、20−0100

テレホンサービス

量の増加が予測されます︒将

十五トン︶を内容とする︑上

二百人︵且ｍ九万二千二百四

⑤二千五百円・④三千円

前売券発売中！

受け付けを開始

ンクール

ら分水舎支ける計画であり︑

表情﹂をテーマに︑季節

四季を通じた﹁宇治の

▼応募資格・・・特になし

宇治市観光写真コ

これに伴い更に容量二千八百

▼規格・：カラープリント︑

となり︑西小倉地域の約六千

の供給能力は︑Ｅ量一万トン

体特別戸を設け︑本市

年︒昨年に続き﹇京都国

今年は︑京都国体開催

名︑住所︑氏名︑年齢︑

合わせ・：写真の裏に︑題

もの︶▼申し込み・問い

作品で単写真︑未発表の

午後２時半・午後５時半

文化センター大ホール

を提出してください︒応

に原版︵ネガまたはポジ︶

入賞者は定めた期日まで

は主催者に帰属します︒

なお︑入賞作品の版権

㈹宇治市観光協会︒

ーで予定▼主催・・・宇治市︑

ルクストリードギャラリ

宇治市観光センター︑ポ

賞信認・：３月下旬以降︑

者全員に直接通知︶▼入

発亨・３月４日吻︵入賞

フトボール賞各２点︶▼

点︵水泳・サッカー・ソ

20点︑京都国体特別賞６

３点︑準特選５点︑入選

▼賞⁝推薦２点︑特選

印有効︒

⑩3334︶へ︒当日消

611宇治市宇治塔川２・ａ

宇治市観光センター︵〒

はり︑２月25日脚までに

月日を記載した応募票を

2月25日まで

日 ･ 1 1 日･21 日発行
●毎月1

第799号

豊かな水を暮らしの中へ
本市では︑増加する水需要に応じて安定した給水を
行うため︑上水道施設第五次拡張事業の中心的施設と
して︑伊勢田町中遊田に西小倉浄水場を建設します︒
この２月から第一期の建設にかかり︑昭和六十四年
五月に完成の予定︒総事業費は約十億八千万円です︒
西小倉浄水場は︑西小倉地域に給水し︑地下水による

来の水需要に対応し︑安定し

十年から進めています︒この
中に心的施設として︑伊勢田町
中遊田に西小倉浄水場を建設

五千九百七十一平方メートル︑

トンの配水池を第二期工事と

感あふれる風景︑行事︑風

四ツ切りサイズ︵新しい

六百戸︵第二期給水時︶に給水

開催競技の﹁水泳・サ″

西小倉地区︑伊勢田地区

高橋登志子︵伊勢田町遊田

２月11日(祝)

︵商工観光課︶

募作品は返却しません︒

文化センター(a四2lli)へ

●問い合わせ

竃 話 ( 0 7 7 4 ) 2 2 − 3 141

昭和63年
(1988年)

