今年も残すところ半月余り︒皆さ
んのご家庭は︑今年一年間いかがで

▼対象⁝市内在住の人▼定員

会教育指導員︑藤川尚子さん

おせち・生け花とたこづくり

木幡公民館

迎春準備講習会
⁝20人︵先着順︶▼教材費・：
三千円▼持参品・：筆記用具︑

お正月らしい生け花を飾り︑
新年を新たな気分で迎凡てみ

ビニ ・︲ル︑風呂敷︒

だこを︑大空高く上げてみま

お正月には自分で作った和

ジュニア教室

幡公民館へ︒

Ｈ日から教材費か添えて︑木

申し込みは︑いずれも12月

ませんか︒そして︑ちょっと

添えてみましょう︒

工夫を凝らしたおせち料理も

︿おせち料理﹀

10時〜午後１時▼ところ⁝木
幡公民館▼指導・・・料理教室講

しょう︒

▼とき・・・Ｗ８日面︑午前

師︑寺崎ひり子さん▼対象・・・

年生以上▼定員・・・30人︵先着

のしめなわを玄関に飾つてみ

来年のお正月は︑手づくり

生以上の児童と中学生▼申し

百五十円▼対象：小学校４年

⁝40人︵先着順︶▼教材費⁝

み・・・電話で小倉公民館へ︒

無火災で過ごそう年末年始

消防本部では︑十二月二

すくなります︒

十日から戚火災で過ごそ

に火災予防運動か展開しま

ラ年末年始 をスローガン

年の瀬もおしつまってき

忙しさに追われると共に︑

なります︒更に年末年始は︑

ましＪう︒皆さんの家庭で

命と財産の損失防止に努め

市民の皆さんも︑防火意

す︒

ました︒これからは本格的

生活のリズムが狂って︑火

ない︒

︵消防本部︶

は燃えやすいものか近づけ

だきをしない⑦ストーブに

ものか匿かない⑥ふろの空

⑤家の去ぢに燃えやすい

るときはその場を離れない

火をしない④天ぷらを揚げ

ない③風の強いときはたき

マ″チやライターで遊ばせ

げ捨てをしない②子片もは

①寝たばこやたばこの投

︽火の用心フポイント﹀

い︒

イント﹂を実行してぐださ

も次の﹁火の用心七つのポ

止牽心掛け︑火災による人

識を一層強め︑火災発生防

な寒さの訪れや抑谷の準備

気についての注意も怠りや

し尿・ごみ収集日程のお知らせ

にと︑火を使う機会が多く

１２月２０日から火災予防運動

冬じたく

したか︒新たな気持で迎える新年に
は︑手づくりの品を添えてみましよ
う︒木幡公民館と小倉公民館では︑
新年を迎える準備に役立てていただ
こうと︑迎春準備講習会を開きます︒
子どもたちを対象としたジュニア教
室も︑今回は迎春準備です︒家族で手
分けして準備してみませんか︒ぜひ
ご参加ください︒

