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つなぎ資金を支給

一
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● 毎 ｉ ｌ 1 Ｅ ！ ・11日・21日発行

第644号

ました︒

となる火災事故⁝会員が現に

Ｂｆ−︒他の火災保険や共即

まで加入できます︒

が限度ですので︑合計四口

加入できます︒一世帯ニロ

る場合でも︑宇治市火災共

火災で被害が出た場合は︑被

作物︑居住建物から独立した

事故・：門︑へい︑垣などのエ

▼共済の対象とならない火災

す︒

合でも︑見舞金は支給しま

価額︑世帯人数などに関係な

ます︒持家︑借家︑建物の評

円でニロ︵千円︶まで加入でき

帯について︑一年間一口五百

済見舞金の請求方法・・・①火災

十万円︵全焼︶まで︵表②︶▼共

︵ふろの空だき︶から最高五

じて︑一口につき最低一万円

共済見舞金・・・被害の程度に応

災が発生してから一年以内▼

▼共済見舞金の請求期間・・火

は重大な過失によるときなど

ださい︒

し込みをしてぐ

なたの名前で申

でしょシ司

し込みかチるの

だれの名前で申

し︑住民基本台帳または外国

ても︑それぞれの世帯主が

済から見舞金は支給しても

済制度に加入してい

消防署が被害を確認した場合︒

問

一部消失︑消化活動による三

ｏｒ？私は借家夕痔ってＩ
問

居住している建物の火災で︑

帯主で︑居住している建物で

らえ求ふ︒

この共済は︑市内に住む世

あれば︑だれでも加入できま

〇財宝の冠水または損壊︑

害の程度によりＩロにつ三

物ほ︑ガレージなどの付属建

人登録原票に﹁世帯主﹂とし

く︑どの世帯戈晋は同額︒

が生じると︵ふろの空だきも︶

であるあ

一戸建ての建物に︑

問私たち夫婦と父夫婦
問

象は︑現に住ん

市の火災共済の対

の火災ですので︑

でおられる建物

この場合は加入

かし︑借家に住

できません︒し

んでおられる人

︱私は近

は加入できます︒

問
ｍく転居す

る予定ですが︑

この場合のこと

申し込み後に市内答

に転居される場合は｀

力がなくなります︒

される場合はその時点で効

がありますが︑市外へ転出

転居後の建物について効力

答

を教えてぐださい︒

答

に加入できますか︒

火災に備えて市の火災共済

いまでがヽその家の

す︒共済会費は年間一口五百

ふろの空だき事故も含みます

他の火災保険など答

円で︑ニロまで加入1策す︒

万円︵ふろの空だき︶から五

に加入されている場

十万円︵全焼︶まで六ランク

答

てい未 ｙ交通災害共済と同様︑

物︑マンション︒共同住宅の

︱住民登

市民相互の助設いを基本と

に分けて︑見舞金が支給され

建物の名義は父

が世帯主ですが︑

問臍録では私

した﹁火災共済制度﹂を府内

廊下︑階段などの共用部分の

ヽ火災事故︒また︑原因が会員

ます︒

て記録または登録されている

中途加入の場合は︑日割計算

ただちに消防署︵豊一一九番︶

になってい未了︒

人であれば︑持家の人はもち

し毒ｙ▼加入の申し込み⁝①

および同居の親族の故意また
会費は年間500円(1口
)

ろん借家︵アパート︑社宅︑

常時受付・・小月二十四日︵月︶

が住み︑住民登録も二世帯

世帯主答

間借︶の人も加入できます▼

へ連絡奪息②消防署による

▼加入資格者⁝市内に居住

共済期間・：毎年十二月一日か

から市内の金融機関︵郵便局

答

ら翌年の十一月三十日までの

となっています︒何口まで

火災共済の
あらまし

で初めて咎雫ることになり

最高50万円(1口)の見舞金
不幸にして火災にあった時に︑当面の生活つなぎ資金
を支給して被災者の救済を図る﹁宇治市火災共済制度﹂
が︑十二月一日からスタートします︒この制度は︑一口
五百円︵年間︶の共済会費で︑一万円から五十万円の見
舞金が支給されます︒市では︑今月二十四日︵月︶から受
け付けを始めます︒また︑三十日︵日︶からは市内各地域
で出張受け付けを行いますので︑ぜひご加入ください︒
1111111111111111匹

