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宇治琵琶33番地

宇治こころの電話
0774−24−0800

や資料をそろえた︒図書室を配

にも利用出来る学習室︑図書

どにもご利用いただけるふつ︑

を備え︑身障者やお年寄りな

身障者トイレ︑点字ブロック

に策定し建設を進めてきた本
市の公民館網整備・充実計画

置しています︒

末年始︵12月28日〜1月3

その他公益を害するおそれ

教や政党に利害のある活動︑

伴う内容の活動︑特定の宗

施設は︑鉄筋コンクリート

は一定達成します︒

各室は︑学習や集会など多

日︶︒なお︑中央公民館は

のある活動などです︒
広野公民館でも︑地域の皆

3日前までに申請書で

使用のお申し込み

些

公民館︵公民分館か除5時︒必要と認められた場

の利用方法のあらましは合︑午後10時まで延長出来
半゜

▽開館時間・：午前9時〜午後▽休館日・・・日曜日・祝日・年

とおドです・

1摘み子さんらと新茶を摘む池本市長

一−一文化センター内︵萱

○宇治市中央公民館・：折居台

⑩1411︶

尻七〒九︵ａ⑥2804︶

○宇治市宇治公民館・・・宇治里

生産は最盛期を迎えます︒

初夏の香りを伝える宇治茶の

摘みは五月中旬か呆格化︑

はほぽ平年並みの予想︒新茶

二日遅ぐなりましたが︑収量

今年は︑初摘みが昨年より

生芽約百♂を収穫しました︒

治地方振興局長らも参加して

りました︒池本市長や木下宇

やかな手っきで新茶か摘み取

りの摘み子さんら二丈が鮮

恭かねだすき︑あねさんかぶ

この日は︑かすりの着物︑

︵約三土−︶で行われました︒

茶業センターの優良品種茶園

十五日︑新茶の初摘みが府

八十八夜が近付いた四月二

寺山一七︵容⑥7450︶

○宇治市広野公民館・：広野町

寺内九一︵豊⑩4687︶

○宇治市小倉公民館⁝小倉町

畑三四−七︵容⑩8290︶

○宇治市木幡公民館⁝木幡内

に必要事項を記入し︑使用

▽使用出来ない場合・＝営利を

▽使用料・：無料︒

みは出来ません︒

けし缶す︒電話での申し込

い︑5月19日囲から受け付

公民館については新設に伴

てください︒ただし︑広野

を希望する公民館へ提出し

﹁公民館使用許可申請書﹂

2ヵ月前から3日前までに︑

1階
目的に利用出来る外︑学習に

高めるための学習を進め︑

さんの生活に根ざした課題に

月曜日は休館︑日曜日は開

▼最初に掛けた人は︑カセ″

2階

造り二階建て︒延べ床面積は

参加する婦人のために幼児の

地域の文化を守り伝承し︑育

取り組むと共に︑住民の自主

館︒

化・観光行事などを紹介しま

トテープが︼回りすると電

公民館は︑市民の暮らしを

約六百十平方μで︑建設費は

保育も出来ます︒︑また︑車い

てていく場です︒更に︑市民

的活動の場として︑気軽にご

す︒毎週月曜日の朝に︑これ

話は自動的に切れま哭市

配慮し建てられています︒

総額約三億四千八百万円

すでも出入匯が出来るぶつ玄

利用いただくため努力してい

一階には二百人収容の会議
室︑練習室︑保育室︑事務室

を進める場です︒

らのお知らせを録音したテー

政ダイヤルのテープのひと

▽使用の申し込み・：使用日の

相互の連帯を深め︑社会教育

ちください︒・
▼市政ダイヤルの電話番号は

プを入れ替えることになって

回りは約二分半です︒もし︑

くことにしています︒

関前のスロープや︑自動ドア︑

宇治市政ダイヤルは︑﹁声
の広報﹂です︒声の広報は︑一
週間︵月曜日から日曜日︶︲の

いますので︑週間行事を知る

他の人が聞いていてぶ話

⑩0100番の一回線です︒

上で便利です︒

ください︒︒

しばらく待ってお掛け直し

し中 の信号が出ましたら︑

は五月十九日囲午前八時半

▼テレホンサービスの開始

ご注意とご協力

聞くことが出来ます︒

毎日︑いつでも二十四時間

︿テープが聞ける時間﹀

市の主な行事・催し案内︑文

すので︑もうしばらくお待

など︑二階には料理実習など

両面聶珂

社会教育活動の拠占に
宇治市広野公民館が五月十七日に開館します︒地元住民の皆
さんにとっては待望のオープン︒老朽化した広野公民分館を廃
止し︑新たに地区公民館として開設したものです︒社会教育活

