九月十五日は敬老の日︒一足早く池本市長は二日︑市
内の高齢者で九十九歳の西村千代さん︵折居台四丁目一

皆さんの長寿をお祝いしました︒︵写真は︑九十九歳の
−−

察気温昌

広

課
報
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−六︶をはじめ九十五歳以上の五人のお年寄りを訪問︒
記念品の白扇とクッションチェアー︵座いす︶を贈って︑

西村千代さんの長寿をお祝いする池本市長︶

﹁朝は五時に起き︑夜六時には

記憶力も抜群だということです︒

記念品を贈りお祝い

市長は︑初めに西村千代さん︵明

床に着くという毎日︒食事は何で

治十九年三月二十二日生まれ︶を

訪問︒市長は﹁お元気ですね︒私

も食べ︑特に魚が好き︒朝食にキ

ャベツを入れた即席ラーメンが何

もあやかりたい﹂と祝梶西村さ

中欠かしたことがない﹂との家族

よりも楽しみで︑サイダーは一年

﹁来年も百歳の記念に︑寄せてい

のお話︒

ただきますよ﹂との市長の激励に

千代さんは﹁ありがとうございま

市長は︑この後︑木幡大瀬戸の

す﹂と答えておられました︒

山の土山治助さん︵九六︶︑伊勢田町

柴田晋平さん︵九八︶︑大久保町北ノ

砂田の熊谷チエさん︵九六︶︑菟道岡

谷の堀田さとさん︵九六︶のお宅を訪

この外︑市では︑おばあさんの

問し︑長寿をお祝いしました︒

千代さんは去年の夏に︑体調を崩

と一人のお孫さんの五人暮らし︒

の野洲ンメさん︵九六︶︑宇治蛇塚の

田の粂田そのさん︵九七︶︑宇治蓮華

治妙楽の左ハツさん︵九七︶︑菟道山

宇治蔭山の岳田力蔵さん︵九八︶︑宇

さん︵ＪＯ︶︑おじいさんの最高齢者︑

最高齢者︑小倉町西浦の内藤こと

されましたが︑今は耳が遠いだけ

里塚の今村シカノさん︵九五︶︑木幡

の小林定治郎さん︵九五︶︑五ヶ庄一

原英三郎さん︵九五︶︑五ヶ庄芝ノ東

東田治さん︵九五︶︑槙島町吹前の若

で︑血圧も正常で元気そのもの︒

敏夫さん︵六五︶︑敏子さん︵六〇︶夫婦

西村千代さんは二男の会社役貝

っかりした声で返答されました︒

んは﹁恥ずかしおますわ﹂と︑し

敬老訪問

京都府宇治市
編集

敬老特集
2・3面

−−

９月15日から老人福祉週間

おじいちゃん︑おばあちゃん長生きしてね

品をお贈りしました︒

御園の川崎りうさん︵九五︶に︑記念
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95歳以上のお年寄りは15人

敬老特集

九月十五日は敬老の日︒同時に老人福祉週
間が始まります︒世界一の長寿を誇る我が国
でも︑お年寄りを取り巻く現状には厳しいも
のがあります︒市では︑健康で豊かな老後を