宇治市政ダイヤル

Ｉ
／
２
第一期給水で日量五千トン︑更に府営水道からの分水
によって第二期給水時には︑日量一万トンの給水施設
となります︒

六万六千七百人言量施設能
た給水を続けるため︑本市で

現在︑本市の給水人口は十

力七万六千二百八十トン︶で
は︑昭和七十年を目標年次と

水道施設第五次拡張事業聖八

すが︑住宅の増加や生活水準
した計画給水人口十九万四千

するものです︒

水源とする貝畳千トンの供

建設面積は千五百六十平方メ

俗など︑新鮮な作品を募

対象とした作品も募集し
給施設︵第一期給水は約三千

集します︒

めている府営水道広域化施設

が可能となります︒︵水道部︶

性別︑撮影場所︑撮影年

などを備えています︒これら

で欠員となっていた民生委

新民生委員・児童委員に

41−５き⑩6766︶

−10aG1715︶

委嘱されたのは次の人で︑

ト昨年の入賞作品

カー・ソフトボール﹂を

ています︒
三百戸に給水︶で︑敷地面積は

ートルとなっています︒

して建設する予定です︒これ

西小倉浄水場は︑地下水を

小林幸子ショー

第5回
が完成すれば︑西小倉浄水場

施設の概要は︑取水設備と

整備事業により︑六十七年を

総事業費10億８千万円

して︑深さ二百メートルの深

めどに小倉地域で府営水道か

民生・児童委員が決定

西小倉・伊勢田地区

井戸・取水ポンプを備え︑浄
水施設には︑薬品設備・急速
ろ過機・ポンプなどを備えて
います︒
また︑配水施設として︑容
量二千八百トンの配水池・配

の施設には︑最新の設備を導

員・児童委員の後任者が決

田中紘一 示倉町山際４−

▼西小倉地区

入し︑五ケ圧の宇治浄水場で

定され︑厚生大臣︑京都府

30豊⑩7582︶

水ポンプ・電気設備・管理棟

集中管理が出来るぷつにして

知事の委嘱状が伝達されま

▼伊勢田地区

青山陽一 ︵小倉町南堀池75

います︒

した︒

市では︑２月中に建設工事

任期は昭和六十四年十一月

にかかり︑六十四年五月完成
を目指しています︒総事業費

三十日までです︒

︵社会課︶

は︑約十億八千万円を見込ん

一方︑京都府が府南部で進

でいます︒

815

の向上により︑今後水道使用

▲西小倉浄水場の完成予想図

傘

〒611京B府宇治市
宇治琵琶33番地

1翫

課
報
広
編集

京都府宇治市
発行
市政愉報いつでも24時間

西小倉浄水場建設に着工
64年5月第1期分が完成予定

徴収票︑収入証明書などを
持参してぐださい︒
③生命保険料の課税所得控除
証明書︑Ｅ療費の領収書な
とを添付してぐださい︒
④扶養配偶者やその外の扶養
家族がある場合は︑漏れな
く記入してぐだ倍い︒・

受け付け開始

︽入札参加資格﹀

んのでご注意ぐださい︒

る人︵業者︶は登録申請出来

○禁治産者・準禁治産者

ません︒

並びに破産者で復権奎得な

年の各営業年度に営業実績

高の無い人○宇治市税を滞

満の人︵建設工事関係業種

では︑建設業法による営業

納している人︒

契約課にあり季ｙ︒詳しぐ

なお︑申請要領は︑管財

の許可︑測量及び建設コン

サル関係業種では︑業務ご

とに市が定める営業に関す

︵管財契約課︶

41︶までお問い合わせく

ださい︒

は︑管財契約課︵Ｓ⑩31

後２年未満の人︶Ｏ直前２

めに必要な許認可等を得た

る登録︑物品や役務関係業

在で当該営業開始後２年未

い人Ｏ昭和63年３月31日現

③所得控除に配偶者特別控除

が新設言れました︒世帯と

しての税負担の軽減を図る

ために︑配偶者の所得に応

じ︑十四万円を限度として

配偶者特別控除がｆｔｔｅ＾ａれ

未７．

４

種では︑当該営業聚汀ラた

本日から業務区分ごとに
昭和六十三年度指名業者
の資格審査申請蔵下表の
要領で受け付けまず︒
︒申請していないと︑工事︑
測量︑建設コンサル業務・
物品役務供給など︑指名競

申告書などは︑市役所市民税

争入札などに参加出来ませ

載事項の誤記や必要書類の

課︵豊⑩3141︶までご請

⑤郵送で里子る場合は︑記

不足がないぷフ︑特にご注

求ください︒ 吊民税課︶

次の項目の一つに該当す

意ぐださい︒
詳１ こは︑申告書及び申告

所得税の申告

①マイホームをローズで新

れることがありまず︒

界巡り︑購入した人②病気︑

憂箭Ｕていない人︒

容

２月16日から受け付け
今年も住民税と所得税の申告時期になりました︒税
金は︑豊かな町づくりのための貴重な財源であり︑正
しい申告と納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︑窓口が大変混雑します︒申告は早
と同じく二月十六日から三月十五日です︒・

