な財政投資兌廣なくされて

設や保育所等の整備へ重点的

口急増によって︑義務教育施

宇治市では︑今日までの人

の住民アンケート調査﹂を実

これらのアンケート調査の

施してきました︒

結果は︑市民のみなさんの貴
重な意見や意向であり︑これ

政モニター二百人と全地域の

した︒

という過程か踏んで作成しま

員参加の中でさらに修正する

民自治の確立牽のざして﹂の

配置等の投資的事業について

位ほづけられている公共施設

年を展望しつつ︑基本計画で

計画の目標年次は昭和七十

また︑この計画の構成は︑

求ｙ︒

か確保していくことにしてい

後についても実現性︑実効性

で位鴫つけるとともに︑その

ています︒

区鷺庫位として扱うこととし

は基礎的な生活圏等狭域の地

住民の総意を

㎜■一個・・個■■・喝■■■■・−■・−■■■個■個■−−■−−■響−−■■−−■−■・−■個個■−

らは全て計画案作成の基本に

そして︑この計画案は︑ま

位置づけて必玉した︒

ず庁内組織である公共施設配

市民四千五百人を対象とする

る素案を検討し︑次いで全職

置専門部会で︑たた去ふ呂な

最大規模の﹁地域整備のため

査﹂を実施するとともに︑市

新しいふるさと宇治の実現へ
土地や公共施設を有機整備

市では︑昭和六十年を目標とした総合計画︵基本構想・基本
計画︶を昭和五十年に策定し︑これをもとに計画行政を進めて

実施計画で位置づけ

計画の課題︑第四部公旭域の

﹁コミュニティ形戌のための

は︑暫定期間を五ヵ年置き︑

第一部か計画の基本方向︑第

この地域整備計画は︑実現

にあたって︑行政と住民のみ

なさんとが一体となった取り

組み豊剛提とし︑出発点は︑

地域の中での﹁計画案﹂の協

議か＾￡と考汽ています︒

そこで︑市では︑地域驚

計画を協議していただぐ住民

のみなさんの総意夕反映でき

る組織を︑計画の中で提案の

鵬函暦づけています︒その

組織は︑策定協議会とし︑町

内会・自治心一代表者︵十二︑

三人︶︑子供関係団体代表者

︵一︑二人︶︑婦人関係団体代

表者︵一人︶︑老人関係団体代

表者︵一人︶︑そして地域特性

等に対応した関係団体代表者

︵二︑三人︶の合計二丈以

市民交歓の施設配置構想図

きました︒このために︑財政
の硬直化を招き︑地域整備は
不十分な状態でした︒

での間に対応すること客茉

計画︑そして第五部公訂画の

住民要望を反映
地域整備計画は︑コミュニ

画﹂︑そしてこれらを有機的に

としています︒

に明確に対応した︑実効性と

施設整備﹂にかかる計画︑﹁安

昭和六十五年までと1ます︒

二部包銭の現況︑第三部を

ＢＳｉ然公園

広野町
大久保町
笠取地区
白川・志津川

編集文書広報課

宇 片 市 宇 治 Ｉ Ｅ琶33Ｓ地

11／
2
います︒今回策定する地域整備計画は︑この総合計画に基づく
計画であり︑計画行政を市民のみなさんのより身近なところで

ぶつやく今日︑実施計画の

成︑あるいは人口急増の鈍化

テ″形成のための計画でもあ

機能させる﹁コミュニティ形

したがって︑総合計画の目

さらに︑計画の範囲は第一

策定や財政自主再建計回の達

画のめざす﹁みどりゆたかな住みたい住んでよかった都市﹂

と定着率の上昇に伴うコミュ

り︑総合計画の﹁住民自治の

戌﹂からなり︑あわせて住環

標年次が昭和六十年であると

分ける第一次生活圏ごとにこの地域整備計画を策定し︑総合計

