以来の一大産業イベント

今回のイベントは︑ファッションシ

は︑大成功の内に幕か閉じました︒

ョ１・やコンサートなど若者の感覚に訴

える企画か乖頭に︑催し物の内容が極

めて多彩︒市内百か超える企業の協力

が大きなエネルギーか生み︑モれが市

見て︑聞いて︑味わ之采しさ⁝︒各世

民の共感か呼んだものと思われまず︒

思いに催し物舎響χ︑交歓する風景

代が一堂に集之蕩では︑人々が思い

が︑遅日続いていました︒

主催・問い合わせ

一月下旬には︑装いか薪た

か対象に︑社会教育事業念竹

由に利用出来ます︒ただし︑

青少年センターは

前からCO日前まで︑

は使用日の１ヵ月

ふれあいセンター

い未了︒
ご利用に際して

ふれあい・青少年両センタ

専用使用の申し込みは︑十五

をご希望のセンタ

可申請書﹂︵所定︶

ー共︑十二月二十日㈲から目

日叫から営け付けまず︒電話

ーへ︒

での驀持けは行いません︒

５時︒必要と認められる場

人形劇団﹁六﹂が公演

▼開館時間・：午前９時〜午後

開館記念行事

ンター︶▼演目⁝

ん︵人形劇︶・いる

・おむ子びころり

▼とき・ところ⁝○12月24
日出＝午後２時︵平盛ふれあ

劇︶▼入場・：無料︒

いるおばけ︵影絵

いセンター︶025日廊＝午前
10時︵横島ふれあいセンター︶︑
午後２時︵伊勢田ふれあいセ

二

近鉄大久保IR
二l什桝44+晰

小林幸子

にぎやかに

６３年２月１１日（祝）

し尿・ごみ収集日程のお知らせ

文化センター大ホール
63年２月11日(祝)
−i涵謐回丿

︵菟道︶についても︑来年の

小ｔ町西山44・豊22−1503

されてい毒了︒

●平盛ふれあい･大久保青少年センター

にして開館する予定です︒

㈹横島消防分署新築事業費

午後２時半・５時半（２回公演）

今回開館ずるのは︑横島・

百十八万八千円︒

▽報酬改正に伴蔵積に千几

立金に三千万円︒

▽玉井高齢者福祉事業基金積

幡︶増築設計費に八十万円︒

▽行政サービスコーナー︵木

開発費に四百十七万五千円︒

●伊勢田ふれあいセンター
▽債務負担行為の設定として︑

に一億三千万円︒
︿水道事業会計﹀

千円︒

▽受水費に四土谷三十万五

円︒

(財)宇泊4i文化ｾﾝﾀｰ(020‑2111)

伊勢田・平盛の各ふれあい
センターと︑平盛に併設の

ふれあいセンターは︑子

豊21‑2708

当日券
各500円増

｀切叫
市文化ｾﾝﾀｰ／市観光協会(観光案内所)／松下時計店(伊

勢田センターin)／フィーリ：
駅!S)／小山瑞泉堂(西宇治高
I酉)／うa ぎ堂(近s≫小倉
2筋)／黄桑薬局(宇治小学
駅前)／あたり屋(槙島紫ヶ丘
校西)／ジンノ誉店(9;阪木や
)／手芸とカメラのまつも
書店(宇治橋通り商店街)／富士
と(御M山商店街中央)／宇治
書房(is.鉄久津川駅前)／みつや書店(伏見大手筋４番街)