給与支払い報告書が提出さ
れている人︵年末調整済み
の人︶︒ただし︑給与所得
以外の所得︵利子・配当・
不動産所得など︶がある場
合は申告が必要です︒

除の合計額か超える時︒

けがなどで多額の医療費を支
払った人③災害・盗難にあっ

与の年収が千五百万円を超
える人○給与所得や退職所

②サラリーマンの場合は○給
所得税は︑納税者が自分で

得以外の所得金額の合計が

正しい確定申告を

①申告書には︑六十三年一月

一年間の所得とその税額夕計

二十万円を超える人○二力

申告時の注意点

一日現在の住所と現住所︑

算して申告し︑納税する申告

なお︑この控除Miｔｏる場

合には次の点にｉｊ注意鴛

見昇所得金額が八百万円

か超える人には適用されませ

合は︑所得額四十九万五千円

宇治市学校給食会では︑

給食に必要な物資︵年間百

八土八日︑一日約一互八千

百食分︶を︑登録業者制によ

る７別入札法で購入︒

入札参加資格審査申請書﹂

などについての﹁指名競争

ルタント業務︑物品の購入

建設工事︑赳星︑設計コンサ

昭和六十三年度に発岸ずる

局まで︑所定の申請書に関

係書類か添付して申し込ん

なお︑登録出来るのは次

でぐださい︒

の項目に該栄葛業者です︒

に営業所があること︒

①市内次たは京阪神地域内

相当額の販売実績がある

②相当な資本で経営され︑

こと︒

と︒

③常時営業か続けているこ

していること︒

④引き続いて二年以上営業

に物資を納入出来ること

⑤指定の期日︑時刻︑場所

︵学校教育課︶

︵五校以占︒

を︒ ︵城南衛生管理組合︶

171︶までお問い合わせ

用度管理係︵豊０７５剛5

詳しぐは︑同組合総務課

ら二十九日まで行い毒了︒

﹃指名願い﹄の受け付け

城南衛生管理組合

登録濫掘ずる業者は︑教

育委員会の学校給食会事務

い領い請顛こ 可簿証請
＠にこに記の 等If明
をとつ入外証本書書

めに済ませましょう︒申告期限は︑所得税の確定申告

住民税の申告
申告してぐださい︒申告の必

後日これらの証明書が発行出

要な人が申告をしていないと︑

来ませんのでご注意ぐださい︒

申告の必要な人

で宇治市内に住所か肴した

①昭和六十三年一月一日現在

人︒
申告の必要がない人

納税制度か採ってい未了︒

な人④昨年の中途で退職し︑
電話番号を記入してぐださ

２月16日以前でも
還付申告受け付け
なお︑還付奮汚るための

︵宇治税務署︶

︵支払額百六万五千円︶未満

に限りまず︒○控除夕受ける

には︑申告書に配偶者の所得

額を記入して︒提出になけれ

1悶悶詰導な礁問゛
（土曜日の午後は除く。

内

ばなりませんＯ給与所得者は︑

へ配偶者特別控除の申告書を

年末調整を受ける際に勤務先

提出する必要があり未了︒控

63年度から一部適用
階に簡素化吝れ︑最高税率

整時に控除か受げていない大

昨年︑地方税法と市税条例

は︑税務署次たは市役所へ申

告をしなければなりません︒

②納税者本人の基礎控除︑配

告書と源泉徴醤夢提出して

除が驀Ｋむぞハで︑年末調

偶者控除︑扶養控除の額が

ください︒

が百分の十四から百分の十
産収入がある場合︑土地や

用される主な改正点は次のと

それぞれ二万円引章上げら

二に引き下げられました︒
建物を売った場合などで︑

おりです︒

れました︒

の改正が行われました︒その