豊かな老後のために

どのように耕し︑植え︑肥料をやれ
ば良いのか︑人の畑を見たり︑話を

の中から学んでいきます︒園芸ひろ

聞いたり︑全てコミュニケーション

ばは︑利用者み ４なで手入れをし︑
大切にしています﹂と野菜づくりの
手を休め話してくださいました︒

汗を流して
働く喜び
一方︑お年寄りの豊かな経験と能
力を生かし︒短期間の仕事に従事し

のシルバー人材センター︒本年七月

ながら社会参加をしていただくため

に発足して以来︑会員登録は百六十

会貝の田中量一さん︵65歳・宇治

二人に達しています︒

半白に在住︶は︑定年退職をされた後

過ごしていただくために︑老人福祉の諸制度
を設けています︒その中から︑生きがい対策

ルバー人材センターの発足を知り︑

無職のまま家に居られたところ︑シ

録者数と仕事の受注量が両輪となっ

シルバー人材センターは︑会員登

就けると良いですね﹂

の受注が増え︑多くの会貝が仕事に

流せて喜んでいます︒今後も︑仕事

験もあり︑体も健康なのでいい汗を

は事務の仕事でしたが︑畑仕事の経

庭掃除に従事しています︒これまで

早速登録︒﹁現在は︑個人のお宅の

としての老人園芸ひろぱとシルバー人材セン

【老人園芸ひろぱで】

ターの利用者の声をお聞きし︑明るく健康で

市では︑お年寄りに豊かな余暇を
過ごしていただこうと︑昭和五十一
年から老人園芸ひろばを開設︒現在︑
西宇治︑東宇治︑中宇治︑伊勢田︑
矢落︑芝ノ東の市内六ヵ所で四百七

て発展していく事業です︒会員の中
でも︒まだ仕事が無い人が多くおら
れます︒シルバー人材センター︵豊
⑩1734︶では︑就労の機会が増
えるよう︒多くの皆さんに仕事の依
頼をお願いしています︒

︒老い″・：だれもが気になること
ばです︒老いることを積極的に防ぎ
健康を保とうと︑自分なりの方法で
日々活動されているお二人に︑︒老

″ちょっとそこまで″

化防止のこっ を伺いました︒

く励みになるものです︒
さらに第三番目には︑細かいこと
に気を配るよう心掛けることです︒

おおむね65歳以上で低所得の寝たきり老人等に対し、次の用具を給付しています。特殊寝台、浴槽と湯
沸かし器、マットレス、エア・パット、腰掛け便座、特殊尿器、火災警報器、自動消火器、入浴担架。

居宅寝たきり老人 身体に機能障害があって、相当長期にわたって寝たきりで、日常生活の相当部分に介助を要する65歳以
特殊寝台貸与事業 上の老人に対し、特殊寝台を無償で貸与しています。

おおむね65歳以上で、６ヵ月以上の寝たきり老人や重度の身体障害者・児（手帳交付１・２級）に対し、
寝たきり老人等
入浴サービス事業 特殊入浴設備を有する施設に委託し、入浴サービスを実施。利用回数は、１人について月２回以内です。

ことし．めでたく八十八

歳の米寿を迎えられる人は︑

昨年の九十二人を上回る次

の百人の皆さん．敬老会の

︵敬称略︶

会場で赤ざぶとんをお贈り
します．
Λ六地蔵Ｖ

竹本 イソ︑山本 久江
Λ木幡Ｖ

岸 ユウ︑冨永 兄菊︑

川西キクノ︑猪家藤三郎︑

松尾 やす︑蒲原 純江︑

梅村 さよ︑上村 福蔵︑

小山 於麻︑間 愛三．

八重惣次郎．滝本ミサヲ︑

山本 俊平︑川上 勢つ

65歳以上の低所得の１人暮らし、または高齢者世帯で安否の確認・日常生活に対する助言や相談、その
他電話による訪問が必要と認められる対象者に福祉電話を設置。電話料として毎月基本料金1,600円と.通
話料300円を扶助します。

老−
諮

老人福祉電話
設 置 事 業

策し

常時ひとり暮らしで近くに身寄りがなく、日常の安否を確認する必要があると認められるlo歳以上の老
乳酸菌飲料配布事業人に、乳酸菌飲料を配布しています。

老人クラブ
助 成 事

'老後の生活を健全で豊かなものにし、老人福祉に資することを目的とする老人クラブに対して、補助金
を交付しています。

閥 ウノ

Ａ菟道Ｖ

高木 はる︑道林

中村ヨシェ

西川 マサ．中川アサノ︑

花房 ひな︑田中とみゑ︑

西村 豊次︑新マスエ︑

上田庄左ヱ門︑塚本サト︑

岩崎久次郎︑久田 万代︑

西村 アイ︑曽我 政一︑

入江 たか︑桂ひさゑ︑

Λ宇治Ｖ

川村 義一

山本 カト︑勝木 利淳︑

藤︑

福岡 たま︑田井芳太郎．

山本 テル︑栗本 重信．

地域で老人の集会．クラブ活動や慰安などの場として．憩いの部屋が公民館や集会所等に設置された場
合、その管理運営に要する経費について、公共施設を利用の場合は月額2,000円､民間施設を利用の場合は
１開催について1,000円（ただし、月額4,000円を限度とする）を補助しています。