市内在住の人▼定員28人︵先

ナイフ︑物差し▼申し込み・・・

持参品⁝筆記用具︑ヵ″字︲

順︶▼教材費・・・三百五十円▼
CM時〜４時半▼ところ・・・木幡

▼とき・・・12月24日困︑午後

公民館▼指導：白本の凧︵た

着順︶▼教材費・・・千八百円▼
持凛︒・筆記用具︑エプロン︑

１９一月Ｈ日から教材費か添えて
木幡公民館へ直接︒

三角巾︑料理か痔ち帰る容器︒

▼対象・・・市内在住の小学校４

ましょう︒小倉公民館では︑

込み⁝電話で小倉公民館へ︒
迎春準備講習会

▼とき⁝12月26日金︑午後
１時半Ｆ３時半▼ところ⁝小
倉公民館▼内容・：ワラをなっ
て︑しめなわ︵輪飾り・はか

倉喜老会会員▼定員・：40人︵

ま︶をつくり未了▼指導・・・小
10時〜正午▼ところ⁝小倉公
民館▼内容・：ワラでしめなわ

ん▼定員

対象・・・市内在住の人▼申し込

先着順︶▼材料費・・・二百円▼

じいさんとおばあ

毒す▼指導・：小倉豆各のお

︵輪飾り・はかま︶をつくり

▼とき・：12丹26日輿午前

ジュニア教室

い︒

開きます︒ぜひご参加くださ

備講習会とジュニア教室︶を

１ あなわづくり教室︵留萌

しめなわづくり

小倉公民館

こ︶の会京都︑宮崎昭一さん

南部地域農業共済組合への

▽農業共済事業に係る京都府

放火にご注意

︿生け花﹀

事業に九百二十二亙︿千円︒
︿特別会計﹀
▽国保事業に係る老人保健医
療費拠出金の追加に一億八
千七百三十二万七千円︒

んきよ︶建設工事実施設計

▽公共下水道事業の管渠︵か・

事業に八千三十万円︒

委託料の追加に一千万円︒
計の補正予算額は三億三千三

▽国体関連道路整備事業費追

五十五万円︒

▽配水管移設工事費に千三百

︿水道事彙会計﹀

千円︒

参加準備経費に四十八万八

百十二万円で︑これによひ補

加に三千五百九十一万七千

万円︒

加︵債務負担行為︶に六千

▽㈹市民体育館建設事業費追

正後の予算総額は二百七十三

ます︒今回の補正予算案の主

︿一般会計﹀

な内容は次のとおりです︒

(小倉町寺内91･ac4687)

▼とき・：12月26日面︑午前
10時〜正午▼ところ⁝木幡公
民館▼指導・：前木幡公民館社

●小倉公民館
▽小・中学校普通教室等改修

(木幡内畑34‑7･aR8290)

広

報

S地
宇祐{E琶33

課

京都府宇治市
編集

１
１
／
？一
１

卜仲良くしめなわづくり︵昨年１２月26日︑小倉公民館︶

国体関連道路
整備事業費追加など

委託料に四亘二万六千円︒

▽京阪宇治駅前広場予備設計

３億３千３百12万円を計上
と水道事業会計の補正予算案

●木幡公民館
円︒

▽市導ハ久保57号線道路改良

下水道事業・農業共済事業︶

12月補正
予算案
億七千六百四万七千円となり

が提案衰？い乖ｙ︒一般会

公民館の所在地

尼削0774)22−3141

昭和6 1年
(1986年)

US!行
1 H･iui･21
●毎ll

第758号
(日曜･祝日除く毎日午前９時〜午後6時)

参加者を募集
木幡・小倉公民館で講習会を開催

宇治市議心一十二月定例全一は︑
十二月八日から二十三日まで
の土︿日間の会期で開かれて
い未丁︒一般質問は︑十二︑
十三日と十五日の三日間が予
定されてい毒７︒
この定例会には︑昭和六十
一年度一般会計補正予算︵第
四号︶案かほじめ︑三特別会

667

そろそろ厳春準備を
計︵国民健康保険事業︑公共

▲正月用の花を生ける表情は真剣
(昨年12月27日、木幡公民館)

申〒川京に町宇治市

宇治こころの電話
0774‑24‑ 0 8 0 0

発行

青少年問題の悩みなどお気軽に

三輪玉は、革帯に縫いつけて

刀の装飾に使われたもので、

刀に着装された状態で出土し

１１消費者 −

１

⑩

住まいの暖房器具には︑

こたつ︑灯油・ガス・電気ス

トーブ︑ファンヒーター︑床

暖房︑電気カーペ″卜など︑

いろいろな種類がありまず︒

熱源に分けると︑電気︑ガ

ス︑灯油︑石炭などに大別

出来ますが︑灯油が最も経

済的で︑次にガス︑電気と

続くぷつです︒

数ある暖房器具の中で︑

今回は最近普及が目孝まし

く昨年死者や多数の一酸

化炭累中毒患者を出した石

油ファンヒーターの正しい

使い方について︑考えてみ

冰きしょう︒

■原理

石油ファンヒーターには︑

芯︵兄︶上下式のものもあ

−−

‑ゝ

一一

一一

更︒新しい納期限は︑61年

固定資産税・都市計画税
納期限が変更
地方税法施行令の改正で︑

12月31日が堅Ｔ月５日に
なりました︒︵資産税課︶

相談▼講演・相談・：京都市立
病院小児科Ｅ師・北篠誠さん
▼対象・・当該疾患の子芦も︑
その疑いのある子芦も︑その

坊主山一号墳(6世紀前半､前

た例は少ない。★図録好評発

売中(一冊800円、送料250円)