昭和六十二年中の所得の合

税では︑税率の区分が七段

①所得割の税率が改正︒市民

内︑昭和六十三年度分から適

計額が基礎控除や配偶者控

やみなし法人課税の適用を

④その外︑譲渡所得のあ今人

受ける人の場合で︑一部計

算方法な芦徊唇応ることが

あり毒司

ごはい方 ｀ 明
覧Aて法必書
く申のな要 な
だ請詳どな ど
さ要し申書

Ｓ
２月６日出まで

必
要
書
類
な
ど

許登印申
認記鑑

※

○

除︑扶養控除などの所得控

市税の納付は便利な口座振替で
問い合わせ⁝納税課︵容223141︶

宇治市産業会館l階多目的ホール

２月１日〜20日

ii
ｌ

２月22日(月)から ２月1 日(fl)から

受
付
期
）
間

納入業者の登録申請

業務区分ど受付日程表

指名願い

い︒

ｌ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

時半〜4時中央公民館
所以上から給与のある人︒

−

里⁝得税の確定里呈器視務

確定申告をしなければなら

1

または家屋のある人︒

ないのに︑期限まで里ｎしな

1

②宇治市内に事務所︑事業所

要経費が分かる書類︑源泉

空︿十二年中の収入金額や必

1

んＯ所得の種類にょりまふ︑

1

里ほ︑二月土谷以前でも

１

署に提出する人︒

確定申告をすると所
得税が還付される場合

ｌ

２月27日出まで
１

務

ａ
ａ

所得税確定申告説明会
確定申告をずる必要がない

ａ

②給与所得者で︑勤務先から

かったり間違った申告をした
りすると︑後で不足の税金を
納めるだそなぐ加算税や延

１

配偶者の所得が給与所得の場

１

零浴けてい康司手続きは︑

自

お早めに︒
１

人でも︑次のよ之迫合は源

１

泉徴収された所得税が還付さ
１

滞税も納めなければならない

−

住民税が改正

−

①事業収入がある握Ｒ不動

次の様な場合には︑確定申

−

学校給食物資

業

どiSa築ェ
調やi4や事
査土゛土関
ヽ木ヲ木係
補建iな
價築サど
調設ルの
査計間工
係事

●
・物
各請物品
種負品・
の 供役
役 給務
務 や関
提 製係
供 造
な の
ど

・m○ ○ ･建
な地測量建設

｜
−
−
Ｓ

2月9日（火）午後1
︱

なお︑所得が無かったり︑

太陽神戸銀行宇治支店

少ないなどで非課税の対象に

※時間は、いずれも午前10時〜正午と午後
１時 4時（ただし、太陽神戸銀行は、
午後３時まで）。

なる人でも︑児童手当や福祉

2/26溺

会

−

住民税の申告

東宇治消防分署
西大久保集会所

関係︑国民健康保険関係など

2 /Z5和

−

ことになり求丁︒

正にｙ︑計算の上︑申告と納税

2 /24村

伊勢田公民分館
旦 椋 公 会
紫ヶ丘公民分館
六 地 蔵 公

１

出張受け付け

また︑左表のとおり市内

か済まｆｅｉＶ‑vださい︒

昨年一年間の所得と税額を

各所で出張受け付けをしま

堂
広
野 公 民
西小合集会所

2 /23火

や︑所得証明書発行などの基
礎資料となり車ゐで︑必ず

２月18日から各所で
里覇間中は︑市役所市

すので︑お近ぐの会場をご

住民税の出張受け付け日程表

確定申告が必要な場合

民税課窓口で平日は午後五

利用ください︒︵市民税課︶

堂
2 /22{月)