業

おおむね65歳以上の在宅寝たきり老人や痴ほう性老人を介護している家族が、疾病などの特別な理由で、

居宅での介護が困難となった場合に、その老人を特別養護老人ホームに一時的に保護する制度です。

寝たきり老人と
痴ほう性老人
短期保護事業

豊かな老後を考えてみました︒

土に親しみ健康づくり

容
内

鳳凰大学で講演を聞いてから始めた
俳画は︑色の濃淡︑筆の運びなど細
かい気配りが必要で︑作品を仕上げ
る喜びと共に老いの防止に役立ち︑
私の生きがいの一つです︒
趣味を楽しみ
頭を働かす

病弱等により自力歩行が困難な65歳以上の老人に対し．通院または健康の回復を図るために．車いすを
貸与しています。

老人福祉施設
保 護 事 業

65歳以上の老人が、身体上もしくは精神上または環境上の理由および経済的理由により、居宅で養護を
受けることが困難な場合は、養護老人ホームに入所することが出来ます。
65歳以上の老人が、身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし．更に居宅で介護
を受けることが困難な場合は、特別養護老人ホームに入所することが出来ます。

井口ヽユク

榎本 よし︑小野 ミツ

Ａ羽拍子町Ｖ

西川 貞患︑有岡

佐藤 シゲ︑高見

伊藤 ひさ︑井本

Ａ神明Ｖ

馬場 かよ

井上 ハナ︑斉藤

Λ伊勢田町Ｖ

安川 かゑ

Ａ折居台Ｖ．

武田 虎興

Λ琵琶台Ｖ

上村 志げ︑村田

Ａ白川Ｖ

老人用車いす
貸 与 事 業

茂

はる．

孝︑

スヱ︑

ト｀ヽ｀

そ
の
他
の
対
策

老人憩いの部屋
運 営 事 業

生
き
が
い
対
策

日常生活用具
給 付 事 業

寝
た
き
り
老
人
対
策

業

身体または精神上の障害により、日常生活に支障があるおおむね65歳以上の老人に対して、家庭奉仕貝
を派遣し、日常生活のお世話をします。
家庭奉仕員
派 遣 事

業
事
種別

十五人の六十歳以上のお年寄りが利
用されています︒
この老人園芸ひろばは︑野菜や花
づくりを楽しんでいただき︒土に親
しむことで健康を保ち︑生産活動を
通して仲間との交流を深めていただ
こうというもので︑利用されている
お年寄りからは︒大変好評を得てい

ご利用ください
老人福祉の諸制度
私の実践老化防止法

70代の人に聞きました

シルバー人材センター
一郎歿(I6)

ます︒
昨年九月に市内で第六番目として
開園した︑芝ノ東老人園芸ひろばを
利用されている小西勇三さん︵78歳
・五ヶ庄大林に在住︶は︑﹁農園に出
掛けることを楽しみにしている人が
多いですよ︒そこには気の合う老人
がおり︑農作物づくりの共通の話題
がはずみ︑とても楽しいです︒なか
には︑初めて恥を持った人もいます︒

自転車はやめ歩くこと

i蔭山

1985年（昭和60年）９月11日発行（2）
り

よ
だ
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一ｊ

私は︑公民館の鳳凰大学︵老人講
座︶で老いについての講演を聞き︑
その後積極的に老いの防止を心掛け
るようになりました︒当時︑リウマ
︒老いは足から と言いますね︒私
は︑老いを防ぐには足腰を鍛えるの