して火災にあった時に︑当面

1−

活環境の都市化に伴い︑今後

今月24日から受け付け開始
市内で五十七年度中に発生

の牛居資金が支給される制度

被害の笥常受けた後︑消防

加入で吾手か︒

︵このほか︑わからないこ

とは交通労政課まで︶

消化活動に伴い対象建物の30％以上

も火災の被害は増えていくこ

か際く︶と市役所交通労政課

署でり災証明書の交付を受け

二世帯として届出答

をしている場合はヽ

対象建物の10％以上30％未満が焼失

した火災の件数は五十四件︑

一年間︒中途加入もでき︑十

の窓口で②出張受付・・・十月三

る③り災証明書︑会員証兼領

答

一つの建物に住んでおβれ

1 ，000，000円
第ｌ級 対象建物の70％以上が焼失した場合500，000円

の設置が強く求められていま

二月一日以降に申し込みをさ

収書︑印鑑夕痔つて交通労政

50，000円100，000円

第4級 が冠水又は損壊した場合

共済見舞金額

とが予想されます︒

した︒そこで︑すでに実施し

十日︵日︶から干一月二十四日

課まで︒

対象建物の30％以上70％未満が焼失

2□

1□

被害の程度

−−一一
−−−
−ｉ

▲災害は不意にやってくる（家族ぐるみで防火に努めましょう）

−−■二−・−
−−

損害見積額も約一億二千万円

こシしたことから︑不幸に

れた人は︑申し込みされた日

行います︵表①︶▼共済の対象

︵木︶までの間︑市内各地域で

重い被害の等級とします︒

243

問い合わせは交通労政課まで

100，000円200，000円

第3級 した場合

250，000円500，000円

第2級 した場合

10，000円 20，000円

第6級 ふろの空だき

の翌日から翌年の十一月三十

出張受付日程（表①）

｜

にのぼってい車ｙ︒建物や生

タート

火災共済質問箱

・第四級の被害と他の等級の被害とが競合する場人⁚は︑

共済見舞金（表②）

・被害の程度の認定は︒消防署の行う調査基準を参考
とします︒

第5級 対象建物の10％未満が焼失した場合 25，000円 5ｏ，ｏｏｏ円

日まで有効です▼会費上世

受付時間
受付会場
受付時間
10／30⑨ 宇治ショップセンター・ｒ−前ｉｏ時〜正乍午後1ＩＶ−4時
黄槃新生市場 午｜削○時〜正ｙ午麦4時〜Ｌ時
31 月 六地蔵公会堂 午ｒＰｉｌＯ時−正午
御蔵山集会所
木幡公民館
11／1 火 南木幡集会所
午筏！時拿〜
4＞Ｊ
へ
南部福角集会所
2 水へ
Ｔ前10時〜止乍 大和田公会堂
4 金 西岡屋会館
乍・前ｉｏ吟〜正乍乍筏1ＩＳ−4ｕｓ
厚生会神明店
6 ⑨ スーノぐ−コーヨー キ前ｉｏ時〜止午ｒ憧ｉ＞．！〜4時
明星集会所
7 月 喜撰会館
午前ｉｏ時一正乍
午ｔ麦Ｉ時■ｆ−〜4時
開公民分館
8 火 城南荘集会所
9 水 へ
へ
三室戸集会所
午前ｌＯ時〜正乍
へ
へ
10 木 半白集会所
午＊Ｉ10≫．＞−正午
11 金 南陵集会所
名木西集会所 Ｔ−ｉ麦1吟ｒ−〜4＞Ｊ
ニチイ大久伏・ショー・／ピングセン9−
午ＨｉｌｌＯ時〜正午ｒ−ｉ麦1時〜4時
13 ⑨ 大久保100番街 午前ｌｏ時一正午午ａ1時−41？
へ
へ
14 月 伊勢田公民分館
広野丸山集会所 乍債ｌ時ｔ・〜4時
15 火 砂田集会所
16 水 広野公民分館 午前ｉｏ時一正午広野公民分館
乍ｆ≪ｌ時〜3時
旦椋公会堂
17 木 旦椋公会堂
18 金 西大久保集会所
西大久保集会所
午前ＩＯ時〜正午午ｆｔＩｌ＞〜4叶
20 ⑨ 西友宇治店
平和堂小倉店 Ｔ＊ｌｉｏ時−ｉｈ午午撞ｉ吟−4吟
Ｔ−ｉ＊ｌ時ｔ―4時
21 月 小倉公 民館
堀池集会所
午ｉ麦1時〜3時
22 火 西小倉集会所 午前ｉｏ時一正午西小倉集会所
24 木 束目川公民分館
紫ヶ丘公民分館 ｒ−ｆ≪1時ｔ〜4時
受付会場

日

火災共済制度がス
12月1日から

−−

ー
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市 宇 ｍ ｉ琶33番地
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発行京都府宇治市
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10／11
京都の交通マナ
思いやりでたかめよう