▲住民活動のセンタニに（広野公民館）

動の拠点として︑住民の皆さんから期待されています︒

広野公民館の開館によって︑幡公民館
に続き四館目︒中央
一
公民館も含めて︑昭和五十年

ル電話20−0100

申ｉ611京都府緬市

編集広報課

Ｌ勁
／臨
﹇ａ甲

宇治市政ダイヤ

ＳＲ7450
広野町寺山17

地区公民館は宇治・小倉︒・木

5月19日から開始
情報化時代の今日⁝⁝だれ
でも気軽に利用出来るという
電話の特徴を生かした新しい
市民サービスを︑来たる五月
十九日から始めます︒この新
しいテレホンサービス﹁宇治
市政ダイヤル﹂で︑毎週新し
い市政情報を二十四時間いつ
でもサービス出来るぷフにな
ります︒﹁宇治市政ダイヤル﹂
の電話番号は20局0100
番︒一度︑ご家庭や職場から︑

声の広報

広野公民館「尹詐

からです︒ただ今準備中で
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都合の良い時間に︑ダイヤル

4月25日

広野公民館が17
を回してお試しぐださい︒

あかねだずきで宇治茶の初摘み

日オープン
テレホンサービス

● 毎 Ｈ 1 一 日 ・ ｌ ｌ 日 ・21日発行

∧第737号
（ａ曜・祝日除く毎日午前9時〜午後6時）・

発行京都府宇治市．

青少年問題の悩みなどお気軽に

七謡（0774）22−3141

れそシなボタンはつけ直し

つ破れやほつれを直し︑取

数︑応急処置の内容などを

つしみの種類や付着後の日

伝えましょう︒

うになり︑゛﹁供用開節の

幡の一部から便用出来るよ

いよ本年八月︑六地蔵・木

りません︒︹下水道法第

洗便所に改造しなければな

所は︑公示後三年以内に水

︹宇治市公共下水道条例

へ流すぷフにしてください︒

路へ︑便所︑台所︑ふろ場

このよシな店はＬＤマー
ておきましょう︒高価なボ
伝えましょう︒しみ抜き料

公示を待つばかりとなりま

一一条の3︺

業者﹂でなければ歪横所

来ないことになってい康司

場へ伝えるよう

項や要望事項などを必ず工

の究明に時間がかかったり︑

に話にＸ写ことです︒原因

故が起きた時は︑遺裏謬

で︑下水道排水設備工事の浄化槽かそのまま使用す

手順についてお知らせしまる握弓も︑

排水設備の設置

す︒

区域内に土地や建物を所

あります︒本来このような

洗化工事が出来ない場合が

間に話見回かっかず︑水

使用者と家主や地主との

水洗化工事の紛争

第一一条︺

っています︒︹下水道法

なければならないことにな

の条件で物件の使用を認め

屋の所有者のために︑一定

は︑この工事が出来ない家

これらの隣接物件の所有者

が出来ない家屋がある場合︑

どシしても排水設備の工事

水設備差茶一しなければ︑

地形的に他人の土地や排

隣地の受忍義務

条例第七条︺

康ｙ︒︹宇治市公共下水道

などは︑公認業者が代行し

てください︒市への手続き

必ず公認業者に申しつけ

へ流すぷつにしてください︒

預かり証にそのことを記入

責任の所在が明確でなかっ

今回から三回のシリーズ︹下水道法第一〇条︺

出来るぷつになり未了︒

つ取次店や巡回クリーニン

門店に依翠てるのが一番で

してもらｙつのが確実な方法

有または使用している人は︑

供用開始になれば出来るだ

け早く︑台所やふろ場など

からの汚水を公共下水道に

流すぶつ﹁排水設備﹂を設