受け付けか行い求ｙ︒

時まで︑土曜日は正午まで

館
2/19(勿

木 倉
幡 公
公 民
民 館
館
小
伏見信用金庫六地蔵支店
開 公 民 分 館
2/18村

場
会
日
月

住民税・所得税の申告
問い合わせはお気軽に

1988年（昭和63年）２月１日発行(2)
り
よ
だ
正5（
rfj
1台
宇
第799号

正しく、お早めに

816

受講生を募集

お知らせ
三種混合予防接種
２月４日から実施

はいずれも午前９時半〜正午

会場な丿評しぐは︑昭和六十

破傷風︶夕仔います︒日程・

種︵百日せき︑ジフテリア︑

宇治市遺跡地図

︵改訂版︶の頒布

教育委員会では︑昭和六十

一年に作成した宇治市遺跡地

図︵改訂版︶聚増刷し︑有償で

頒布していまず︒

▼頒布価格上冊二千円▼

問い︿Ｂせ・：社会教育課︵容

︵社会教育課︶

⑩3141︶へ︒

青年フォーラム

参加者募集

▼とき・：３月13日間▼とこ

ろ・・・野外活動センター・友愛

の丘︵城陽市︶▼定員：50人

▼内容・：交流と竹細工やふる

さと料周つくり▼企画運営⁝

宇城久青年フォ１︲︲・ラム実行委

員会︵スタ″フも募集︶▼申し

込み・問い合わせ・・・宇治地方

２人目の子ども︵就学前︶から支給

ワイシャツ
白の長そで

141 ▲4.1 ▲14.5 翻

ります︒また︑義務教育就

学前の平戸もには︑病弱な

どの事情原肌学困難と認め

られ︑現に就学していない

六十三年度から薪たに対

児童も含まれ求丁︒

象となる人は︑三月三十一

日までに印鑑か痔って福祉

課で申請手続欠保護者の

現在支給されている就学

銀行口座番号もお忘れなぐ︒

中の児童については︑三月

三十一日原于当は消滅しま

児童手当について︑詳し

す︒

︵福祉課︶

くは福祉課︵き⑩3141︶

へ︒

100

160

洗it代

３月31日までに

児童手当の申請

﹄児竜手当は︑家庭生活の
安定と︑次代の社会を担う

児童の健全育成・資質の向

上を図ることを目的に支給

してい未了︒

昭和六十三年四月一日か

らは︑十八歳未満の児童を

二人以上養育している人で︑

二人目からの義務教育就学

前の子μ石に支給されまず︒

前年の収入が一定の額以上

の人は児童手当は舜営Ｅ

ません︒左表で確認してく

なお︑自分の子芦石でな

ださい︒

くても︑一定の生計関係が

あれば受給出来る場合があ

0.6▲2.4 170 140

普通品１斤
(スライスしたもの)

宇治半白

ｓ62・１・１１①

でもやってくる老後︑その豊
かな明日のために﹂＝樋口恵
子さん▼申し込み・：社会福祉
協議会で︑入場整理券︵先着
順︶欠配布︒
︵社会福祉協議心一︶
第７回歴史サロン
江戸時代︑村の人びとはど
のぷつに祭りを運営し︑また
それが時代と共にと２ 花し
たのでしょシか︒地域に残る
古文書か手掛かりに︑学んで

▼とき・：２月18日出︑午後

みませんか︒

２時〜４時▼ところ⁝中央公
匹館会議室▼テーマ・・・﹁お神
輿さんとムラ〜五ヶ庄の場合
Ｉ﹂▼申し込み・問い合わせ

価格状況

笠井千紗子ちゃん

ご希望の人は︑戦傷病者壬帳

消費者物価2 瀧
⁝電話で歴史資料館︵豊⑩1

328 ▲4.4 ▲0.3 358 258

そタヶヤミソl
kg

二月から三月にかけて︑市

︵先着順︶▼申し込み⁝宇治公
▼ところ⁝木幡公民館▼対象

と印鑑夕痔って福祉事務所社

この公表価格は,1月初めに実施した消費生活モ
ニター店頭価格調査に基づくものです｡(商工観光課)

スカッション○講演・：﹁誰に

お買物めやす

311︶へ︒ ︵歴史資料館︶

︵青少年対策室︶

振興局民生課︵き⑩2102︶

パソコン中級講座

へ︒

▼とき・：２月24日︸Ｔ３月

︵ただし︑16日心は除く︑全

28日㈲までの月・水・金曜日

14回︶︑時間はいずれも午後６

時半〜９時▼ところ・：城南地

20人︵先着順︶▼受講料上万

域職業訓練センター▼定員⁝

しよう油キッコーマン濃口
ポリ容器入1 t

188 120

▲21.2

3．3

118

円︵教材費を含む︶▼申し込み

日清サラダ油
ポリ容器1000 g

700

0（1月分）

・問い合わせ・・・城南地域職業

男爵100
g

210 20,7 73.6380 120

キャベツ中玉約Ug

115

︵交通労政課︶

すき焼用

内十会場で︑三種混合予防接

民館へ︑電話または直接来館

児童は︑保護者同伴でお越し

二年麿政﹁市民カレンダーと

上般市民▼定員⁝30人︵先

ください︒また︑百日せきに

着順︶▼申し込み・：木幡公民

▼対象・：２〜４歳までの幼

かかったり︑四⊥ハ歳未満の

︵社会課︶

持ちの人は︑その手帳もお忘
れなく︒

高齢化社会を考える

シンポジウム

ホール▼内容⁝○パネルデ″

25cm
X 8m

650'

訓練センタ人き㈲0688︶

シャンプー 液体ポリ容IS22OCC
花王エッセンシャル

最低
価格

規
格 平均
価格 封 前 月 比 m年比
18￡店頭
735 Ａ 3.4 A 4.9 810
灯
油
18J配達
763 ▲2.1 ▲7.2 900
t現金
ガソリンレギュラー1
売り
121 ▲0.8 6.1 125
ティッシュ
400枚入I箱
ペーノ{−
(ｸ>lﾈｯｸｽ･ｽｺｯﾃｲ)
154 5.5 2.0 198
へ︒