〒 6 1 1 京都府宇治

消費者コーナー

衣類には絵表示のラベル
が付いていますが︑よくご
覧になったことがあるでし
よシか︒その絵表示につい
て︑つぎの二つのクイズに

◇

の正しい意味

Ａの絵表示

挑戦してみてぐださい︒

足
は次の戸元で

︵正解③︶

Ｉ︱ ｗ＾ｔｒｒａｉ＾−ＲｉｉＡ＾
濯機は使用できない︒

い︒︵正解②︶
洗たくの絵表示
衣料品質に関するこれら
の表示は︑家庭用品品質表
示法などに定められており︑
表示には素材︑サイズ︑取
昨扱い方法︑原産国なとが

の限度をふします︒なお︑
あて布を個わないと︑生地

うよラ1ふしたものです・

で璧笹ん︒

つるし干しは

しですから︑

♀し方﹀﹁平﹂は平千

①内職講習心一と称して多額の

ます︒

には︑次のようなものがあり

がって︑この場合は日陰で

日陰千もの意味です︒した

買い上げを拒んだりするも

をつけて買いたたいたり︑

製品については種々の条件

ぱなたを球や利か尉いならわ

この球根には︑むくからりっ

にはヽ限ぼ球枇があります・

パークロルエチレンと石油

クリーニング溶剤は︑主に

しかチすめる表示です︒

ちらもないものはつるし干

を︑﹁平﹂は平干し倣ど

斜線だけは日陰のつり干し

りつけ︑工賃のとり章めが

価の倍額ぐらいの価格で売

と宣伝し︑高額な機械を市

3211︶︑京都南労働基準

紺肘二嶮の︒毅がおまつりの

おまつりのＦですｌｍ川では

十示十八眺はヽ印ぼ球枇の

のが信を抑けた﹁が触ぶ爵﹂

たものを肘奏にむんでヽ肘ｍ

の恥賑を母って︑幻禁秘にし

⑩

部かの卦たたちはヽ荊師の

も豚1されていま大

政治︑ぷ禁ｍ駱などのお沢え

をヽ印眠東枇にｒびます°3

たりは︑かっくらやみですが︑

すその齢に殴まれた東枇のあ

ちはそれぞれおまいりに来ま

夜明けまでに︑白川の人た

印加はともさないならわしで

の献眺に﹁荊脚の鰍鉛﹂とか

うにな敲を錨らせたものをた

シダの到を郎ってヽ卯みのよ

ばれるお似え枇を倣ります・

︒部かの心たちはヽおまつり

いうわけです︒

大部かは・その肘の部裂と

聡伽をする﹁部か﹂になりま

ています・またがきなｍぶ駱

体の京師の鰍治が出船あがっ

部かぺ眼にぺ体すっこ銅三

十八眺の胎献○ホごろには

卦んだのでしょう︒

ふるさとむかし話

ドライクリー

平らにして干すのが良いと

の︒

講習料などを取り︑出采た

いわゆる︒インチキ内9

この図柄は弱い卓洗いも同
表面が光ったり︑その他の

右下の斜線は

うことがあります︒

時にすすめています︒
異常か起こすおそれがある

ニングができ

いうことですギし方には︑

争治川のか尉ヽや治叔ｍ川

るという意味

系がありますが︑この図柄

監督署︵豊075160118321︶

くさん肘り︑あたまのほうに

カキやクリなどの果実︑イモ

ネの穂などといっしょに︑カ

て見えません︒

美しく肛られていても︒暗く

のうさくしっさやマメなどの農作物す
を︒
差で
しも
ま︑神前に供えてある
ちゃきこえだす︒それを茶の木の小枝や
ひイ
ｙくみおんじき百味の御食などは︑どんなに

ボチャの裁醗いっぱいに彭き

さらに︑行政相談委員の自

立てるのです︒

ています︒

しが僻えられています︒

この他三種類の図柄があり︑

は両方とも使用できるとい

②相当の工賃収入が得られる

です︒ドライ

︵ドライクリーニング︶

ためです︒

︵塩素漂白の可否﹀塩素
﹈：⁝︒：⁝：一系漂白剤によ
ム討作︒

⁝⁝⁝⁝⁝一印をつけたも

洗濯など
絵表示を確かめて

の被害を防ぐためには︑内職

あいまいであるもの︒

のは塩素系は使用できませ

これらの表示は︑消費者

希望者自身の注意が何よりも

あります︒

が衣料品か選択したり︑取

肝心です︒

Ｂの正しい

うことです︒石油系のみ可

り扱ったりするときに知っ

方︑仕事の内容や収入につい

で高い費用を支払幻される一

京都労働基準局︵豊075︲川一−

のご相談︑お問い合わせは︒

牽含め︑家内労働法について

いわゆるフンチキ内Ｐ

きが必要です︒

を必ず或ちんと確認する慎重

時に︑工賃その他の委託条件

はありません︒内職か始める

うよラな﹁うまい声は︑普通

事で︑高収入が得られるとい

だれにでもできる簡単な仕

必ず確認を

工賃・委託条件

このよラ弓インチキ内9

ん︒酸素系で使用できる場

能な握ほ︑波形の下に︵セ

ておくものです︒家庭で洗

洗濯する場合の取り扱い

︿絞り方︶キ絞りは弱︒

キユ芦の文字か入り車ｙ︒

意味は次のど

︵アイロンのかけ方︶

濯するときも︑クリーニン

合は簡単な文で表示も︒