水道へ放流しなければなら

︹下水道法第一〇条︺

って解決するものですが︑

紛争は︑当事者間で話父に

置しなければなりません︒

ないので︑二重の経費がか

水洗便所の新設・改造

かり不経済です︒

と雨水を別々に流す﹁分流

決のため公平な立場であっ

であり︑市としても問題解

︵下水道課︶

よラお願いします︒

り︑整備を進めていただぐ

て︑地域ぐるみで解決を図

ために︑お互いに助け合っ

ちの町の環境をよくする

なことです︒しかし︑私た

く︑当事者にとっては大変

どの問題が絡むことも多

だけでなく︑土地・家屋な

置については︑経済的な面

水洗化な芦排水設備の設

せんを行います︒

式﹂です︒雨水は︑溝や水

て義務一つけ卵れているもの

水洗便所の設置は法によっ

区域内で家屋を新築また

道に直結した水洗便所とし

な廿れぱ建築確認を受けら

れません︒︹建築基準法

宇治市の下水道は︑汚水

汚水︑雨水の分流

その排水は下

そのことか伝えましょう︒

﹁宇治市排水設備工事公認

排水設備工事業者

第五条ブ

などからの汚水は︑下水道

クやＳマークが利用者の見
タンや飾りボタン︑後染ボ
が別に必要なことがありま

した︒との公示があれば︑

浄化槽式便所は︑内部は

などの排水設備工事は︑出

911ＪＩ一︸． ．＼ ︑ ・ＣＮｒＵＫｕ＊．Ｗ−？クリーニング店の利用法

ニング事故賠償基準﹂に基

すが︑たいていのクリーニ

グか莉用する時は︒注意事

づき賠償されます︒

たりすることがありますが︑

取り扱いはよく相談

現在使用中のくみ取り便

やすい場所に掲示してあり︑
タンは取りはずしておくほ
す︒出す時によく相談鴛

地域の皆さんは︑台所やふ

そのまま︑外部の浄化槽を

第三一条︺

定められた処理基準や管理
うが安心です︒
っ対の衣服や共布の付属品

廃止して︑直接公共下水道

本市の公共下水道もいよ

基準に従ってい毒司また
汗ぶの個所は糸で目印を

ろ場な芦妬らの汚水を下水

です︒

ごろ︑技術が俸れている︑親
クリーニング事故賠償保険

道へ流し︑水洗便所も使用

消費者コーナー

切な店な芦示挙げぴれます︒

Ｊ形見な芦特別な品物は︑

は一緒に出しましょう︒

大勢の人がクリーニング
店か莉用していまずが︑上

つ毛皮製品や和服などは専

シか︒今回はクリーニング
店の利用法についてお知ら
せしましょう︒
店の選び方

合︵ＬＤマーク加盟店︶と

店か選ぶときは︑まず近
所の人や知人に評判を聞い
厚生大臣認可の標準営業約
です︒

地域ぐるしみで水洗化工事

は増・改築する場合は︑下水

手順④

ング店では専門店に取り次
クリーニングを

感情的にならないことが大
切です︒なお当事者間で解
決方法が見い出せないとき

事故防止は確認から
クリーニング店または取

は︑市役所商工観光課・消

︵商工観光課︶

次店に持って行った時︑先

さい︒

化学スモッグの監視体制に入
ってい康司
昨年︑市内では光化学スモ
ッグの注意報が三回発令され
ました⁚光化学スモ″グの注
意報や警報が発令されると︑
学校や保育所などの公共施設
に垂れ幕を掲げてお知らせす
る外︑テレビーラジオでも報
道されます︒これから夏期に
かけてはオキシダント濃度が
高くなりやすく︑日中︑目が
チカチカしたり︑のとが痛く
なった時には︑出来るだけ戸
外へ出ないぷつにしましょう︒
また︑自動車の運行もなるべ