チなどで体の調子が悪く︑仕事も辞
めていたので︑何とか健康を取り戻

が第一と考え︑朝夕の散歩とゲート

こと︒お世話を通じ︑いろいろな人

最後に︑進んで人のお世話をする

働かすようにしています︒

演奏したりして︑楽しみながら頭を

なんだり︑俳画を描いたり︑尺八を

大切だと思います︒私は俳句をたし

もう一つには︑趣味を持つことが

せません︒

ボールは︑楽しみながら仲間と交流

ボールに励んでいます︒特にゲート

したいＴ心でした︒講演でアドバイ
スを受け実践した第一番目は︑よく
歩くこと︒それまでは︑極近い所で

が出来︑心身の健康づくりには欠か

も自転車を利用していましたが︑今
では余程遠方でない限り︑歩いて行
きます︒歩くことは︑心身共にリフ
レッシュするのに最適ですね︒
また︑第二番目には大きな声を発
するよう心掛けることです︒私は三
十年余り謡曲を続けており︑現在は
老人福祉センターで謡曲サークルを

と接することで︑気と体と頭を使っ

Ａ五ヶ庄Ｖ

ございます

Λ開町Ｖ

木下 スヱ

川崎コイト︑岡本 綾子

中川万次郎︑樋口 とせ．

清水 ギン︑頁田 知加︑

Λ小倉町Ｖ

田中やすゑ︑出口 イサ

川北長次郎︑安堂伊一郎︑

福井季太郎．八田 まつ︑

Ａ横島町Ｖ

山岸 ヱン

岡田 みね︑乾 トミ︑

西川 愛寿︑杉本マツノ︑

川上 きぬ︑村瀬シュウ︑

笠松 清一．大西音司郎︑

近藤 三馬︑多賀好三郎︑

小野豊次郎︑山代谷キシ︑

Ａ広野町Ｖ

川ロヨシヱ︑嶋津 憲義

Λ南陵町Ｖ

Ａ大久保町Ｖ

88歳おめでとう

ヨシ︑植野 繁三︑

テル︑黒井 みゑ︑

野入 信子︑坂口

いか︑

四

伊藤

つき．中村ならへ︑

植村 胤栄︑菱田

山本

フサ︑廣瀬 アキ．

重︑

安田

︵59年９月１５日・敬老会会場で︶

荒木フジノ︑木下 アサ︑

杉浦 ユキ

12 : 51

ト赤ざぷとんを贈る池本市長

12 : 50

ユニチカ

じています︒

宇治郵便局 8 :40

13 : 05

ていれば︑老いはやって来ないと信

13 : 00

ＩＩＩ

8:41

12 : 48

指導︒人に教えるには︑自分も一層
勉強しなければなりませんし︑そう

山 8 :39 12 : 49

すればまた新たな発見ができ︑楽し

8 :37 12 : 47

近鉄小倉

祉事務所福祉課へお越しぐだ

勢

才︶の芸能ショー忿響沢でいた

12 : 47

12 : 43

長年社会に貢献されて来たお年

8:37

専用バスで送迎

城南高校

さい︒なお︑受給の際には既

13 : 07

にお送りしている敬老祝金支

ユニチカ

liimiす︒また︑記念品を用意し

12 : 45

寄りの労古をね哀ラために︑敬

8:35

給案内のはがきに︑住所︑氏

国鉄新田

はがきを必ず持参の上︑受け付け

名木北口

てい乖ゐで︑お送ひした案内の

13 : 06

敬老会当日︑午前・午後の部に合

宇治郵便局 8:46

わせて︑専用バスを運行します︒お

12 : 44

今年の敬老会は︑九月十五日︑

なお︑当日は各停留所か兌蕩

国道大久保 8:34

老会を開きます︒

の文化センターまで専用バスで送

ご利用ください︒

浮

伊

帰りの際も︑敬老会終了後に運行︒

13 : 05

でお渡しぐださい︒

回に分けて︑文化センターで開き

迎し康ｙ︒停留所は一部か殴いて︑

山 8:45

13 : 03

午前十時からと午後二時からの二

毒了︒参加は︑はがきによる申し込

京阪宇治交通のバス停留所と同じ

蔭

9:00

12 : 30

笠取・炭山
(笠取小･工芸村，

み制で︑申し込未れた人には既に

蔭

8:43

山 8:53

ん

12 : 43

8:47

倉 8:38

志 津 川
(竹下酒店前)
白
川
（茶研入p）

100人に敬老会会場で

12 : 42

13 : 04