慧叫

文化センタフ:*:*‑;ﾚ

大久保青少年センター︒

・
▽金銭会計電算処理システム

桟S,町石橋13

▽動力費に四百ぢ十一

・豊44−7447

⑦
図

誰でも︑気軽に利用出来ます

槙島・伊勢田・平盛の3館
12月20日にオープン

国体関連道路
改良事業費追加など

宇治市ふれあいセンター
予算案が提出征れています︒

797

大久保町平盛30−

→2
に謁
西大久保

戸ヨ

々

12月15日（火）から発売

4

ご翻
平盛小学校⑦

千弓示

●槇島ふれあいセンター
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小倉公民館

グその外︒ ︵広野公民館︶

ティーサービス
料 理 教 室

難聴者と肢体障害者を対象

〜1月10日︵日︶
火災予防運動︑12月20日︵日︶
無火災で過ごそう年末年始

午前９時▼ところ・・・

‑

‑

‑

な心とたぐま

連携し︑市民

生以上▼参加費・・・無料▼参加

しい体かほぐ

正午▼ところ・・・太陽が丘公園

規定・・・手づくりのたこである

宇多野病院院長・西谷裕さん

▼申し込み・：当日︑直接会場

へ▼問い合わせ・・・宇治保健所

︵き02191︶へ︒

︵宇治保健所︶

あら即応電算機に登録し

振込先金融機関名な丿些︑

る業者の住所︑名称︑代金

計課から支払いを受けてい

請負︑業務委託などで︑会

の売買や役務の提供︑工事

化を予定︒このため︑物品

から︑金銭出納業務の電算

会計課では︑六十三年度

ｃ豊かな心を育てぶつ︵ ︶

す︒

とを︑最も重要視していま

力見りっこと﹂−︒このこ

な実践活動と︑お互いに協

﹁市民一人ひとりの自発的

現出来るものです︒従って︒

に稀ついてこそ︑初めて実

市民の自発的な意思と協力

目指す市民運動の推進は︑

まちづくりを

人つくり︑

基本

■運動推進の

明し示ｙ︒

次回からご説

容については︒

の具体的な内

ものです︒こ

しぷっという

の運動金作進

かって︑七つ

つの目標に向

これは︑三

大切にしよ之

自然・文化を

にしよう・郷

・花いっぱい︑緑いっぱい

もう・まちを両Ｌｙ︑Ｌ工う

努:≪‑よう・スポーツに親し

ル鴛瓦ラ・健凩つくりに

広げふフ・社会牛活のルー

・親切とふれあいの輪を

︿七つの運動項目﹀

市をつぐるり

明るぐ住みよい明日の宇治

たぐましい体をつぐるり︵⁝︶

し民

請用紙もあり乖ｙ︶︒︵会計課︶

納入︵品︶先関係各課など︵申

▼申請場所・：会計課または

請とは︑別のものです︒

管財契約課の指名業者登録申

さい︒なお︑この登録申請は︑

十二日㈹までに登録してぐだ

該当する業者は︑十二月二

ておく必要があり未了︒

12月22日脚まで

12月22日︵火︶まで
電算化に伴う業者登録
会計課

︿三つの基本目標﹀

い未丁︒

七つの運動項目を設定して

に︑次の三つの基本目標と

この目標か速成するため

■基本目標と運動項目

す︒

くることを目標としていま

住みよい明日の宇治市をつ

くみ︑明るく

会▼指導・助言⁝国立療養所

経難病患者とその家族の交流

の不安や悩み舎呻各う︑神

治保健所▼内容・・・療養牛活で

Ｌ時半Ａ時半▼ところ・・・宇

▼とき⁝１９一月15日脚︑午後

家族の交流会

神経難病患者と

吊民体育課︶

合運動公園管理事務所へ︒

会場へ▼問なおせ：山城総

こと▼申し込み・：当日︑直接

の総力で豊か

運動と緊密に

そして︑府民

く昨を指向︒

もった社会づ

まごころのこ

機に︑美ＬＩ

国体開催を契

運動は︑京都

宇治市市民

狙い

■市民運動の

お話しします︒

事項について

について解説︒今回は︑基本

前回は︑市民運動の趣意

みん

センターロビー▼対象⁝小学

▼とき・：63年１月10日㈲︑

︿たこあげ大会﹀

１３︶へ︒

‑

筆記用具︑持ち帰り容器︒
︿生花﹀
▼とき・・・ｐ一月28日囲︑午前

10時１正午▼ところ：未幡公
民館▼指導・：前木幡公民館社

ントン︑ゲートボール▼参加

▼対象・：①小学生以

太陽が丘陸上競技場

上の健康な人で︑健

費・：無料▼準回Ｔ上靴︵イ
ンディアカ︑バドミントン︑卓

支障がないと認めら

康診断で走ることに

球参加者︶▼申し込み・・・当日︑
直接会場へ︒ ︵市民体育課︶

れた人②親子リレー
の部の親は性別を問
いません︒ただし︑
子どもは小学校４年
生以下▼種別・参加
料⁝下表のとおり︵
参加料は当日集めま
す︶▼申し込み・問
い合わせ・：往復はが
きに種別︑住所︑氏名︑年齢︑
性別︑職業︵学校名・学年︶︑電
話番号を記入し︑12月20日面
までに山城総合運動公園管理
事務所︵干611広野町八軒屋谷
１・豊⑩1313︶へ︒
吊民体育課︶