︵環境保全課︶

く自粛してください︒

設備工事の

いでいるので︑確認し依頼
しましょう︒
クリーニングを

汚れのひどい所︑寸法など

費生活相談室にご相談くだ

お互いに確認しておきまし

に述べた注意点と︑しみや

っ表示や取り扱い上の注意

頼むとき

は︑必ずクリーニング店に

生しやすい季節になりました︒
京都府と宇治市では︑既に光

下水道排水

てみましょう︒更に選び方

5月22日から消費生活講座

款登録店︵Ｓマーク登録店︶

子育てを考える

の基準は︑近い︑料金が手
出す前に
〇自分で洗えて仕上げの簡
単な衣服は︑なるべく自宅
で処理しましょう︒グリー

な金額になり康司

た家庭での教育の在り方など
を考え未了︒子育て真っ最中
のお母さん︑ぜひご参加を︒

監視体制始ましる
今年も光化学スモ″グの発

光化学スモッグ

﹄ング代もまとまると大き

多様化する社会の中で︑食生活や教育・生活環境な

▽日程・内容⁝左表

ト︵宇治里尻71−9︶

▽心一場・：宇治労働セツルメン

正午

ど子どもを取り巻く現状は︑複雑化して来ています︒
めには︑親としてどうあるべきかを消費生活とのかか
わりの中から考えます︒多数ご参加ください︒

▽定員⁝70人︵先着順︶
▽受講料・：無料
▽申し込み・：商工観光課︵容
⑩3141︶へ電話か来庁

なお︑当日は保育室を用意

で︒

︵商工観光課︶

師

；

影響する食・住環境

と健の康

講

論家

今回の消費生活講座は︑≠

わり

▽時間・：いずれも午前10時〜

育費 容

リーニング環境衛生同業組

つけてお孝ましょう︒

▲東宇治処理場内の中央管理室

に加入しているので︑事故

▲光化学スモッグに十分な
注意を‥ト＝犬

が発生した場合は﹁グリー

十分確認した上で万一事

なくそう迷惑駐車

また目安となるのが︑ク

ＬＤマーク

手に利用出来ているでしょ

かか

心身共に健やかで精神的に自立した子どもを育てるた

内

ヘーＵ

住食］ 生体活の

し毒ｙ︒ご利用ください︒

ヨ

μ石たちの成長に大きくかか

消費生活講座の日程表

わる食生活や︑生活環境︑ま

評

§
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ト熱心に学習︵2月の消費生活講座︶
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宇治公民館が︑小学生や中
学生の親を対象に家庭教育学
級を開催し毒ｙ︒テーマは︑
﹁自分をみつめ︑心豊かに生
きる子どもを育てる﹂−︒
今︑教育の現場では︑非行
や暴力︑いに拓などの教育荒

各種大会が
目白押し

−いじめや登校拒否から学ぶこと−・

健全な家庭とは
宇冶市青少年対策室指導主事
一親子関係をふりかえって−

家庭における性教育

子どもたちの生活

6／13吻
一とくに男ｒ・の性の指導一 日本性教育学会理事今村要道さん
5

6／19（村
一日本、そして外国の子どもたち−
泉ヶ丘中学校校長中津川敬朗さん
6

家庭と学校
6／26困
一親は何をしたらよいか−

7

京都府山城教育局指導主事
7／3俐子どもたちの進路についてともに考えよう
中森勝さん

する人間性教育の必要性が叫︒
ばれています︒このような状
況を踏まえ︑人生の最初の教
師としての親の在り方や︑子
どもたちが心豊かに生きるた
めの育て方について︑講師を
交えてみんなで考えます︒ぜ
ひ︑ご参加ください︒
▼日程・内容・講師⁝右表
のとおり︵時間はいずれも午
前10時〜正午︑第4講だけ午
後2時〜4時︶︒▼定員・・洵人
︵先着順︶▼申し込み⁝宇治公
民館︵ａ⑤2804︶へ電話か

も︑サッカー︑ソフトボー
ルなどの四競技が行われる

都国体での本市開催三競技

予定です︒｀また来年は︑京

全国規模の大会が次々に開

のリハーサル大会として︑

ご希望の人は受講申し込み時
に併せて︒おやつ代一人四百
円︒︵常治公民館︶

お知ら廿

エスペラント
初等講習会
▼とき・：5月15日俐から毎
週木曜日の3ヵ月間︒時間は
午前10時〜正午と午後7時〜
−
になるものと思われ未了︒
競技開催時には
温かい声援を
京都国体の本番時はもち
ろん︑前記大会などスポー

観戦するためには︑やはり

ところで︑競技か薬しく

を送りましょう︒

的に参加して︑温かい声援

ツ行事の開催時には︑積極

9時のいずれかを選択▼とこ

んＥソ夏▼料の

計牡］：
定理リ］ミ

直接︒︵交通労政課ご

えて宇治労働セツルメントへ

園芸教室

▼日程・・内容・：5月22日俐
＝園芸植物と山野草︑26日側
＝野生ランと園芸植物︑29日
俐＝茶花と山野草︵時間はい
ずれも午前10時〜正午︶▼と
ころ・：小倉公民館▼講師・：園
芸研究家・柴田明さん▼定
員⁝40人︵先着順︶▼申し
込み⁝電話かはがきで小倉公
民館︵干611小倉町寺内91・萱⑩
4687︶︒へ︒5月12日囲から