近鉄大久保 8:33

田 8:32

倉 8 :44

13 : 01

倉 8 :52 12 : 42

蔭

米寿を祝い赤ざぶと

12 : 41

小

8 :31

午後

近鉄小倉

12 : 41

8 :41

停留所

12 : 40

12 : 40

8:31

午前

8:30

緑ヶ原口

小倉住宅

12 : 45

12 : 50

面 8:30

日産車体

12 : 59

午後

国道伊勢田

12 : 44

木 8 :30

浮面方面

12 : 52

8:39

ヶ

緑

です︒お近ぐの停留所をご利用く

12 : 48

8:55

名

案内のはがきをお送りしてい未丁︒

8:33

ユニチカ

午後

午前

停留所

ださい︒なお︑専用バスにご乗車

13 : 04

小

名木方面
12 : 49

敬老会では︑米寿記念品の贈呈

国鉄宇治駅 9:04

12 : 40

8:49

の際は︑必ず市職員の指示に従っ

12 : 47

家

12 : 47

などの式典の後︑演芸の部ではフ

13 : 03

軒
三

前 8:47

てぐださい︒

三

ラワーショー︵歌謡漫才︶︑広沢

9:03

8:50
「京阪パス｣バス停

12 : 46

駒蔵︵浪曲︶︑宮川大助・花子︵漫

13 : 01
森

島 8:46

早目に受給を

13 : 00

戸 8:46
12 : 44

棋

Ｉ 敬老祝金は

本 8:45
棋島小学校 8:44

室
新

敬老坦ほ︑これま

12 : 59
12 : 42

小

11111ＳＩＩ

のバス停と同じです。：

12 : 58

田 8:44
8:42

午後

｜※停留所は京阪宇治交通｜

12 : 57

町 8:43
野
平

院

午前

停留所

12 : 50

で敬老会当日に会場で

12 : 46

宅 8:32

12 : 45

12 : 49

﹃お渡ししていましたが︑

山 8 :31

住

8:35

町 8:40

本年斐ぶは︑市内二
十一地域に支給会場を

卓子︒

蔵

西

小倉住宅

荘 8:39

南

12 : 56

桑 8:42

12 : 40

宇治橋西詰
（m通り）

原 8:32

午前

前 8:41

川 8 :40

・．設け︑既に支給してい

御

宇治郵便局 8 :54

日産車体方面

12 : 55

病

午前

笠取・炭山
・白川・志
津川方面

12 : 48

西

名を記入し︑必ず押印の上持

13 : 01

午後
12 : 54

専売公社住宅8:40

京阪宇治交通
大 河 原

まだ受給されていな

9:01

8 :33 12 : 43

神

参しでｙｙださい︒はがき之お

京阪宇治

幼稚園前

午後

午前
12 : 53

木幡山手町 8:39

停留所

｢京阪パス」パス停

停留所

い人は︑十一月三十日

12 : 45

北山住宅

明 8 :38

城

忘れになると︑敬老褒享受

宅 8:30

停留所
幡 8:38

黄

研

︵日曜日と祝日忿７

もご注意ぐださい︒

給出来ませんので︑くれぐれ

住

加藤周市‰(70)

12 : 52

木
宇治市役所 9:06

12 : 50

社 8 :50

神

県

午前９時から午後５時
ま１ただ１

土曜日は
正午まで︶までに︑福

中

大久保町旦椋

12 : 51

御蔵山参道 8:37

午後

中

一

卜演芸などで楽しいひととき
︵59年９月15日・敬老会会場で︶

501

13 : 00

三軒家方面
並 8:36

目川方面

12 : 49

町
9:05
総合庁舎

13 : 05

園 8 :34
13 : 05

御

目

宇茫

9:00

▲「育てる楽しさと収穫の喜びが何よりです」と小西勇三さん（9月２日・芝ノ%

９月15日に文化センターで

竹内米･

宇治車庫

宇治橋西詰
(都計道路)