ネスカフェエクセラ
瓶入150 k

インスタント
コーヒー

︵宇治公民館︶

みそ作り講習会

児▼実施方法・・・○第１期＝２

作りを通して食生活か見直し

各会場共︑車での来場はご

▼とき⁝２月９日脚︑午後

︵企画課︶

▼とき・・・２月17日困︑午後

語る集い

女性の老後︵明日︶を

推進協議会︒

催・・・京都南部都市広域行政圏

・Ｅ・企画課︵き⑩3141︶▼主

ん外▼申し込み・問い４tｌＣｉ？)

安女学院短大・上野千鶴子さ

堀川病院・早川一光さん︑平

京都文教短大・後藤晨次さん︑

う高齢化社会﹂▼パネマー・：

▼テーマ・・・﹁みんなで考えよ

１時▼ところ・・・向日市民会館

この欄に掲載するお子さん（62

１時半▼ところ・・・文化会館小

アルミ
ホイル

198 Ａ 0.5 ▲8.8 238 128
162 3.8A 3.6 188 128
230
０ ０ 230 225

サランラップ
30cmX 20 m

145 A

卵Ｍサイズパック入
10個

鶏

2.4kg

■mt用
粉石けん

で︒

歳から４歳禾満の間に３〜８

には︑二種混合︵ジフテリア︑

幼児でまだ接種していない人

手引庶をご覧ぐださい︒

週間間隔で３回接種○第２期

館へ︑電話か直接来館で︒

＝第１期終了後︵３回目から︶

▼内容・とき・：︵こラじ作

てみましょう︒

︵木幡公民館︶

１〜１年半の間に１回接種○

無添加・低塩分のみそをこ

▼とき・・・２月５日６︑午前

第３期︱小学校６年生で１回

社会保険相談

遠振ぐださい︒︵保健予防課︶

▼とき・ところ・：２月12日
面＝木幡公民館︑２月26日金
︱宇治公民館︒時間はいずれ
も午後Ｌ時〜４時▼内容・・・年

︵保険年金課︶

金や健康保険の仕組みなどに
ついて︒

戦傷病者乗車券
引換証の交付
昭和六十三年度分の戦傷病
者乗車券引換証の交包四求を
驀扮け康す︒戦傷病者の認
定を受けている人で︑交付を

康を﹂︱森や林の中で野点や
山菜摘み︑山菜料理夕楽しみ︑
世代か越えて人と自然のふれ
合いを深めなが息請増進に
役立てる▼対象・：市内在住の
55歳以上の健康な人▼定員・・・
50人︵先着順︶▼参加費三万
五千円︵傷害保険︑旅費︑宿泊
費︑食料費含む︶▼申し込み・
問い合わせ・・・はがきに住所︑
氏名︑年齢︑電話番号を明記し︑
〒611広野町一里山21のＨ・高
齢者森林浴の会代表今西圭子
Ｊ ん︵き⑩0872︶へ︒２月
10日困締め切り︒
︵市民体育課︶

会課へ︒身体障害者壬帳をお

10時〜正午▼ところ・・・広野公
民館▼テー了・﹁北方領土の

記念日と生活講座

貝２月７日﹂﹂によせてｙ講
接種︒

こに筰匯から学びまず︒みそ

師・：京都新聞論説委員・三宅

５︶▼申し込み・問い合わせ・・・
はがきに住所︑氏名︑年齢︑男
女別︑電話番号︑職業︵学生は
学校名・学年︶︑段位︑団体戦
は立ち順名欠し︑干611広野
町一里山22の16・宇治市弓道
奨輦務局・西垣内靖さん︵萱
㈲0227︶へ︒締め切りは

高齢者森林浴

２月10日困︒ ︵市民体育課︶

・▼とき・・・４月23日出〜24日

県朽木村朝日の森︵宿舎はバ

皿︵１泊２日︶▼ところ・：滋賀

ンガロー︑眠房トイレ付き︶▼
テーマ・目的⁝﹁自然の中で健

破傷風︶か行い未了︒

半Ｉ４時︒︵みそ作り︾＝２

ふ１２月16日脚︑午後１時

敏央さん︒ ︵広野公民館︶

なお︑学校で受けなかった

丹18日閑︑午前10時〜正午︒

合わせ・：岡村光一方さん︵酋⑩
4343︶へ︒︵市民体育課︶

弓道大会

▼とき・：２月14日旧︑午前
９時〜午後１時▼ところ・：陸
上自衛隊関西地区補給処︵黄
緊︶▼競技・・・近的競技︵個人・
団体︶︑８射︵４矢２立︶立射に
て競技▼クラス・：女子の部︑
男子初級の部︵︱段以下︶・上
級の部︵４段以上︶▼対象⁝市
内在住・在勤・在学者▼参加費
⁝社会人四百円︑学生・牛徒二