こで今回から︑本市開催の
水泳︵競泳・飛び込み︶︑サ
ッカー︑ソフトボールにつ
いて︑その主要なルールや
見どころなどを簡単にご紹
介し康司

：六エ︑フナ︑マジカその他▼

ト内︵午後1時〜2時︶▼魚種

み⁝中の島朝霧橋畔特設テン

▼参加費⁝無料▼魚の持ぢ込

阪宇治駅前︵午前5時〜8時︶

朝霧橋畔特設テント内と︑京

時〜午後5時︶︑当日＝中の島

ー︵5月11一日か晨甘午前9

付⁝事前＝宇治市観光センタ

隠元橋まで約12Ｊ︶▼参加受

玉流の滋賀県境から下流の

決行︶▼ところ⁝宇治川一帯

▼とき・・・5月25日間︵雨天

宇治川魚釣り大会

受け付け︒︵小倉公民館︶

ツ．後犬営

水泳

一11−︲1−︱−111−−−−−1111−11−111峠

みが︑京都市︵鳥羽高校︶で︒

水球が行われ毒司

ミングは︑都道府県対抗に

よる得点の対象にはなりま

せんが︑公開種目として本

決回は競泳について︑そ

市︵太陽が丘︶で行われます︒

の見方などを説明し未了︒

バ
Ｌ市役所
ば □

プー一ロ

高齢者Ｋポーヴ教室

二般男子は若干名▼資格

←殺生は2年生以上で学

校の許可が必要︑大学生男

子は水泳指導の出来る人を

望む︒なお︑期間中は継続

して勤務出来ること▼申し

込み・問い合わせ⁝5月31

日までに黄葉公園管理事務

所︵五ヶ庄三番割・容⑩1

905︶へ︒︒申込書は同事

設行政相談所を開設︒今年度

この一環として︑総務庁が特

結構です︒申込書は郵便局ま

も︑郵便による甲し込みでも

へお申し出ください︒代理で

持参品：上靴︒

込み・：当日︑直接会場へ▼

齢者▼参加費・：無料▼串し

ーショングーム▼対象⁝高

健康づくり体操︑レクリエ

小倉小学校体育館▼内容⁝

年・少女▼対象・：市民と

ランク上般男・女子︑少

校烋晶▼種目⁝団体戦▼

前9時▼ところ・・・広野中学

▼とき・：5月25日㈲︑午

市長杯卓球大会

務所にあり李ｙ︒

審査基準・：︱尾の長寸順︵活

改正された年金制度︑または

構成するチーム︵一団体4

資募集の運動月間です︒日本

・問い合わせ・：5月20日ま

度に応じた競技▼申し込み

ム︑障害急歩など障害の程

▼種目・：車いすのスラロー

校運動場︵雨天時は体育館︶

前9時▼ところ︑木幡中学

所・氏名・電話番号を書い

住所・氏名︑リーダーの住

＝・任意の用紙にメンバーの

中学生＝五百円▼申し込み

加盟9千円︑一般＝三千円︑

参加費さチーム︶⁝協会

体に付き2チーム以下︶▼

〜ａ人︑少年・少女は一団

赤十字社では︑今年も﹁全戸

でに市民体育課へ︒

徒歩15分︶★問い合わせ・：農林茶業課︵容⑩3141︶︒

魚に限る︶︑同寸の場合は審査

たは福祉事務所にあり毒司

市内に通勤・通学する人で
受け付け順▼問い合わせ⁝宇

国や府・市︑国鉄︑公社・公団

10時〜午後4時▼ところ⁝市
民会館︱階第3会議室▼相談

社員加入﹂を目標に︑社員募

などの理由で︑母親が保育出

は厳守され毒了︒
▼とき・：5月15日俐︑午前

五月は︑赤十字社員増強・社

育を行います︒お申し込み・

来ない場合にご利用いただけ

何でもご相談ください︒秘密

る﹁昼間里親制度﹂を開設して

内容・：年金︑保険︑道路︑河川︑

集運動を実施︒赤十字の事業

で︒郵送の場合は必着のこ

赤十字社資募集

い毒呪対象は︑生後六週間

登記︑税金︑郵便︑交通や交

には︑国際救護活動や献血事

と︒本年度に卓球協会へ加

市では︑働いていたり︑病気

以上三歳未満の子どもたちで︑

通安全など行政一般▼相談員

業︑災害救護なＩかあり︑必要

宇治市ゲートボール連合

盟するチームは︑加盟申込

京都南社会保険事務所︑京都

加盟チームを募集

▼申し込み・問い合わせ

千賀桔司さん︵容⑩232

問い合わせ⁝日産車体内・

書と加盟書か痔参のこと▼

日出までに直接または郵送

園管理事務所内︶へ5月17

ヶ庄三番割官有地・黄葉公

て宇治市体育協会︵〒611五

五人の里親︵左表のとおり︶

・機関・：松本登︑増井繁一︑瀬

な事業資金は︑すべて皆さん

︵剛日本ゲートボール連合

お問い合わせは︑保育課︵酋

賄われています︒

⁝5月17日出までに︑分担

集します︒

募集のお願いをしま子ので︑