御蔵山方面
宇治車庫方面

午前
停留所
午後
午前
停留所

敬老会で楽しい１日を

市
治
宇
（3）第713号

○宇治市小倉公民館…小倉町
寺内91（豊⑩4 6 8 7）

中心に︑中央公民館で行われ
ます︒市民の哲兄の出演発

員・：50人︵先着順︶▼申し込
み・：９月１１日から中央公民館
へ電話または直接来館で▼保
育・・・２歳以上のそ公か対象︒
定員20人︒おやつ代として五
百円か必要︒ご希望の人は︑
受講申し込み時に併せて︒
︵中央公民館︶

︵市民体育課︶
一般女子
軽スポーツ教室
▼とき⁝９月24日叫︑27日
吻︑10月１日叫︑４日宙︑８日

日（日）
文化会館大

ホール
ってご利用ください︒
︵中央図書館︶

在宅障害者
ティーサービス

︿陶芸教室﹀
本年度第二回目です︒
▼日程⁝９月22日面︱成型︑

10月６日㈲︱彩色︑時間はい
ずれも午前10時〜正午▼とこ

作室▼内容・・・課題作のおらチ

ろ⁝総合福祉会館１階作業工

茶わん︑または自由作品▼指
導⁝長谷川重一さん▼対象・：
在宅障害者▼定員・・・20人▼参
加費・・・材料費実費▼持参品・：
エプロン︑タオル▼申し込み・

︵学校が遠いため︑本人のみ

下宿の場合も含む︶し︑学資

の支出が困難で他の奨裳涯

芦を客そいない人▼募集人

数・・・若干名▼貸与月額・：高校

生︱公立四千五百円・私立八

千円︑高専生＝五千円︑大学

生＝国公立八千円・私立一万

一千円▼申し込み・・・福祉課に

ある願書に︑学校長の推薦調

書︑成績証明︑在学証明m

︵福祉課︶

え︒９月30日までに母子児童

福祉係へ︒

警察職員の募集

▼職種・採用予定数
／・・・男子

警察官︵約75人︶︑婦人警察官

15人︶︑婦人交通指導員︵約10
人︶▼対象・・・Ｏ男子警察官︱

︵約10人︶︑警察事務職員︵約

昭和33年ｔ月２日〜43年４月

年そして・・・﹂︒展示作品は︑

／がんばφつμ⁚１婦人︑青

と題して︑これまでの活動

﹁解放文化祭十年のあゆみ﹂

牽まとめたものや︑中学生

製作の版画カレンダー︑保

育所保護者心一の手づくり絵

本など︑地域のＨＡＷ>から

大人までの各層で取り組ん

また︑ステージ︒まつり

だものです︒

のひゑＦでは公晏や歌︑

劇などの発表︑更に青年部

による手づぐり遊びの指導

など︑多彩な内容になって

い毒了︒同和問題か考える

機会として︑ぜひ解放文化

▼作品展示・：14・15m'