澪心脱水の場

グに出すと参も注意しでこ

方法について︑表示の正し

合︑短時間︵10

ださい︒
︵商工観光課︶

〜20秒︶にす

い意味は次のとおりです︒
﹈：：⁝︒：⁝⁝﹁中﹂は中程
温度︵セ魯百
八♀二

ると良いとい

れます︒

金収入の道﹂﹁副業にピッタ

なかには︑さまざまな名目

リ﹂⁝⁝⁝このよラな内職者

まで︒︵交通労政課︶

か募る広告宣伝が数多く見ら

行政相談所を開設

宅や︑京都行政監察局︵京都

というわけです︒でも︒百味

くのお供えをぜんぜん見ない

から白川の人たちは︑せっか

かじっのうさくもっそれらの果実や農作物そ
はな
︑もかえお供えも持って帰ります︒だ

百種類以上になります︒﹁百

みおんじきょ味の御食﹂と呼ぶわけがわか

これからもずっと︑守りつが

しゅうかくぷっあたいろいろの収穫の
物御
を食
与を
え供
てえるならわしは︑

くださった旅さまに︒ゆたか

︵歴史資料室︶

れてゆくことでしょう︒

そなものっくなお供え物を作るならわしを

ひときむらの人たちの気持が︑このよう

な実りを感謝するという白川

りますね︒

とぅやし9じんよあけまえ当家の主人は︑夜明け前に
市中京区御池通り西洞院西入︑
︵豊0751211−2561︶でも
相談で雁垂ｙ︒
行政相談委員の連絡先は︑
次のとおりです︒︵敬称略︶
松本登・：豊⑩8385
増井繁一・：豊⑩0124
瀬田佐江子・：豊⑩4793
︵広報課︶

国・府・市などへのご意見を

一回︵第三木曜日︶︑行政相

月一日号の市政だ
11霧でお知
らせしていホチぷＰｉに︑毎月

また︑この日に限らす︑毎

相談に応じます︒

談委員が︑秘密厳守で親切に

国から委嘱を受けた行政相

10月20日に市民相談室で
行政相談週間が十月士︿日
から始まります︒
この一環として︑十月二十
日俐の午前十時から午後四時
まで︑市役所市民相談室で行
政相談所が開かれます︒国や
府・市忿卜沁︑国鉄︑公社︑

見︑ご要望がありましたら︑

公団などの仕事忿古情やご意

談日を設け︑相談をお受けし

て約束と違うという被害にあ

況下の妾防衛匹卜新しい現

﹁簡単な作業で高収入﹂﹁不

〝インチキ内職〟

うますぎる話にご用心
うことです︒

れでしょう︒

■−■■■■−−・■−−一個個
口

しょう①液

●−−−−−−−−−−−−

①キで絞っで

が弱水流ｍ

でき︑﹁弱﹂

︿洗い方︶洗濯機が使用

白川の里

温はセ氏三〇

遠心脱水はできる②手絞り

栗

度前後で通常の手洗いが良

②液温はセ氏三〇度を限度
と遠心脱水のいずれもでど

はいけない︒

とし︑通常のチ洗いができ
一⁝⁝⁝⁝⁝一一〇度︶をふ

とした自然の中で、忘れかけていた秋の

定︒﹁30﹂は

りも風にのってきます。白川の里の広々

ない③手で絞ってはいけな

モスの花が風にゆられ。金木犀の甘い香

い︒険雇機は使用できない

宇治の町でも静かな山間地、白川の里

し︑下の波形はあて布ｍ

では、栗の実がなり、色とりどりのコス

る︒洗濯機は使用できない

ｊ．−．＿．＿．−．＿．．：

洗濯液の温度

秋たけなわ

いが︑弱い淳心脱水なら艮

カメラルポ

風情がしのばれます。

衣料

③液温はセ氏三〇度を限度

コスモス

■■■・■一個−−・・■■
・⑨

ぜひご相談ください︒

百味の御食
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る
宇治に生き

10月19日から郷土史講座

私たちが住んでいる町の歴
史を知ることは︑その町が身
近なものとなり郷土としての
認識が芽生えてきます︒

と木幡公民館の主催で開講し
車丿︒
郷土史講座
四季のくらし

▽日程・テーマ⁝下表▽と

す︒

ころ⁝木幡公民館ほか▽講師
・：宇治市歴史資料室︑若原英
戈嘱託員▽対象・：市民▽定員

茶席及び拝観料な夕七百円▽

数年来︑べ5＼ドタウンとし
▽日程・テーマ⁝下表▽と

申し込み・：参加費を添えて木

⁝40人︵先着順︶▽参加費・：

て人口が急増した地域と加九

▽ところ・・・宇治市公民館▽講

き・：いずれも午後7時〜9時

幡公民館へ︒

といわれる地域が共存してい

師・：宇治市歴史資料室︑若原

成人大学講座
民衆からみた
中世の歴史
歴史を学ぶには︑史実に基
づいた科学的な考察と︑歴史
的背景の流れを知ることが大
切です︒また︑歴史全体を見
つめるには一般民衆を基盤と
した視点での考察が必要です︒
宇治市公民館では︑﹁成人大
学講座1民衆からみた歴史ｊ
を開講します︒どＺ聴講に
お越しぐださい︒
▼日程・内容・：下表のとお
り▼とき・・・いずれも午後7時
〜9時▼ところ・：宇治市公民