実現することを目標としています︒市では︑市域を十二地域に

の実現を図っていくことにしています︒近く︑﹁笠取﹂︑﹁六地

ニテ″醸成のめば凡など︑地

確立聚のざして﹂で位ほづけ

境整備も含めて策定するもの

保証性のある整備計画か栄定

全で快適なくらしの場牽のざ

そして︑新たな施設について

を生かした﹁地域土地利用計

蔵・木幡﹂地域整備計画案を協議していただく予定になってい

域整備計画策定の条件は整い

られている地域計画になりま

することになりました︒

して﹂の﹁公共施設の配ほに

は昭和六十五年以降七十年ま

実現としています︒

ます︒そこで︑この地域整備計画のあらましをご紹介しましよ

つつあり乖ｙ︒そこで︑これ

次生活圏か単位としています

これまで市では︑昭和五十

かかる計画﹂及び﹁土地利用﹂

伊勢田町・間町羽細ｆＨ！ ・ 安 田 町

この骨子は︑基本計固の﹁住

三年と五十五年の二回にわた

で計画化している地域の特性

8

策定協議会で
って町内会・自治会を対象に

地区名

﹁地区生活環境アンケート調

公園・緑道配置計画図

して増大する一方の市民要望

が︑拠点整備等の必要な場合

←第3次→ト第2−Ｘ−｛Ｉ―第ｌ次―Ｉ卜基礎的Ｈ

ころから︑昭和六十年度まで

Ｃ府立山城総合運動公ＳＩ

は総合計画に所つく実施計画

［二二二ｉニコ＼＝ｎｍ．沌召＼＾祠てｉｍ■辰｜
です︒

▲宇治市の北の玄関口、六地蔵・木幡地域（奈良町付近）

す︒

『ｍｍＩ幹線緑道

六地蔵・木幡
五ヶ庄
菟道・明星町
宇治・琵琶台
棋島町
神明
小介町・南陵町

昭和57年

（1982年）

宇治こころの電話
0774−24−0800

第1次生活圏地域整備計画（案）

を機会に︑複雑化︑多様化そ

←シピック・ゾーン→トコミュニティ・ゾーンＨ

この会議は︑基本的に公開

内で考えていふヂ︒

を原則とし︑運営は協議会委

員の協議に委ねられます︒ま

た︑必要に応じて行政やその

他の関係団体から意見を聞き︑

資料等の提出か求めることが

できる体制を保障することに

現在︑六地蔵・木幡地域の

してい卓子︒

策定協議会の結成に向けて取

り組んでいますが︑各地にお

いても計画案が李とまり次第

順次策定協議会ｍ ｓするこ

とにしていまず︒うるおいと

と︑新しい地域社公一の形成を

やすらぎのあるふるさと宇治

内原との計画の策定に︑市

民のみなさんのご理解とご協

幸三さん

力をお願いいたし康ｙ︒

沢田

宇治市自治功労者の沢田幸

三さん︵八幡市男山指月︶は︑

昨年十月二十六日︑自宅ｐ§

沢田さんは︑菟辺小学校の

放送設備一切を寄付され︑昭

和二十三年三月に宇治町有功

者となら元︑昭和二土八年三

月市制施行に伴い宇治市自治

ここにつつ兄でごめい福

功労者︒

をお祈賢し未了︒

︒去されました︒八十七歳︒

25

新しい地域社会形成のための施設ゾーン概念図
［Ｉ―］シピックソーン

1
2
3
4
Ｓ
6
7

［二］既設￡園
（第1次生店圏呟設以上）
「ｎげしＢｉぷ岡
（第2次生活咽怯設以上）
Ａ市民の森公園

9
10
11
12

．善号

地ｌ
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青少年問題の悩みなどお気軽に
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生産地を訪ねて