たこづくり教室と
たこあげ大会

︿たこづくり教室﹀
▼とき・・・12丹26日出︑午後
零時半▼ところ・・・太陽が丘プ
ールセンター多目的ジム▼対
象：小学生以上▼定員・・・50人

611

‑

生▼定員⁝20人︵先着順︶▼教
材費・・・二百円▼準巻Ｔエプ

ン︑筆記用具▼申し込み・問い

ロン︑古タオル︑古新聞︑バレ
いずれも︑小倉喜老会の皆

合わせ・：木幡公民館へ電話か
に︑料理教室︵おせち料理を含
むおもてなし料理︶を開膏蛋

社会福祉協議会︵容⑩５６５

す︒申し込み・問い合わせは︑

０・５６５４︑ミニＦＡχ⑩

人︵先着順︶▼教材費・・・二千五

▼対象・定員・・・市内在住者20

会教育指導員・藤川尚子さん

らせ
百円▼準回Ｔ筆記用具︑ビ
ニール風呂敷︒

︿難聴者対象﹀

0857︶へ︒

市民スキー教室

▼とき・・・63年１月31日間︑

りしないぷコ︑くれぐれも

︵先着順︶▼参加費・・・小学校３

健康ランニング大会の日程表

今年も︑残すところ半月余
りとなりました︒木幡公民館
と小倉公民館では︑それぞれ

さんの指導で︑しの縄作りに

直接来館で︒

正月準備に役立てていただけ

挑戦︒申し込み・問い合わせ

る講習会を開催︒新たな気持
で迎兄る新年には︑ぜひ手作
は電話か直接来館で︒十二月

費か添えて︑木幡公民館へ直

いずれも申し込みは︑教材

迎春準備講習会

りの一品公序兄てぐださい︒
十一日宙から受け付け︒

ジュニア教室

︿おせち料理﹀

接︒問い合わせは電話で︒

▼とき⁝12月16日困︑午後
１時半Ｉ４時▼ところ⁝総合

醍醐スヶＩ卜前広場を午前６
時半出発▼ところ⁝マキノス

福祉会一館▼指導・：保健予防課
栄養士▼材料費⁝約五百円▼

キー場︵滋賀県︶▼対象⁝市民

しスキよＩセ″ト︶・：大人千

︵小学生以下︶二千三百円▼貸

費：大人二千八百円︑こども

▼定員・・白人︵先着順︶▼参加

丈ぼ市内勤務者とその家族

申し込み期限⁝１９一月13日㈲︒
︿肢体障害者対象﹀
▼とき・・・ｐ一月20日㈲︑午後
し時半〜４時半▼ところ・：総
︿福祉会館▼指導⁝小西安江
︷ん▼材料費⁝約五百円▼申

六百円︑中学生千三百円︑そこ
な千二百円▼申し込み・問い
負笹⁝12月21日囲〜63年１
月20日困に参加費鷺廊えて市
民体育課︵豊⑩3141︶へ︒
︵市民体育課︶

健康ランニング大会

︿ランニング・親子リレ・・︲の
部﹀
▼とき・・・63年１月15日面︑

ご注意欠なお︑あらゆる

年生以下四百円︑４年生以上
六百円▼準回Ｔカッター︑
物差し︑エンピツ︑新聞紙︑ご
み袋▼申し込み・問監易せ

・・・往復はがきに教室名︑住所︑

氏名︑年齢︑電話番号を記入の

上︑１９一月19日出までに山城総

合運動公園管理事務所︵〒

広野町八軒屋谷１・容⑩１３

国体契機に

▼とき・・・12月苔苗︑午前
0時〜正午▼ところ・：小倉公
1

固定資産税
第３期分の納期限
固定資産税・都市計国税の
納期限︵第３期分︶は︑一月四

︵納税課︶

し込み期限・：12月15日㈹︒
︵社会福祉協議会︶

スポーツひろば

▼日程・内容・：○12月13日
面＝午前９時〜正午︑神明小
学校︑インデ･ｖアカ︑バドミン
トン︑卓球︑グラウンドゴル
フ︑ゲートボール○12月20日
㈲＝午前９時〜正午︑西小倉
小学校︑インデＶアカ︑バドミ