学習テーマ

成人大学講座日程

10／25火 開枚式とオリエンテーション平安京心人々
Ｉ．羅生門（1950年作品）ｉ時間3ｏ分原作芥川龍之介監督黒沢明主演三船敏郎。森雅之京マチコほかＩＩ．チャップリンの黄金狂時代字幕スーパーｉ時間12分監督チャールズ・チャップリン。主演チャールズ・チャップ
2 11／ｉ勾 地方政治の乱れ
3 11／8肉 地方の反乱と武士
学習テーマ

院政が摂関政治にかわる
4 11／15（火）
5 11／22陶 武士の農村生活
6 ｉｉ／29（−；ａ
鎌倉仏教
7 12／6火 室町幕府と倭寇

8 12／13（火）
庶民文芸
9 ｉ2／2㈹ 幕府の衰退と庶民の台頭
10 1／ｍ幻 都市の発達と町衆
11 1／ｍ匍 秀吉の検地と刀狩り

︱秋の歴史の道西の京を訪ねて︱

にカバーを見回︑合唱団牽目分

ンターで初舞台か蕗むこと︑将来

来年十月オープンの市民文化セ

楽しい作品ばかりです︒お

友だちと一緒に見に来てくだ

▼とき⁝10月15日出︑午後

さい︒

2時〜3時半▼ところ・：小倉

▼上映作品・：左表

菊花展

出品作品募集

︵各公民館︶

展か干一月十二日出︑十三日

小菊盆栽を中心とした菊花

︿小倉公民館︵第2回︶﹀

リのおじぞうさま﹂アニメー

日ごろ丹精をこめ了于入れ

㈲に開く予定です︒

をされたあなたの作品をぜひ

ご出品ください︒

お問い合わせは︑小倉公民
館へ︒

春から夏にかけて行いまし

︿木幡公民館﹀

た菊づくり講習会の学習の成

果を発表していただこうと菊

花展を開章ます︒多数の力作

の出品︑ご来場をお待ちして

▼期間・：10月27日俐ＩＨ月

います︒

民館へ︒

み・：10月20日出までに木幡公

15日脚！
展示作品：大菊▼出品申し込

︱宇治市公民館︒10月23日日︑

民館︒午後6時半〜9時半

出︑午後2時〜5時＝小倉公

▼とき・ところ・：10月22日

ください︒

入場は無料です︒多数ご来場

ろな文化に触れてみません句

われる映画をとおしていろい

芸術に親しむ萩︑名作とい

名作映画鑑賞会

︵小倉公民館︶

者が同伴してぐださい︒

なお︑幼児には︑必ず保護

童劇画︵41分︶︒

プ母さんとｉ人の子μ石﹂児

アニメーション︵μ分︶︒﹁ダン

ション︵□分︶︑﹁リスのパナｙ

公民館▼上映作品⁝﹁カマキ

午後2時〜5時＝木幡公民館︒

秋の一日︑奈良の史跡や文化財の歴史をたどってみませんか︒宇治市公民館では︑第五回の歴史探訪を行います︒みなさんのご参加をお待ちしています︒

午 後1時半〜3時半
4 11／ｌｏ村
宇治川と巨椋池
宇治の交通
5 11／17困午後1時半〜3時半

文化財保護委員︑山田良三さんｙ定員・：30人
︵き先
順
▼月申
込回み
▼と
・着
：一
⁝︶
⁝一
3し
0日
午⁝
前 宇治市公民館へ電話か来館で︒︑︒︒歴史探訪
第9回子ども映画会
10時〜午後4時▼行程⁝秋篠
寺1西大寺−垂仁天皇陵よ
招提寺︱薬師寺▼講師・：市

さん▼集合・：午前10時︑近鉄

文化財保護委員︑山田良三

平城駅前▼服装・：軽装︑はき
なれた靴▼持ち物⁝弁当︑水
筒︑雨具︑筆記用具など▼費
用・・・交通費︑拝観料▼申し込
み・・・電話か来館で︒
なお︑幼児︑児童には必ず
保護者が同伴してください︒
︵宇治市公民館︶