私たちが日ごろ何気なく消費しているものは︑どこ
で︑どのようにして作られているのでしょうか︒また︑

か︒市では︑消費生活｀二ターなどを中心に身近な生

間違った商品知識をもとに︑撰択していないでしょう

産地を訪問してもらい︑商品について学習していただ
くことにしました︒これを﹁生産地をたずねて﹂とい
うテーマでレポートしますので︑消費生活の中で商品

自自1−11111自111111︲︱︱−︱︲Ｊ11︲1自11111111111111ａ

を選択するときに役立てていただきたいと思います︒

豊富なタンパク質やビタミ
ンなどを含むぷ？は︑私た
ちの食生活に欠かせない食品

いるか︑養鶏の実態や施設を

のぷつに生産され出荷されて

のＡクループでは︑鶏卵がど

そこで︑消費牛居モニター

ます︒

んの関心が大変高くなってい

の問題など︑消費者のみなさ

勿輸入に頼っている需給事情

さらにえさの原料の九割以上

きいので︑価格や流通事情︑

このぶつに鶏卵は需要が大

卓やお弁当に出て章垂ｙ︒

茶わん蒸し︑玉子豆腐な芦員

エッグ︑ケーキ類︑玉子焼き︑

の一つです︒オムレツ︑ハム

1

知るために一月一二十日地元の
養鶏団地を訪ねました︒

家の高木芳久さん︵宇治養鶏

出迎えてくださった養鶏農

れるほどでした︒

目的地に着いていること含−

素晴しい眺めなので︑すでに

い︶と約一万羽のひなを有し

家に約五万羽の成鶏︵せいけ

す︒経営規模でも︑七戸の農

︒二．Ｄにわたって通じていま

卜で︑専用道路も府道まで約

した︒ヶＩジ下には鶏ふんが

食べβれるぶコになっていま

ており︑鶏がいつでも飼料を

えさのどい知取ひ付けられ

乖ｙ︒二段のヶ︲︲ジとも水と

かい合って四列にならんでい

約三〇？μ積っていましたが︑

ている大きな養鶏団地です︒

［商工観光課］

組合長代行︶ら三人の案内で︑

鶏舎は芦瓦もがカラートタ
ンぶきの細長い建物︒私たち

−

1

近代化された養鶏

団体の活動をお知らせしまし

情報 の中で︑市内各消費者

れました︒前回の面白しの

市消費者団体連絡会が結成さ

昨年十二月十四日︑栄治

より多くの消費者が互いに力

修︑実践につとめる組織です︒

し︑消費者に必要な学習︒研

活動経験・知識・情報を交流

共同の行動かすすめ︑相互の

るため︑共通の課題について

設立記念講演会﹄を開きます

き 宇治市消費者団体連絡会

の市田ひろみさんを講師に招

取り組みとして︑服飾研究家

体連絡会では︑発足第一歩の

ところで︑宇治市消費者団

けるぷつに︑幅広く諸団体の

兌Ｂせて運動をずすめてい

▼とき⁝3月2日図︑午前

のでお気軽にご参加ください︒

新たな消費者運動の展開へ

宇治市消団連が設立

たが︑そのうち宇治婦人会︑
公害学習サ
Ｉクル︑宇
治市消費生
活研究心一︑
新日本婦人

部︑宇治市連倉掌会︑京都

の会宇治支

生協洛南支部︑母親大会連絡

保育室も設置︒

お︑入場は無料です︒当日︑

10時から正午▼ところ⁝南京
都信用金庫本店大ホール︒な

参加を呼びかけてい乖ｙ︒

参加している各団体へ︒

わせ︑参加の申し込みなとは

消団連についてのお問い合

会宇治支部の七団体の参加で
発足したものです︒
この消費者団体連絡会は︑
消費者のいのちとくβしを守

寒さのせいか︑・あまりにおい

昇忿Ｚ元るそうです︒もし

上がり︑卵白のしっかりして

なぷっです︒

クよりも目方で買った方が得

そして︑城陽市内にある京都

もつそうです︒に石し︑梅雨

れば︑産卵後十五日間くらい

卵は︑夏場でも冷暗所であ
専門の業者からひなで買い育

府中央家畜保健衛生所へ連絡

期には卵殻の内側にカビが生

その鶏を別の場所に移し未了︒

てたもので︑鶏種は外国種な