祭にお越しぐださい︒

午前10時〜午後４時▼壬つ

くりコーナー︵タオル手芸︶

・：15日︑午後１時？２時▼

時〜午後４時︵15

模擬店・：14・15日︑午前10

▼スライド上映・・・

日は午後１時まで︶

14日＝午後Ｌ時〜
２時︑15日＝午前

11時Ｉ正午▼まっ
りのひろぼ⁝14・

詳しぐは︑木幡

15日︑午後２時〜
３時︒

河原隣保館︵豊⑩

り0546︶へ︒

▲幡河原隣保館︶

■It＊ ︵社会教育課・木

Ｖ茶券販売所・・・回観光協｀

４時〜９時▼ところ・：府立

日面︑時間はいずれも午後

せ⁝宇治市茶道連盟連絡所

交通社各営業所Ｖ問い合わ

会︑宇治商工会議所・京阪

し︑男子警察官は９月２日側

茶︑煎︵せん︶茶︑点心料理︑

︵商工観光課︶

から︑その他は17日叫から︑

それぞれ26日團までに宇治警

︵宇治警察署︶

察署︵豊＠1111︶へ︒

・・・前売券＝二千五百円︵抹

︵豊⑩4819︶へ︒

▼とき⁝９月21日出・22

しみください︒

がらの一服−︒風流をお楽 ︵抹茶または煎茶と茶そば︶

仲秋の名月か愛︵め︶でな観月船乗船︶︑当日券＝千円

ただ今︑前売り券を発売中

宇治川観月茶会

今回のテーマは﹁︒団結

す︒

木幡河原隣保館で開かれま

日出と十五日間の二日間︑

行委員会主催︶が︑九月十四

第十回解放文化祭︵同実

解放文化
祭
9月14・15日木幡河原隣保館で

宇治公園中の島一帯▼茶券

いてあり康ｙ︶に写真か添付

紙︵警察署次たは派出所に置

１日に生奔れた人▼申し込み
・問い負笹・：所定の申込用

昭和37年ｔ月２日〜43年４月

事務職員・婦人交通指導員９

４月１日に生まれた人Ｏ警察

官＝昭和36年ｔ月２日〜43年

１日に生書れた人○婦人警察

社会福祉協議会︵豊⑩565

市内に継続して３年以上居住

▼対象・・・本人と保護者が︑

本年度の二次募集です︒

市奨学生の募集

︵福祉課︶

課︵豊⑩3141︶へ︒

みは︑９月18日㈹までに福祉

二クールベの入園のお申し込

ってい康司昭和六十年度第

児の母子通園による療育奎竹

雲糧祉園では︑心身障害

入園児の募集

宇治福祉園︵療育︶

4︶へ︒︵社会福祉協議白

物︑絵本など奎釆のました︒

はじの外国のいろいろな読み

んの本﹂と題して︑日本を

﹁おじいさん︑おばあさ

います︒

しを︑十月三十日まで行って

にちなんだぶの展示・貸し出

では︑九月十五日の敬老の日

中央図書館児童書コーナー

本の展示・貸し出し

敬老の日にちなんだ

︵市民体育課︶

141︶へ電話で︒

Ｈ日から市民体育課︵豊⑩3

袁蕩共30人︵先着順︶▼参加

問い<itｊｅｉｆｊ‑：９月17日までに

文化センター開館１周年記念事業
費・：五百円▼申し込み・：９月

育館▼対象・定員二般女子︑

幡小学校と大久保小学校の体

７時半ト９時半▼ところ⁝木

８日間︑時間はいずれも午後

脚︑11日吻︑15日脚︑18日金の

１１月17

発表の部は三日と四日の両
日︑文化会館１展示の部は

片岡陽子さん

読書の秋に︑ぜひご家族そろ

☆運命児徳川信康の波乱の生涯を感動豊かに描く大作

参加呪なお︑卓球︑バレー

11/14困 家族の中での女性の役割

今年も秋の市民文化祭が︑
十一月三日か革治市文化セ
表と展示作品公″集し示す︒

反逆児

萬屋錦之介特別公演

10時Ｉ正午▼ところ・；宇治小
学校︒
初心者にも︑分かりやすく
指導Ｌ蚤す︒一人でもグルー
19日閑︱南宇治中学校体育館︒
時間はいずれも午後７購Ｔ

プでも結構です︒お気軽にご

スポーツひろば

▼とき・：９月23日脚︑午前

11/7閑 女性の社会参加とは婦人問題研究家

▼対象・：市内在住の女性▼定

10/23困 女性の自立を考える茨木工業高校教諭
菅野美恵子さん

参してぐださい︒

ボール共︑参加者は上靴か痔

話番号を明記して中央公民館

︵中央公民館︶

へ︒９月20日面必着のこと︒

婦人講座

これからの女性のまき方に

▼日程・内容・：右表のとお
り︒時間はいずれも午前10時

︿卓球・サッカー﹀

９時半︒

出＝小倉小学校体育館︑・９月

開講式・オリエンテーション 中央公民館館長
映画「近代女性の歩み」

〜正午▼ところ・・・中央公民館

10/17困 女性と法律(2)