音楽好きが多いと知った大谷さん︒

たちで作り上げてゆく︑そこから

！一月に開かれた市民音楽会から

この街の音楽愛好家たちで何か出

個性が︒とにかく親しみやすいだ
れでも参加できる市民の合唱団に﹂

話が合い次ぐ︒﹁電話で見ず知ら

は﹁第九﹂を歌えるぷつにと大き

と︑張りのある声で話ｆ︒

ずのかたとコーラス談議れずるの

され︑問い合わせ︑申し込みの電

先月二十六日に団員募集が発表

来ればと考えていたという︒

続ける間に意外と身近に

の出合いを話す︒活動を

いましで﹂とコーラスと

分か泥足するものをと思

手か離れて何かひとつ自

ったのですが︑子μ石の

ーフスには全く縁が無か

ークルで︒﹁学生時代はコ

は宇治小学校育友会のサ

でコーラスに参加したの

親である大谷さんが初め

三人の子μものよき母

成発起人の一人である︒

館2階第1会議室▼講師・：市

午後1時半〜3時半
木幡の歴史
1 10／19（利
お茶と宇治
2 10／27困午後1時半―3時半
3 11／2（水） 午後1時―4時 臨地学習

︵おおたになおこさん・主婦・五

ぐ夢は広がる︒

学習のまとめ・今後のあり方

12 1ｍ匍

るわが宇治市は︑千年の宇治
と言われるように歴史の宝ｍ

着順︶▽申し込み⁝宇治市公

市内通勤者▽定員・：30人︵先

英戈嘱託員▽対隼：市民及び

この宇治の町の歴史を︑当

として知られています︒

時の人々の暮ら1や行事︑地
民館︵電話か来館で︶︒

大きなロをあけて︑おなかから声
か由すって大変なエネルギーです
ものね﹂と︑キラリと輝く目で話
す大谷直子さん︒
今月十五日に府南部で初めて結

内91（Ｓ⑩4687）

時間
日程

ですよ﹂と大谷さんはほほえむ︒
﹁コーラスの経験がある人も無

市民文化祭作品を募集

切以上全紙まで︶︑絵画︑

︵白黒︑カラーとも四ツ

版画︑手工芸品など▼出

画︵色紙か短冊︶︑写真

示の部は十一月五日と六

秋の市民文化祭が十月

日︑市民会館と観光セン

勤・通学している人▼申

品資格・・・市民か市内に通

二十四日から開かれ︑展

ターを中心に行われま笑

に文化祭実行委員会︵社

し込み⁝10月29日出まで

あなたの力作をぜひ出品

してください︒

会教育課内豊221314

▼募集作品⁝生花︑盆

1︶へ︒

聖寺山門前で︒匹一

栽︑水石︑書道︵仮軸お

宇治の伝統行事卜茶ま

殿諸襲剔

大苧・本席誦等薦︑一

さめ︶︑短歌︑俳句︑俳

つ口が︑十月二十三日︑興

四甘興聖・

ター2階︒︵商工政光課︶

のみ︶▼ところ・：観光セン

ヽ

日囲︵野花展示は15・16日

▼とき・・・10月13日閑〜17

作阿川譜第

前売券︑お間

ＷＵ煙

月などの即売︑・

ＥＥＵ

興茶せんや炭

｀岫訂

噫席︑豪のＩ

帯
ｔぬＯ

聖寺と宇治川塔の島を中心

にくり広げら

れます︒

げの儀・・・午

▽名水くみ上

前9時から

宇治橋三の︱

間で︒

▽茶つぽロ切

りの儀・献

茶など・：名

水くみ上げ

10時から興

の後︑午前

聖寺で︒

養・：使い古されたり︑こ

▽茶せん塚供

われた茶せんの供養が興

宇治の民具・野花展

お茶にかかおる民具など

に野花を生けてみました︒

力作ぞろいの展示作品
（昨年の文化祭、市民会館で）

域と交通網︑そして伝統的産

結成発起人（主婦）

郷上史講座

34の7（Ｓ＠82．90）

業であるお茶などをテーマに︑

宇治市民混声合唱団

木幡の歴史ほか
戸外へ出ての学習もありま

○宇治市小倉公民館…小介町寺

﹁歌うことは健康にいいですよ︒

9（ｅ四2804）

いろいろな視点から学んでみ

公民館のお知らせ

木幡公民館郷土史講座日程

ヶ庄広岡谷在住︶

10月23日興聖寺・塔の島−帯

さい︒今回は︑宇治市公民館

大谷直子さん（34）

宇治市公民館郷土史講座日程

い人も一同に会してこれから育て

宇治茶まつり

○宇治市木幡公民館…木幡内畑

ませんか︒ぜひ︑お越しぐだ

まち

1

上映作品

歴史と伝統の
宇治

日程
名作映画鑑賞会

○宇治市公民館・7・宇治里尻71の
成される宇治市民混声合唱団の結

〝身近な市民の合唱団に〟
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日程
学習テーマ
1 10／26俐開講式・オリＪ：ンフーーション県まつり
大幣神事
2 11／2Ｈｅ）
ぉ茶
3 11／9（＊）
4 ｎ／ｉ村茶壷道中
5 ｎ／24困宇治の人々…一年のくらし

てゆく合唱団です︒団員がお互い

245

：：
11111：ｉｌｉ；ＩＩＩ！Ｅ「：ｌ：Ｉ；｜；111111！11！：：Ｉ
：
Ｉ；：：
：：11！，！ｌｉｌ
11：Ｉ；，・：！；ＦｉｌＦＩＩ，ｉ！Ｉ；：．