のうえ︑適切な処置がとられ

飼われている鶏は︑採卵鶏

芦原近代的に改良した鶏だそ

えることがあるので︑冷蔵庫

見学での知識

他の物価に比べ︑卵の価格

最近の技術進歩によって百Ｕ

までになる割合が育成率で︑

月頃か刄晟鶏といい︑成鶏

の法定伝染病のニューカ″ス

最近極めて減っている鶏特有

か︑寄生虫︑細菌性の疾患︑

最も多い呼吸器系の疾患のほ

た︒

は何もｙ心配ないとのことでし

係でできるもので︑衛生的に

かけまずが︑鶏の血統的な関

時折︑血の混ざった卵を見

厳しい時間の拘束はもちろん

見学での率直な感想です︒

営でないというのが︑今回の

す︒Ｌがし︑養鶏業は楽な経

るところが大きいと思われま

が︑これは養鶏の近代化によ

はほとんど変動していません

に近いそうです︒産卵率は鶏

ル病があげβ誓子︒これら

つづいて︒選択の目安とな

です︒加えて鶏の健康管理や

での保存がよいそうです︒

の歳や季節などで異なります

の病気を予防するため︑時期

るサイズ表示は︑表のとおり

鶏の病気の主なものには︑

ます︒

が︑平均七〇びほどです︒一

を決めてワクチンなどが接種

です︒価格の点からは︑パ″

といって仲間忿攻撃する習性
があるため︑ひよこの時にく
ちばしを切除されることが多
いそうです︒
買ったらすぐ

た︒

＊＊

と思いつつ︑帰路にっきまし

る卵夕王手に利用したいもの

役立て︑身近かな栄養源であ

で得た知識監磁の食生活に

モニターＡグループは︑見学

そうして︑私たち消費生活

とを知りました︒

の苦労は想像以上に大きいこ

合飼料の仕入れなど︑養鶏家

に鶏卵の販売市場の確保や配

快適な環境確保の仕事︑さら

生必石の相手の仕事だけに︑
週間以上産卵しなぐなると処

されまず︒

飼料の普及が図ら元てい未了︒

その他︑鶏には弓つ戸

分され未了︒

また産卵が始まる五︑六ヵ

うです︒

役立てたい

いるものが新鮮です︒

より豊かな生き方を求めて
異常を発見した場合︑直ちに

宇治市消団連設立記念講演会
はありませんでした︒

ｙｌ万万ｌｙｙｙＥ＆呪

鶏舎の中で、養鶏家から説明を聞く消費生活モニターＡグループ

厳しい飼料の規制
私たちＡグループは養鶏団

配合飼料の原料及″飽合割

ＬＬ 70−76ｇ 赤 ＭＳ 52−58ｇ 青

早速︑鶏舎などか見て去ぢ

が見せていただいたのは︑窓
が開けられる開放型という構
造で︑二千羽を飼餐している
鶏舎でした︒鶏舎内には幅二

地の見学をずませた後︑さら

茶

ました︒
宇治金井戸と横島町六石山

は︑市内に新興住宅が急増し︑

︵飛び地︶にまたがる養鶏団地

畜産公害が叫ばれていた昭和

9ｊ︑奥行き四〇7Ｕ︑高

合な芦ほ︑鶏の成育状況によ
冷暗所で保存

卵の鮮度は︑外見では郡分

パック詰め卵の重量区分

5万羽を有する

大きな養鶏団地

宇治川沿いをしばらぐ走っ
ていた車は︑天ヶ瀬ダムの手
前で急に山道に折れました︒

四十五年に宇治市が事業主体

に理解を深めるために養鶏家

って少し異なるそうです︒飼
料は︑とシもろこし︑まいろ
︵こうりゃん︶︑大豆かすが大

けにくぃのぷふ︑食塩水に
っけで浮かぶと古く︑ゆで卵

半で︑魚粉︑ふすま︑米ぬか︑
な盛︑ビタミン剤などが入

40〜45

58−64

緑 ｓｓ

まだ霜の溶け浙らない山道を

さ三〇？μのゲージ︵針金製

と懇談1歪した︒
竪飼料中の飼料添加剤な
とは︑飼料安全法︵えさ法︶
で従来か揖削鳶ハています
が︑五土︿年四月から薬事法

にしてね舌いと表面が黒ずん

忠刮ってみると︑卵黄が盛り

でぃるとのことでした︒生卵

っています︒
なお︑配合飼料費の生産コ

色別け
色別け
種類基準（1個の重さ）