町内言治︶会を通じて社資

行政監察事務所︒
︵広報課︶

よろしくご協力ください︒

でお知らせした﹁特集−第二

市さん宅にあります︒

へ直接︒入会届は︑加藤周

査﹂となってぃましたが︑同

アルバイト募集

▼とき⁝6月22日㈲︑午

前9時〜午後4時▼ところ

・：黄槃自衛隊弓道場▼競技

ラス・：男子初級の部︵3段

・・・近的・遠的の個人戦▼ク

以下︶︑男子上級の部︵4段

月31日㈲まで︑黄柴または

参加費を添えて5月30日ま

▼申し込み・問い合わせ・：

社会人四百円︑学生二百円

以占︑女子の部▼参加費・：

1時間につき︑高校生が五

一里山22−16・豊＠022

でに西垣内靖さん︵広野町

7︶へ直接︒

百円︑大学生と一般が五百

生男女各15人︑大学生男女

五十円▼対象・人員・・・高校

西宇治公園プールｙ賃金・：

▼勤務・：7月12日出〜8

市長杯弓道大会

3︷Ｔ575︸へ︒

同襲煽事長・加藤周市さ

金千円と入会届を添えて︑

訂正とおわび

巨ぼ匪

︵日本赤十字社宇治市地区︶

ん夭久保町旦椋50︑府営

次総合計画﹂の記事中︑人口と

住宅25の210・豊⑩2351︶
れています︒重度の身体障害

市政だより四月二十一日号

煮一級・二級︶で︑同手帳を

トされます︒ご希望の人は︑

調査に驀っくのは55年だけで

市営プール

年齢構成の推移を表すグラフ

申込書と共に同手帳を痔って

す︒訂正し︑おわびします︒

育児級業制度普及促進旬間5月5日〜5月1

4日

五月三十一日までに︑郵便局

の説明が﹁55年︑60年は国勢調

お持ちの満六歳以上の人には︑

今年も一︿月二十日まで発売さ

した﹁青い鳥郵便はがき﹂が︑

の理解を深めることを目的と

身体障害者に対する︑国民

青い鳥郵便はがき

⑩3141︶へ︒︵保育課︶

特設行政相談所

五月十百聞から春季行政
相談強調月間か始まります︒

ゲートボール連合
が︑保育所に準じた内容で保

田佐江子︵以上行政相談委員︶︑

からご協力いただいた社資で

▼とき・：6月1日面︑午

障害者Ｋポーｙ大会
治観光襲二寫7334︶

詳しくは︑宇治郵便局︵酋⑩

前9時〜Ｈ時▼ところ⁝西

▼とき： ・5月18日面︑午

育のお
などの仕事に関して苦情︑ご

★参加は無料★新茶サービス︑一煎︵せん︶パックのおみゃげあ

市民体

へ︒ヽ︵商工観光課︶

至大久保−・

4112︶へ︒︵宇治郵便局︶

ト
意見︑ご要望がありましたら︑

ＡＭ10：00〜12：00（雨天中止）茶業セレンター

傘下︶が︑加盟チームを募

昼間里親制度

り★白川共同製茶場︵もみ茶︶も見学出来ます︵現地から1・5べ

知らせ

ろ・・・宇治公民館▼受講料・：三
千円︵教材費込み︶▼申し込み
⁝宇治エスペラント会の中村
日出男さん︵酋⑩2047︶へ︒
講習会初日にも会場で受け付
けます︒︵社会教育課︶

子講容さ師Ｅ

36入︵先着順︶▼材料費・：千二
百円▼申し込み・：材料費を添

美／理▼智▼内

シンシ
クロン
ナイク
ズドー
スイ
除し水泳の競技には︑競泳︑飛び込み︑水球︑
ロ
ナイズドースイミングがあり毒司京都国体では︑本市︵太陽が丘︶歪呪泳一
と人
飛に
び付
込き二十枚がプレゼン

観戦を楽しく

ルールを覚えて

催され毒1︒
今後︑太陽が丘の競泳・
飛び込みプールや︑西宇治
公園のグラウンドなど︑競

学習のまとめ閉講式 宇治市宇治公民館職貝
8 7／10（木）

▼保育⁝2歳以上の幼児15人︒

家庭教育学級日程表

4
直接︒受け付けは12日㈲から

6／6溺子どもの休について−いま食生活を七える一
京都文教短期大学教授本西キミコさん

その競技の内容をよく知っ

ド：皇認節
ろ5催セ料斗屠み谷理

星風ン野料卜

笠嶋教瑞さん

3

技施設が次第に整備される

1｜茄ｑ；77雲容季

家きル・洋メ

宇 治 市 青 少 年 健 全 育 成 協議会会長

2

5／29（木）

廃が進行し︑子どもたちに対

開講式

のに伴い︑三競技に関する

︵国体準備室︶

鈴木典子

六十三年京都国体では︑
夏季に水泳︵競泳・飛び込
み︶︑秋季にサ″カー︑ソフ
トボールの三競技が本市で
開催されます︒
京都国体を二年後に控え
た本年︑山梨国体の予選会
としての︑近畿地区大会が