10月18日・19日受け付け

園︑または教育委員会学校教

160

は︑引き続真″集の受け付け

木幡桧尾47−1
平盛

け付けます︒

80

昭和五十九年度の宇治市立
育課︵容⑩3141︶へ︒

五ヶ庄梅林官有地 31−8259
木幡

明記し︑10月30日までに広野

年齢︑職業︑電話番号︑種目を

わせ・：はがきに住所︑・氏名︑

二千円▼申し込み・お問い合

スは社会人のみ︶▼参加料⁝

格・：府民︵男子・女子ダブル

チーム総数100組まで▼参加資

歳代と40〜50歳代︶▼定員⁝

お知らせ

旧︑午前9時半▼ところ・・・太
陽が丘テニスコート▼種目・・・
親子︑夫婦︑男子︑女子各ダ
ブルス︵男子と女子は20130

火気に注意し︑消防署や屋外へ避難する︒

・ヒピ割れゴム管は取りかえましょう︒
・ゴム管は︑ガス栓の太さに合ったもの
を使いましょう︒

大久保町平盛30−444−7447

東宇治 160

を行います︒入園についての

宇治野神57

手続き・・入園夕希望ずる幼

神明

幼稚園児︵一年保育︶夕募集

22−1503

大久保町山ノ内3 41−7224

業者の到着夕将ち︑早く︵消防本部︶

32−9439

︵宇治市教育委員会︶

小倉町西山44
大久保 80

お問い合わせは︑各市立幼稚

伊勢田 120

稚園で︑受け付け当日願書を

記入し︑提出してぐださい︒

21−2708

▼とき・・11月6日面︑13日

トーナメント大会

太陽が丘テニス

市立幼稚園・募集園名と募集人数

します︒

三年四月二日から昭和五十四
なお︑入園を希望される幼

お渡ししますので︑その場で

年四月一日までに生まれた幼
児夕必ず同伴のうえ︑印鑑を

入園できる幼児・・・昭和五十

児で︑申し込み時現在︑保護
ご持参ください︒

生月末日までに保護者に郵

入園の許可：入園許可書は︑

者とともに宇治市内に居住し

受付日時・・・各幼稚園とも十

ている幼児です︒

送します︒
受付期間中に︑応募者が募

槇島町石橋13

120

月十八日㈹と十九日團の両日
で︑午後一時半から四時まで

80
槇島

采人数に満たない園について

検︵石けん水をつけ︑そ
の部分が泡だてば︑ガス
が漏れている︶︒
▼吹き消えや︑煮こぼれに

21−2703
人

電話
紅集人数所在地

則

22−0495

宇治妙楽128−1
120

菟道

です︒なお︑両日男女とも受

くらしと防災

よる立ち消えに注意︒
・︿ガス漏れに気づいた時﹀

標式番号︑車体の特徴︑運転

﹁カギかけは家族みんなの

罪や非行を防止するため︑

加を続けており︑これら犯

ています︒暴走族か見た時は︑

者の人相などか確認して︑す

八百八十四人︵非行グループ

六月末現在︑十九グループ︑

京都府下の暴走族は︑今年

路への流入化︑平日暴走の常

ゲリラ的暴走の増加︑生活道

増加︑オートバイか主とする

女性暴走族と軟派的暴走族の

活動を積極的に推進していま

滅﹂兌昌葉に︑暴走族追放

﹁暴走は︑他人の池恐︑4の破

させるな︑許すな街ぐるみ﹂

走族対策協議会では︑﹁暴走は︑

う
暴走族を追放しよ

を含む︶です︒その年齢別構

態化︑オールシーズン化など︑

すので︑市民のみなさんのご

オートバイ盗②あきｙねら

泥棒ワーストスリーは︑①

3時半から4時▼ところ・：宇

▼とき⁝10月12日困︑午後

です︒

空想と冒険の世界に遊ぶ集い

しろさや本の楽しさを味わい︑

︵宇治警察署︶

ご協力をお願いします︒

のない明るい町つくりに︑

めていただき︑犯罪や非行

る環境浄化運動︑などに努

キー抜露励行Ｏ少年牽のぐ

ーン錠の活用○駐車時の︑

ルロックの励行およびチェ

りへの声かけ励行○ハンド

菅かける○外出時の︑お隣

短時間の外出でも必ずカギ

日頃の心がけとして︑○

りました︒

か強力に実施することにな

ローガンとして︑防犯運動

い家︑よい社心一﹂を統一ス

﹁伸びる芽に︑よい友︑よ

抜き︑カギかけ︑もう一度﹂

合言葉﹂﹁確かめよう︑キー

ぐに一一〇番通報してぐださ
い︒

成は︑少年が全体の約八六％

凶暴化︑広域化し︑市民生活

協力をお願いします︒

宇治︑城陽︑久御山地域暴

︵七百五十九人︶｀占め︑この

に大きな不安と迷惑を与えて

今月十一日から二十日ま

で︑全国一斉に防犯運動が

初心者▼定員⁝30人▼参加料

宇治署管内の昨年度中の

行われます︒

・：無料▼申し込み・・・市民体育

少年の非行事件も年々︑増

い③自転車盗です︒また︑