種類 基準（1個の重さ）

暖冬で大幅変動なし

54年からは2.5倍の値上がり
ストに占める割合は約七︷︸Ｕ

紫

投

Ｍ

の改正によって︑きりに厳し
い規制が加りるぶフになりま

と高いため︑原料の輸入相場
が卵の相場にも影響するので︑
原料の需給の安定が︑養鶏家

46〜52

Ｓ

64〜70

Ｌ

となって着工︒四十七年に完

報では、現在の暮らしにか

の単箱︶が二段積みにされ︑

ら、暮らしのあり方を考み

成したそうです︒造成総面積

に必要なものなのか。、゛安

その中で鶏が二つの通路に向

対応をすべさか＊が一層問

登りつめると︑眼下に山城盆

らを選択していかなけれぱ

六卜のうち敷地面積約三・三

の自然環境がはげしく変化

地が︸望できるところに出ま
した︒私たちＡクループは︑

品やサーピスー私たち消

Ｓ3．＾＾￡3＾＾命ぺぶペペ

にとって切実な願いとのこと

一つ乃潟舎

でした︒

灯油価格査

した︒
えさ法では︑検定機関が公
定規格に莞にすると認めた飼
料には⑤マークが表示できる
制度があり︑⑤マークのある

ｔ

1

暮らしの情報

る不安の声も聞かれます。

1982年・（昭和57年）2月ｌｌ日発行（2）
り
父だよ

1

1

とき3月2日（火）

ところ南京都信用金庫本店

午前10時〜正午

大ホール

◇

も︑他の暖房手段と比べ安価

五倍の高値となった灯油︒で

五十四年と比べ︑実に二・

なぺ

く︑店頭販売で購入している﹂

同購入している﹂︒﹁宅配でな

が灯油販売店と交渉して︑共

はしない﹂︒﹁婦人会や町内会

室に集まり︑二室以上の暖房

ぷフにしている﹂︒﹁家族が一

み︑できるだけ暖房をしない

せします︒﹁厚物の衣類夕香こ

つたモニターの報告をお知ら

そこで︑灯油価格調査か仔

やエ夫がされてい未丁︒

暖房についていろいろな努力

省資原や家計か寺るため︑

暖房に努力と工夫

へと渡るものです″

薪炭小売店聚経て一般消費者

売会社から特約店︑薪炭間屋︑

最も一般的な流通経路は元

ます︒

から直売比率が高くなってい

が特定地に限られていること

ほとんどが企業向きで︑需要

・Ｃ重油などの工業用製品は

ます︒これに対して︑ナフサ

大半が特約店販売となってい

に分散していることもあって︑

単位か小さぐ︑需要側が全国

ガソリン・灯油などは消費

するものがありまず︒

声と呼ばれる特約店聚経由

講師市田ひろみさん
（服飾研究家）

第四に︒茎ぶ反映される
権利″ですか︒私たちが本当
に欲しい物が作βれるぶフに

権列です︒消費者の生命や

す︒一人の力は弱くとも︑消

運動によって笈得するもので

働声かけましょう︒

健康を侵してはならないとい

費者が連帯すればｔハきな力と

第一に晏全であることの

るといわれていまず︒

消費者には四つの権利があ

とも必要だと思わなぞ︒

暮らしの情報

健康で明るぐ暮らしていく
ために︑私たちは様々な物を
消費してい卓子︒しかし︑い

費者の傾向︑世の中に物があ

＞？＼基本的なこの権利さえも︑

なり求了︒

きおい簡便さの追求に走る消

ふれる中︑十分な吟味をして

利暮尨求の企業の前には決し

ドのものがほとんどで︑商品

となる商品情報は︑企業サイ

です︒自分の購入する物を十

は人吏ぜでは守れない時代

ですが︑自分の健康や暮らし

第二に︒知らされる権列

が︑刄行ではまだまだ不十分

済制度も整備されて孝ました

例の制定によって︑消費者救

十余年︒いろいろな法律や条

このよシな権利は︑自らの

購入しフる人がどの位あるで

て言葉通りではあり得ません︒

テストな片清費者サイドから

分に確かめ︑表示忠心みまし

ところで︑商品選択の要点

しょシか︒