集い5月18（日）
：
：
…ＬＬ…．ｊ．．．．．レ…………．
… Ｌ

月日（耀）

京都府中央児童相談所団士郎さん

1

ていることが大切です︒そ

〕

講師
学習テーマ・

＼
から開講

スポーツ行事は︑一層盛ん

昼間里親の住所・氏名一覧

市民茶摘みの
．｜・漕ト

宇治公民館
府内で開かれます︒本市で

591

32−3852
22−0109
43−7867
広野町束襄2

電話
32−3659
32−0765

住所
木幡御園3−86
大村とし子 木幡北山畑30−3
楠田富子
五ヶ庄福角35−58
野々上宏子 広野町小根尾22−5

氏名
木嶋常子

5月23日（金）

知識

「こどもの心理」
5／23吻

競技の見方

家庭教育学級
国体豆

食生活改善推進員「若葉の会」・

バイス

ご存じですか︒この会は︑昭和五十九

市食生活改善推進員の﹁若葉の会Ｌを

する食生活は︑健康づくりの

昭和六十一年度の栄養教室
の受講生を募集します︒意欲
のある人は︑ぜひご応募ぐだ
さい︒
▼対象・：自ら推進員となっ
て地域の食生活改善に意欲を

持ち︑ボランテ″ア活動を実

践する熱意のある婦人▼日程

と内容・：右表▼会場・・・保健医

療センター︑総合福祉会館︑

宇治保健所▼募集人数・・・35人

︵応募者多数の場合は地域別

に抽選︶▼受講料⁝無料▼申

れます︒ｊｒに興味をお持ち

の人は︑ぜひ受講をお勧めし

し込み・・・5月19一日囲〜14日困

の間に保健予防課︵萱⑩31

41︶へ電話か来庁で︒

開講期間は︑五月か息八十

二年三月までの間で十六回︑

約六十時間です︒必須科目の

四十時間以上を受講した人に

年代別食生活（ＩＩ）

組織づくりとすすめ方

11／25㈹
午前ｌＯ時〜午後3時
献立のたて方 健康づくりと食生活

ですね︒

機会を作りたい

生活を考え合う

楽に集まり︑食

さんと家庭で気

今後︑地域の皆

しんでいます︒

ンの手作りを楽

では︑自宅でパ

ていました︒今

理の講習を受け

教育で栄養・料

きで︑以前通信

私は料理が好

した︒

すべて手作りで

代は︑外食ということも無く

まっています︒私の育った時

すが︑一方健康への不安も高

ふ汪食生活の豊かな時代で

田中徳代さん

考え合う機会を

地域の中で

いと考えています︒

制度を広く知っていただきた

︒市民の皆さんには︑推進員

のが大きな収穫です︒

と友だちになることが出来だ

︵保健予防課・宇治保健所︶

いただきます︒

してボランティア活動をして

入会し︑食生活改善推進員と

活改善推進員﹁若葉の会﹂に

交付されます︒また︑市食生

は︑京都府知事の修了証書が

うす昧調理（実習）
14 1／23午前10時〜午後3時
・一八−（臨
15 2／20吻午前10時〜午後3時

会員とする食生活改善のボランティア

離乳食教室︑減塩梅干し教室

大きな柱と言えます︒栄養の

習会など︑積極的に地域に出

ます︒あなたの興味を健康づ

くりに役立ててみませんか︒

りで⁝⁝︑このことがとても

気になっていました︒自分た

ちの食生活を変えるこ＆は難

しいことですが︑主人の勧め

もあって︑何かやってみよう

といろ気持で栄養教室の受講

生に応募1善した︒受講する

年代別食生活（Ｉ）

／

年度から実施した栄養教室の修了生を

生三十人を加えた六十一人が参加︒地

グループです︒現在︑六十年度の修了

を考え︑正しい食生活の普及・向上の

域の皆さんと一緒に食生活や健康問題

くなど︑幅広く活動しています︒

行いました︒また︑高齢者健

などの市の保健予防事業への

バランスだけでなく︑コミュ

向いて行きたいと考えていま

食品衛生（ＩＩ）

中で︑市内の広い地域の方々

11

／

／

繋熟

3／14出午前10時〜正午

16

病態別食生活（ＩＩ）

12／12（金9
午前10時〜午後3時
正月料（談

13

12／2㈹午後ｉ時〜午後3時

12

ためのアドバイスをしたり学習会を開

康の集いでも︑簡単な手作り

協力や︑自主活動の活発化を

り方の啓もラを行いました︒

す︒市民の皆さんも食生活の

地域での食生活改善に私だち

と共に活動しましょう︒

・仲間との交流も

大きな収穫に

西村和子さん

我が子の食生活を考えてみ

ると︑油濃いのものや外食な

食品衛生（Ｉ）

10／319午前10時〜午後3時
うす味調理（実習）

9

たちの周りには健康を損なう
原因となるものが多くありま
す︒この様な中で栄養面だけ

昨年度﹁若葉の会﹂は︑市

おやつの普及活動をしました︒

ニケーションも含めた正しい

手作り食品を普及・啓もう
保健予防事業への協力を中心