して︑室内か暖め未了︒

温の突｀をファンで送り出

ト三輪玉着装直刀︵山城郷土資料館蔵︶

である。鍍(と)金した銅製の

りまｙが︑大部分は電熱で

一一

ヨ測
新春子ども大会

61年度の固定資啓
計国税の第三期納期限が変

親子クリスマス会

▼とき・：Ｗ公日聞︑午後

家族︑その些般▼申し込み
⁝予約制︒Ｗ鑓鳳蜜KJに

この直刀は、広野町寺山の
円▼申し込み・・・12月25日困ま
でに︑往復はがきに住所︑氏
名︑年齢︑性別︑職業︵旱と
ぢは学校名・学年︶︑電話番号︑

野町八軒屋谷Ｉ・山城総合運

参加種目嵐明記の上︑〒611広
午前９時ｙ９時50分営げ付け

動公園管理事務所︵豊＠Ａ

子戸石は小学校４年

掘$れた｡119cmの長大な鉄刀

石油を気化させて燃焼させ

小･中生60円

大人200円

▼とき・：62年１月11日面︑
午前９時〜午後３時▼ところ
・：総合福祉会館▼内容・・・かる
た︵小倉百人一首︶︑将棋▼対
象・・・各地琴丁も必加入の小

７時１８時半▼ところ・・・中央

・中学生▼申し込み・・・市少年
補導協議心一各支部長へ12月20

公民館展示集会室▼内容・：レ

宇治保健所︵豊⑩2191︶

クリエーショングーム︑ダン
ス︑歌など︵プレゼント有り︶

へ︒

︵保健予防課︶

▼定員・⁚・50人︵先着順︶▼参加
費⁝五百円▼申し込み・：市民

みんなで走ろう
健康ランニング大会
▼とき・：62年１月15日向︑

︵雨天決行︶▼ところ←畠が

発しないよラお願いして︑

生以下︶▼参加費・・・

方後円噴、全長45 m)から発

李ｙ︒そして︑燃焼した高

午前９時〜午後５時

石油の気化器にはいくつ

かの種類があ

り卓子が︑い︑

ずれも灯油を

気化させるた

めには気化器

高温にする必

をあ９Ｗあ

か妬めるには

要から︑燃焼

歴史資料館（折居台１丁目豊20−1311）

展示室の休室（12月22日1

年末年始の休館

〜1月9日）

それぞれの暖房具の機能を

くなって不快感を覚え未了

と︑室外との温度差が大き

な部屋用のものか使用する

しょう︒小さな部屋に大き

さに命りせた機種差選びま

でなぐ︑暖房具は部屋の広

石油ファンヒーターだけ

■適宜暖房を

雲君なぐ︒

がたまぴやすいので︑掃除

m取り入れ口にはほこり

また︑ファンヒーターの

的です︒

られた窓を開ける方が効果

なく︑床と同じ高さに設け

を開けても換気の効果は少

安です︒室内の上の方の窓

場合は三十秒士忿皿が目

分間︑ニカ所同時に開けた

一ヵ所芯随誌琳合は二

にＩ〜二回行いましょう︒

必ず換気匁換気は三十分

ーターを便用ずる場合は︑

で曾芳式の石油フ″ンヒ

るため︑燃焼も排気も室内

化炭素中毒の危険を予防す

し乖ｙ︒一酸化炭素や二酸

化炭素や二酸化炭累が発生

石油が燃焼すれば︑一酸

■取り扱い上の注憲

が必要です︒

で︑電源︵一般家庭用100V︶

構造上︑電気を利用するの

少し時間を要します︒また

(20人以上は団体割引･あり)