︵市民体育課︶

資格⁝満25歳︵11月13日現在︶

以上の市内在住既婚婦人︒た

だし︑全国大会︵高校の大会

は除く︶に出場経験のある人

おはなし︑読み聞かせ︑紙し

㈲︑両日とも午前9時▼とこ

ばい▼対象・・・4歳からＩ歳の

治市民会館第二和室▼内容⁝

庭婦人が耀ましい︶︑選手13

こどら▼定員：面人▼参加料

︵市民体育課︶

おはなし会

子芦もたらが︑お話のおも

91︶︒

︵宇治保健所︶

︵宇治若森7の6豊⑩21

▼連絡先・：京都府宇治保健所

別▼受付期間・・・10月31日まで

電話番号︑生年月日︑免許種

▼連絡事項⁝住所︑氏名︑

どで連絡してください︒

人は︑電話または︑はがきな

査にご協力をいただいてない

られない人で︑前回までの調

ながら︑現在業務についてお

助産婦︑保健婦の資格を持ち

看護婦︵士︶︑准看護婦︵古︑

調査

未就業看護婦の

︵絵本の会・市民図書室︶

9︶へ︒

せ⁝市民図書室︵萱⑩404

・：無料▼申し込み・問い合わ

人以内▼参加料・・・無料▼申し

市民図書室

体育課︵豊⑩3141︶へ︒

込み：10月25日脚までに市民

は満35歳以上▼チーム編成・・・

なお︑予防接種会場での犬

ろ・：関西ヤマザキ体育館︑伏

のふん便は︑飼い主が責任を

監督︑マネージャー各人︵家

▼とき・・・11月13旦皿︑20日

剃バレふＩル大会

咽宇治市家庭婦人

課︵豊⑩3141︶へ︒

体育館▼対象⁝中学生以上の

︵宇治警察署・交通労政課︶

です︒

宇治警察署内︵豊⑩1111︶

暴走族対策協議会事務局は︑

割合は︑年ごとに増えていま

暴走族車輛の特徴は︑車高

います︒

を底くし︑消音器︵マフラー︶

最近の暴走族は︑グループ

す︒

の小規模化による合同暴走の

忿吹造して排気音全全7し

茶業課︶

市民スポーツ

︿バドミントン﹀

10月11日〜20日

見港公園総合体育館他▼参加

未登録の犬は三千九百円︵注

もって処理してください︒

9時半▼ところ：南部小学校

の8日間︑毎回午後7時半Ｉ

12日出の毎週火曜日と土曜日

▼とき・：10月18日㈹〜い⁚⁚月

教室

︵宇治市茶業青年会・農林

3410︶へ︒

治宇文字︑辻正一さん︵ａ⑩

増加︵二〜三台の小規模暴走︶︑

町八軒屋谷一・山城総合運動
公園管理事務所業務課︵豊⑩
1313︶へ︒︵市民体育課︶

市民茶香服大会

第27回市長杯争奪

▼とき・・・10月16日面︑午後
6時半▼ところ・・・宇治市民会
館3階▼試合方法・・・団体戦▼
チーム編成上チームー人▼
参加料上チーム千円▼申し
込み・：10月14日圀までに︑宇

射手数料千四百四十円︑注射

︵環境保全課︶

済票三百六十円︑登録料二千
百円︶です︒

5

▼元コ″ク盈閉め︑窓や戸

10月17日から各地域で実施

1

ガスは︑わずかの漏れで

を開ける︵ＬＰガスの場
合︑ほうきで掃くぷつに

秋の狂犬病予防接種が︑十
月十七日から下表の日程で行

この予防接種は︑春と秋の

われます︒

年二回︑受けなければなりま

飼っている人は︑必ず受けさ

せん︒生後三ヵ月以上の犬を

1

い所にたまります︒

も爆発する危険性がありま
す︒

して外へ出す︶︒
▼ガスが部屋の外へ出てし
まうまでは火気厳禁︵早
く出そうとして換気扇な
とを使．ｎのは危険︒小さ
な火花からでも引火し爆
発する︶︒

0

ＬＰガスや都市ガスは︑

③

ＬＰガスと
都市ガス
ガス爆発を防ぐ心得
︿ガス器具の取扱注意﹀

は確実に︵特に︑外出時︑

▼元栓︒器具コ″クの開閉

就寝時の点検確認を︶︒

必ず着火夕確認する︒

▼点火は正しい順序刄四い︑

登録した犬は千八百円︑春に

せてください︒費用は︑春に

5

最も便利なエネルギーとし
て︑家庭から病院や工場に
至るまで︑あらゆる所で使
われています︒しかし取り
扱いを誤まると︑中毒・爆
発・火災と︑人命にかかわ
る事故か起こしかねません︒
もＬ爆発したら︑付近の家
庭までが大きな被害夕受け︑
非惨なけが人聚幽すことが

プロパンガスは空早珍

あります︒

重いため︑漏れると低い所
にたまります︒一方︑都市
ガスは空気よ紅軽いため︑

▼ガスの臭いが激しい時は︑

0

を募集
▼ゴムホースなどの定期点

10川17日四

市立幼稚園児
屋内では天井付近などの高

秋季狂犬病予防注射日程
昭和58年度

狂犬病予防接種

全国一斉に
防犯運動
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