食生活聚心掛けましょう︒

でなぐ精神面にも大きく影響

に活動して来ました︒

図っていくことになっていま

れた﹁市民スポーツまつり﹂

もおこたえして︑ご希望があ

十月十日︑太陽が丘で開か

市内六ヵ所で行っている血

では︑一日三十食品か便つだ

れば食生活改善の学習会や講

その外︑減塩梅干し教室へ

また地域の皆さんの要望に

圧相談では︑減塩食の試食や

献立や八十Ｊカロリーの食品

のおやつか作り︑試食︑作り

の参加や各地域での母と子の

で活動されている人と今年新たに入会された人

栄養教室の第一期生として現在﹁若葉の今

気軽吐両掛け鴬

す︒

作り方︑減塩の工夫などを説

量を展示︒正しい食生活の在

方の説明に加え︑子どものお

離乳食教室では︑幼児向き

明に拓同血圧の予防活動を︒

やつの在り方の啓もう活動を

ことは︑地域の推進員にお気

に︑食生活改善推進員としての抱負を伺いまし

軽にご相談ください︒詳しぐ

までお問い合わせください︒

す︒相談などお気軽に声を掛けてください︒

た︒また︑今年入会されたのは左表の皆さんで

は保健予防課︵酋⑩3141︶

正しい食生活

健康の柱

取り組んで来ました︒

日常の食生活（ＩＩ）

9／25困
うす味調理（実習）
午前10時〜午後3時

22−7051
24−0437
22−5522

世の中の仕組みが複雑化す

ど片寄ったものが好きだった

11／11（火）
午ｍｉ時〜午後3時

20−1333
22−9699
22−2596

7

8

病態別食生活（Ｉ）

10

峯惇子
小倉町奥畑43−15
藤井未子
伊勢田町北山30−26
山田八重子 安田町大納言31−33

本年度も栄養教室が開講さ

23−2005
23−5202
23−2233

日常の食生活（Ｉ）

23−0824
23−8329

食への興味健康作りに役立てて石原利子さん

明星町3丁目12−16
菟道谷下り5−3
判台半白118−7

る中︑社会とのかかわりで避
けジれないストレスなど︑私

﹁私たちの健康は私たちの
手で﹂をスローガンに︑市食

32−4103
33−0208

9／9（火
午 前10時〜午後3峙
食事診断

横島町一ノ坪27−10
横島町中川原146−33

44−0595
44−7079

大久保町平盛3ト1府営団地42棟113号

山内真知子

生活改善推進員若葉の会が発

五ヶ庄福角45−72
五ヶ庄雲雀島5−ｉ5

6

小倉町南浦110−35
小倉町西山53−11
小倉町春日森55−25

田中徳代
西村久子

足して二年目になります︒こ

32−2274
32一2892

8／8倒午前10時〜午後3時
うす昧調理（実習） 栄養の基礎（ＩＩ）

浜田紀代
高村政子

の間私たち推進員は︑正しい
食生活︑健康の保持・増進の
ための食生活の案内役として

一緒に健康づくりに

木幡南山85−36
五ヶ庄広岡谷2−196

．8／22吻
午前10時〜午後3時
栄養計算

大塚玲子
井上，慶子
福田節子

，午後

32−8612
32−5171

5

22−5826
23−1593

広野町小根尾129
南陵町ＩＴ目1−69．
南陵町5丁目4−32

内容

木幡南山畑31−29
木幡御蔵山39−569

4

7／18吻
午前10時〜午後3時
食品と調理（ＩＤ
栄養の基礎（Ｉ）

神明宮北65−8
24−0854
広野町尖山2−60
44−3945
広野町新成田100−88緑司マンション3号
43−9574

〜午後3時
季節の献立（実習）減塩梅干（選択）
食生活の現状と問題点

2 6／13午 前9時半

／

繋熟

5／30吻
午前10時〜正午

1

午前

藤野久美子
松本恭仁子
村田良子

6／30（月）
午前10時〜午後3時
健康づくりの三本柱
食品と調理（Ｉ）

植山昿野
梅田容子
下山喜美子

昭和61年度栄養教室の日程表
32−2284

3

24−1389
22−2368

西島和代
小林悦子

電話番号
住所
氏名

回 月日 時間
木幡南山80−213

上垣勝子
植田みゆき
後藤礼子

琵琶台2丁目4−20
神明石塚33−25

大西さよ子
遠崎洋子

受講生を募集
木幡西中33ユニ宇治マンｙヨン4−20933−2102

林菊栄
中沢加代子
富村英子

宇治蔭山55ユニチカ社宅631号 23−8991
宇冶善法57
22−7680

昭和61年度栄養教室
山本田鶴江
杉本庸子

西村和子

▲何気なく食べているおやつも成人病
の原因に…．（61年3月、健康フェス
レティバルから）．．
学習会や講習会など︑市民の
皆さんと

「若葉の会」に新入会の食生活改善推進員の皆さん

新たに30人が誕生

健康づくりをアド

592