▼とき・ところ・・・９月14日

︿バレ・︲ボール﹀

お知らせ

3141︶へ︒︵襲薮育課︶

行委員心一︵社会教育課内・酋⑩

９月号吊までに︑文化祭実

■申し込み・問い合わせ・：

は団体︒

ア︵高校侍里︶︒発表の部

内に通勤・通学するアマチュ

■参加賓格・・・市民または市

手工芸︑写真︑書道なぺ

俳﹃エスペラント﹄︑陶工芸︑

絵などの額装品︒文芸︵短歌︑

菊花︑水石︑盆栽︑山草︑ちぎり

謡曲︶︑舞踏Ｏ展示の部＝生花︑

合唱︑演奏︑邦楽︵三曲︑吟詠︑

■募集内容・・・Ｏ発表の部１

三日から五日までの三日間を

陶芸教室の日程表

さん▼対象・・・市内在住の18歳
以上の人︵他の教室で受講し
た人はご遠慮を︶▼定員⁝20

枚▼申し込み・問い令幻せ・：

婦人講座の日程表

ついて考える講座です︒

ll/6(*) 作陶実技・花器の成型仕上げ
n/i3困 作陶実技・ゅう薬かけ

９月21日まで
ただ今︑受け付け中

人形劇フェスティバル
参加団体の募集
アマチュアの人形劇グルー
プの交流と︑日ごろの練習の
成果を発表するズ形劇フェ
ステ″バル が︑十一月二十
四日間に文化会館で開催︒市

ープは︑こぞってご参加ぐだ

内のアマチュアの人形劇グル

▼申し込み・問い︷Ｂせ・：

さい︒

館へ電話か直接来館﹃

９月30日㈲までに︑中央公民

なお︑第一回目の準備会を
10月４日圖︑午前10時から中
央公民館で行い康司
︵中央公民館︶

人︵応募者多数の場合は抽選︶
▼費用・・・教材費千円︵第１講

往復はがきに﹁陶芸教室希誤

日に徴収︶▼持参品・・・ぞうき

おり︒時間はいずれも午後︱

と書き︑住所︑氏名︑年齢︑電

んと前掛けＬ枚︑ポリ袋小２

時半ト４時▼ところ１中央公

初心者を対象に開海蛋す︒

民館▼講師・・・陶芸家の則Ｅ醇

▼日程・内容・・・右下表のと
申し込み・・・９月11日から小倉

︵小倉公民館︶

公民館へ電話または直接来館

中央公民館館長
11/28困 学習のまとめ
閉講式

▲力作を鑑賞する人たち（昨年11月）

ンターで開催され未了︒

io/3a水) 作陶実技・花器の形造り
〜完成品の展示と評価〜

定員・：親子50組︵先着順︶▼持

陶芸教室

10/9 團 開講式・陶芸の基礎を学ぶ
作陶実技・湯呑(の)みの形造り
10/16困 作陶実技・湯呑みの成や仕上げ
10/23困 作陶実技・粕(ゅう)薬かけ

参品・・・筆記用具・懐中電灯▼

どもは小学校４年生以上︶▼

▼対象・：市内在住の親子︵子

星天文館館長・江上賢手兄

初秋の星座の観測▼講師⁝明

民館▼内容⁝月や木星︑また

７時〜９時▼ところ・・・小倉公

▼とき・：９月20日輿午後

ジュニア天文教室

公民館のお知らせ

502

22日

弁護士
松尾遊子さ/

10/1I図 女性と法律(1)

秋の市民文化祭
で︒

9月2

宇冶公尺館ｻｰｸﾙ連絡協議会
地域社会を支える女性の役割会 長 小 坂 恵 美 子 さ ん

11/21困

宇治市社会教育指導貝
加賀爪二三枝さん

10/31困 男女平等の教育

平安女学院短期大学
助教授上野千鶴子さん
国連婦人年の10年の歩み

10/3 困

予定講師
容
内
習
学

月 日
9/26昶

〜完成品の展示と評価〜
受講のまとめ
閉講式
u/2羽

容
内
日
月
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出演団体・作品を募集
Ｏ宇治市中央公民館･･･折居台
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