嘔頂短期大学≫)教授
桑本千賀子sえ

食用油

341,4
378,9

この外︑２月15ほ午後︑16日

︵市民体育課︶

10時Ｉ正午▼ところ⁝宇治公
民館▼対象⁝初心者▼参加持

百円︵参加申し込み時に納入︑

一吉証券貯蓄課長
村上賢徳さん

食生活の工夫

台所用
ラップ

公 民館の所在地

郵便振込上只都３・1625

低金利時代の財産形成

3/11
囲

午前︑汀早前と午後のいず
れか１回︑準備作業名汀う▼
ところ・・・木幡公民館▼講師⁝
牛屈改善グループ・村田叔子
さん▼市内在住で準備にも参
加出采る人▼定員・：15人︵先
着順︶▼材料費・：八百円▼持
荷？・筆記用具︑エプロン▼
申し込み⁝木幡公民館へ材料
費を添えて直接来館で︒
︵木幡公民館︶
消費生活講座
▼日程・内容⁝下表︑時間

３︶へ︒

フォークダンス
初心者講習会

・：七百円▼持参品・：体育館シ

▼とき⁝２月７日間︑午前

←八幡宮←近鉄新田辺駅︵解

み⁝当日︑直接会場へ▼問い

ューズかゴム底の靴▼申し込

散︶の約12＊M▼準備品・：昼食︑

コース・：京阪宇治駅←八幡駅

︵雨天の握回21日に順延︶▼

８時半に京阪宇治駅前へ集合

▼とき・・・２月14日面︑午前

市民歩こう会

市民体青のお知らせ

市内在住の人▼定員・：30人

ところ・・・宇治公民館'対象・・・

はいずれも午前10時〜正午▼

▼日程・内容・：下表︑時間

にご参加ください︒

章君妾える教室です︒気軽

理解し︑明日への充実した生

れて采たものの良さや価値を

土の文化夕見直し︑受け継が

今回は︑地域の風習など郷

に学習してみませんか︒

世代間交流の輪か広げ︑共

世代間交流教室

雨具．水筒など▼問い合わせ

817

同.S;杜女子大学教授
カーﾄﾞ時代の家計管理
坂本武人さん

３／８
(･刈

食/fン

▲印は減

２
３
４

2/29
卵

み

Ｏ人
１

得 額 収 入 額
325,5万円 468,8万円
355,5
506,3
385,5
543,8
415,5
581,3
445,5
616,7

京ー讐t活コンサ･レタント会長
石原八重子さん

2/22
(月)

砂
糖上(3U g
小、麦粉日清小麦粉フラワー
Iks (薄力粉)

扶養親族等の数 所

師
講

ふるさと文化の伝承と発展
⁝木村長次さん︵豊⑩３６３

消費生活講座の日程表

469 ▲3.9 ▲5.4 638 338
262 4.8 4.0 328 248
252 0.8 5.9 278 235
203 1.5▲1.0 239 158
933 0.1▲11.8 948 890

特例給付の所得制限額

郷土の文化について
−ふるきと文化の継承と5ES−京冊文化財st階絹
若原英弐さん

バレイショ

収 入 額
214,4万円
257,3
300,1

得 額
133,6万円
163,6
193,6
223,6
253,6

０人
１
２
３
４

2/25
困

牛
肉中程度100 k
塩さけ 切身100
g

児童手当の所得制限額

えん坊。滑り台でよく遊びます。

鳳凰(ほうおう)湖

伝承される地ti.のa.習②
‑u婚葬祭の心としきたり−

924 1.2 4.3 958 880
388 ▲2.8 8.1 650 278
318 ４ 2.5 1.6 400 210
25 4.2 31.6 39 10

扶養親族等の数 所

ちさこちゃんは。一人っ子の甘

天ケ瀬ダム湖に愛称

京都新聞ls説委員
船a 昇さん

子どもの
教育費を考える
増加する
消費者被害と保.l
2/18
困

ーマ
ア
−

日
月

儀式作法if究会
代S
岩上 力さん
2/16
(幻

目

品

宇治公民館…宇治里尻71
（豊⑩2 8 0 4）
の9
木幡公民館…木幡内畑34
の7 （a⑩8 2 9 0）
広野公民館…広野町寺山
17 (aR 7 4 5 0)
２／９ 伝承される地域の風習①
(･幻
‐u婚葬祭の心としきたり一