︵商工観光懇

よく知ることが大切です︒

館（12月28日〜１月３日）

休

日出までに▼主催・・・市少年補
導協議会▼協力・・・宇治かるた
協会︑宏肩棋連盟︒
︵社会教育課︶

市民スキー教室

︵市民体育課︶

Ａ︶へ︒

小学生以上で︑各自

飛び込みの説明はこれで終

小学生三百円︑中学

︵市民体育課︶

丘堕幽技場▼種目・・・下表の

健康診断か導〜だ結

難病相談

▼12月22日側︑午後１時半

果走ることに支障が

とおり▼参加資格⁝

〜４時▼ところ・・・宇治保健所

ないと認められた人

わり未了︒次回からは︑サ

生四百円︑一般七百

これからは平や腕︵上肢︶に障

〜12月から〜
12月から︑４体

害のある人も︑割引証か莉用
出来ることになりました︒
交付手続きには︑ご本人が

って福祉課へ︒詳しぐは︑福

ミー

１時〜４時︵午後１時蓉将
け︶▼ところ：太陽が丘プー
ルセンター多目的ジム▼対象
・：誰でも参加出来未了▼定員

話で▼問い会笹・・・略譜造

体育課︵豊⑩3141︶へ電

ところ・：滋賀県マキノスキー

▼とき・・・堅Ｔ月25日面▼

学校３年生以上は五百五十円︑

・・50人︵先着順︶▼参加費・・・小

さん︵容⑩0779︶へ▼主

学生千三百円︑早μも千二百

催・・・市野外活動協角

場▼定員・：225人︵先着順︶▼参

も二千三百円▼貸しスキー・：

加費・・大人二千八百円︑子ど

２年生以下は三百五十円▼持
参品・：ナイフ︵カＺ
差し︑鉛筆︑新聞紙︑ごみ袋▼

円▼申し込み・問い＜ａＱｔj.｡｡

Ｉセ″卜で大人士︿百円︑中

Si:品一までにＪはがきに教室

申し込み・問い合幻せ・・わ一月

名︑住所︑氏名︑年齢︵学校名・

参加費寡そ１月13品ま

▼内容：をんそぐなどのアレ

ッカＦ競技について︑お話

円︑六十歳以上三百

親は性別迄問わず︒

︵親子リレーの場合︑

ルギー性疾患の子戸石の医療
や日常忠洒についての講演︑

別展
身体障害者垂帳と免許証か痔

・

▼とき・・・62年１月Ｈ日㈲︑
正午〜午後１時深け付け︵雨

第３・４野球場▼参加規定⁝

天中止︶▼ところ・・太陽が丘

吏つくりのたこであること︒
市販のたこは失格▼審査・：図
柄・高さの部ごとに優秀作品
夕表彰︑メタル授与︑特別賞
も有り▼申し込み⁝当日︑直
接会場へ▼問い４tｌＣ＼‑：山城
総合運動公園管理事務所︵豊
＠1313︶へ︒︵市民体育課︶
学年︶︑電話番号か明記の上︑

でに市民体育課︵雲＠314

ション協会︒ ︵市民体育課︶

1︶へ▼幸寵・・・市レクリェー

〒Ⅲ広野町八軒屋谷１・山城
総合運動公園管理事務所︵豊
⑩1313︶へ︒︵市民体育課︶

よみがえる古墳文化

︵福祉課︶

入場料

りなく

歴史資料館特

性別 A(5キロ) B（3キロ) C（2キロ）
‑
Ｏ
○
男
‑
○
○
女
‑
○
○
男
中学生
‑
○
○
女
‑
○
○
男
一
般
○
○
○
女
○
○
○
男
高齢者
‑
(m歳以上)
○
○
女
男 観(1.7キロ）
親子リレー
女 子（1.3キロ）小学校4年生以下

障害者にも適用︒

小学生

祉課︵容⑩3141︶まで︒

−ミ

一月十一日剛︑太陽が丘で
たこあげ大会が開かれまず︒
太陽が丘
たこづくり教室
▼と亨・12月20日出︑午後

種別

手や上肢の

円︑親子リレー八百

し柔す︒ ︵国体事務局︶
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今回で五回目を迎ぺ毎年百

ましょう︒

競技の作戦

健康ランニング大会の種目表
障害者有料道路通

一す今人のみが対象でしたが︑

帳か痔つ人で︑自ら車を運転

に障害があって身体障害者手

これまでは︑足または体幹

されました︒

行料金割引制度の範囲が拡大

身体障害者の有料道

採点の方法

得点は
難易率と評点で決定

Ｘ

人以上が参加︒親子で出場し

難 易 率
飛び込み種目には︑回転
やひねりの数︑型などの組

得点の計算方法

得点計算の方法

(月曜は休館)

吸気口の掃除を怠

換気を怠りなく

識
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12月21日まで

石油ファン
ヒニター

恐ろしい不完全燃焼

み合わせで︑比較的易しい
ものと非常に難しいものが
あり水子︒その易しいか難
しいかの度合が難易率︵一・
一丁三宣︶で︑難しい種目

路通行料金の割引制
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(M:)前飛び伸び型(難易率1.6)の場合
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には大きい数値が︑易しい
種目には小さい数値が︑各
飛び込みごとに決められて

7.4(評点)×1.6(難易率)×3 =35.52(得点)
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