③業者が勝手に期間を定

商品が前記法律条項の対象

られて来た商品を開封した

め︑﹁返事がなければ契約し

になります︒

来たら返せばよい︒

たものとみな２ と言って

へご連絡を︒︵商工観光課︶

観光課内･m3141︶

市の消費牛活相談室︵商工

ご相談やお問い合わせは︑

も︑消費者の意思で購入の
旨か伝えなければ︑契約は

販売業者からの一方的な

成立しない︒

代金の請求に応じる義務は
ありません︒好奇心から︑送

種別

1月10日まで
動
年末年始の特別警戒活
い新年﹄
﹃みんなで防犯 明る

３つの基本目標と７つの運動項目

なの

人､まちづくりを推進

お知

▼とき・・・12月23E團︑午前
10時〜午後１時▼ところ・・・木
幡公民館▼指導・・・寺崎ひろ手
さん︵料理教室講師︶▼対象・
定員・・・市内在住者28人︵先着
順︶▼教材費・：エ八百円▼準
巻Ｔエプロン︑三管兄︑

に関する法律﹂の第一八条

Ｉｊ〜ノー

｀

‑

１月1 5日（金）成人の日（園内コース）
A5キロ
参加費 性別
B3キロ C2キロ
男
○
○
○
女
○
○
○
男
中学生 4 0 0円
女
○
○
○
○
一般
７００円 男
○
女
○
○
高齢者
男
○
○
○
(6o峻以上)３００円
○
女
○
男
親（1.7キロ）
親・子 8 0 0円
リレー
子（1.3キロ）
女
小学校４年生以下

小学生 3 0 0円

民館▼対象⁝市内に住ひ小学
校４年生以上と中学生▼定員
・・・40人︵先着順︶▼材料費・・・百
五十円︒

迎春準備講習会

▼とき・・・12月25E宙︑午後

なく代金を支払ってし承つ

三ヵ月経てば︑自由に処分

ど証拠となるもの︶で行
い︑コピー衆薮す︒
②業者から返送Ｔるよ
一
・・６″ｙ⁝ヽヽｌ ｀とＩ
義務はなぐ︑引段取りにｙ ：： ：：： ：：：

ラ指Ｉ
示されても︑−
応︱
ずｉ
る−

ｅ

①商品引汲取りの請求は︑

こんな点にご注意

うに保管してお去垂しょう︒

手をつけず︒紛失しないよ

ただし︑その間は商品に

リンーピアノ演奏︑スウィン

リンオリジナル曲︑ヴァイオ

Ｅ▼演奏・：日本の歌︑マンド

ークークラインＶＯＬＴＡＧ

ンドリンアンサンブル︑ムジ

民館▼出演⁝宇治ギター・マ

７時〜９時▼ところ・・・広野公

▼とき・：12月19日出︑午後

コンサート

小さなクリスマス

い︒

日面です︒お忘れなぐ︑最寄

百円︒

な一方的な商法に対しては︑
消費者側に何の責任や義務
もありません︒代金の支払
いや商品の返送な芦ほ︑一
切不要です︒﹁訪問販売等

今回は︑ネガティブーオ

することが出来ると明記︒

書面︵はがき簡易書留な

オプションつて？
には︑送られて来た日から

ついて︑お話しします︒
注文していない
商品が届いた
全く知らない業者から︑

ぷぶ導万販売方法を︑

また︑販売業者に引き取り

注文してもいないのに︑書
籍や健康食品︑メガネなど

ネガティブーオプション︵押

してもよいとされています︒

の日か合力月経ては処分

の請求之竹った場合は︑そ

し付け販売︶と呼びます︒

この押し付け販売＠ぷっ

商品の取り扱い

が送られて来て︑その上代

うしたφよいのでしょう︒

のようなとき︑消費者はど

金の請求まで受けたＩ︒こ

ネガティブ

場合もあるぶつです︒この

職員▼対象⁝市内に住む小学

作︵版画︶▼指導・・・中央公民館

公民館▼内容⁝カレンダー制

１時半〜４時▼ところ・・・木幡

▼とき⁝12月25日閃午後

ジュニア教室

木幡公民館

⁝50人︵先着順︶▼材料費⁝二

１時半〜３時半▼ところ⁝小

a⑩8290)
(木幡内畑34− 7
●小倉公民館

りの金融機関でお納めぐださ

公民館の所在地

倉公民館▼対象：市民▼定員

●木幡公民館

プション︵押し付け販売に

コーナー
消費者

もうすぐお正月
小幡・小倉公民館で迎春準備の
講習会
気の弱い人な芦ほ︑仕方

a(g)4687)
(小倉町寺内91
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