師
講
容
内
日
月

年２月生まれ）を募集しています。
広報課へご連絡ください。

と呼んで

末
世代間交流教室の日程表

第799号
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り
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1988年（昭和63年）2月１日発行（4）

宇治市政だより

●10日（関西地区補給処=

ださい。相談は無料、秘密は厳守。

10時〜正午、13時

展示と賞味会

r…………………………………………………………………l

〜15時半）。

社会福祉協議会の法律（定貝io人)

飼えなくなった犬・猫の引き取り

■年ｌ

｜金・結婚・心配ごとなどの相談日程や、：

３月６日︵日︶
午前10時〜午後４時

電話予約は観光センターだ

通社各営業所で︒

観光センター・宇治駐車楊ビルなどで

100人に宇治のレターで″ト

が当たる︑お楽しみ抽選会有

(観光センター内)

三月六日㈲︑宇治の料理や

(社)宇治市観光協会

土産品を見て︑食べて︑楽し

ください︒ ︵商工観光課︶

｜−::‑:･:‥‥‥‥‥‥‥￨･￨III

け︒賞味会の時間を指定して

‑‑:，y.・−.I

む﹁ふるさとの味覚・展示と

ふるさと宇治の味即売︵観

■茶だんごの製造実演・賞味︑
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開
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賞味会﹂が︑観光センターな

移動図書館

そよかぜ号巡回日程

宇治市中央図書館︵電話1511︶
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参加券の発売

交通事故の法律問題、示談のしかた、賠償

一拝観︵平等院庭園︶

宇治地方振興局S@2049,
9時〜16時）。

光センター隣りの児童公園︶

参加券は︑料理賞味券︑茶

17日、京都府

どで開催︒こぞってご参加く

だんご賞味券︑拝観券︑お楽

談は月〜金曜日の10時 16時に総合福祉
会館3階の家庭児童相談室(a⑩8698）
:で。
：

●京都府交通事故相談(3日,

ださい︒

宇治駐車場ビル２階︶

にみ抽選券のセ″ト︒一枚二

催し物

ぼラお之戸をメーンに︑

■料理賞味会︵平等院南門前

早春の宇治の味覚をｎ味︒午

千円で七百名様限り︒

前売り券は二月一日から発

前Ｈ時〜午後３時の１時間ご

エ観光課で、教育相談は教育委員会で、ｌ
：日曜日を除く毎日受け付け。家庭児童相：

時半）。

売︒観光センター︑観光案内

●登記相談(9日、総合福祉会館13時半〜15

と︑計４回︒

このほか、市政相談と一般生活相談は
：市役所市民相談室で、消費苦情相談は商｜

所︵宇治橋西詰め︑近鉄大久

●青少年相談（26日、市民会館13時〜16時）。

■宇治にちなんだ料理︑土産

の日程ほ、62年度版「市民カレンダーと
：手びき」に掲載。ご利用ください。
：

相談あんない

保駅︶︑商工会議所︑京阪交

ｉ行政一人権・消費生活・精神薄弱者相談：

一半）。

品の展示と試食︵観光セン

●毎週月曜日（宇治保健所一午前９時〜10時

ター２階︶

保健・衛生・相談・移動図書館︵2月分︶

ふるさとの味覚

額の算定、訴訟や調定のしかた、自賠責保
険の利用のしかたなど、お気軽にご相談く

献血

電話(23)3
3
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2月の燃えないゴミ・し尿収集日程表
京倉縛(ifpasを除く近鉄以東の全域、西山）
燃えないゴミ市役所事務所電話22−3141）
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広野町（小根尾一部）
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ノ荒、ウトロ、南山）
広野町（成田、新成田）
大次俣町(田原
日泣 平盛、井ノ尻、南ノロー部）

首
し尿収集の届け出を
家族や同居人に増減があっ
.たり転出転居、浄化槽設置な
どで、し尿収集届出に異動が
あったときは市役所清掃■a務
所へ届け出てください。
(城南衛生管理組合)
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