のものは余りにも少ない状況

消費者保護基本法ができて

です︒こラした中で︑日々の
です︒救済制彦改善のため︑

ルも増えています︒やはりも

万別です︒むやみに他人に合

です︒私たちの暮らしは千差

第三に︒選択できる権引

者情報でｙ︒それらの体験を

体験は︑そのまま貴重な消費

また︑私たちのいろいろな

購買や種々の契約でのトラブ

う少し知識があったらと思う

わせることなぐ︑本当に必要

址チ︒

ものも多い状態です︒消費者

なものを︑必要に応じて︑必

ＷｉＯに男力していく必要ｍ

が自衛するだけで解決するも

じたいと思ってい未了︒

大きな力を発揮することか信

く貢献し︑よい社会の実現に

もの消費者意識の向上に大き

み重ねは︑未来をになヶ子ど

い姿勢︑笹八間ない努力の積

暮βしに対する大人のきびし

との中でのみ可能でしょう︒

消費牛活が正1Ｉ行われるこ

と︑人間らしぐ生きることは︑

子μ石たちの幸せを守るこ

活の改善もすすめましょう︒

全な暮らしを守るにはどのような

てみましょう。

部から動かされるのではなぐ︑

るのではないでしよラか︒
今年は︑ぜひお気軽に利用
してぐださいまずぷフに願つ

ｗ

消費者の4つの権利
ど︑案外共通の問題が出ＶＡ／

Ｉ1111111111ａＩＩＩＩＩＩｓＩＩＩＩＩ︱ＩＩ−111111︲ｌ︱ｔ1−11ｗ

暮らしを守る学習を
ており季子︒

費者は、毎日の生活の中で、これ

心箆四回飴討皿

一羽でも伝染
性の病気にか
かるとたちま
ち全体に広が
るので大変で

で︑暖房の中心となっていま

しかし︑今年一月現在を昨

推移レ鬘した︒

前後︑宅配が千七百円前後で

であり︑価格交渉ができない

期と比ベーＯＵ程度の値上げ

けのナフサやＣ重油は昨年同

差損です︒ところが︑企業向

と考えてい未了︒

査受付い︑公表していきたい

め︑ふ湯も生活にＳ着した調

りの主な原因は︑五十五年末

は頭の痛い問題です︒箪上が

石油元売会社から需要家へ直

ぐ分けてｄ声と呼ぽれる

十五件で︑内訳は希望百三十

よって受付登録総数は二百五

電気製品が四組︑石油・ガス

組︑楽器が五組︑家具が四組︑

ると︑ベビ4百石用−Ｅが六

成立の多かったものをあげ

などでお知らせする予定です︒

てい 呼︒今後︑市政だより

ける制度とするぷつに準備し

みなさんに利用・活用いただ

私たち消費者に提供される

モニタータ経験され︑つちか

でに二百人近ぐのみなさんが

市では灯油価格調査をはじ

年一月の価格と比べると︑店

消費者にし石よせしていると

す︒

十一月から十二月にかけて比

い之反論もあります︒

今年の冬は︑例年より早い

較的温暖な天候でした︒今年

頭で一八・四ｕ︑宅配で一六

この冬に三回の灯油価格調

の石油輸出国機構︵ＯＰＥＣ︶

接販売する形態と︑︒特約店販

時期から冷え込みましたが︑

になってからも暖冬傾向か続

・六ジ旦ｍ上がりしており︒

査をした結果︑価格の大幅な

総会で決定された原油価格の

七件と提些日十八件でした︒

商品やサービスは年々増加し

モニター制度発足以来︑す

に取り組んでいただ政玉子︒

的なのは大人用自転車︒希望

ており︑その情報はテレビ︑

︵18〜当り︶

56年度灯油価格
くという︑気象庁の長期予報

家計か忌ずかる主婦にとって

変動はなく︑暖冬の影響でむ

引Ｘ王げと︑円安による為替

このうち︑登録の多かった品

組︑学習用・罰一組となりま

器具二組︑一般擲匹用品が一
ビ 1子芦石用−Ｄ家具︑自転
車の順︒提供品では一般家庭
用品︑ベビー子μ畝︶用品︑家

市では︑五十七年度の消費

玄？ハから多くの登録がある

生活モニターを募集し康司

のに︑提供する人がないとい

日の生活に入り込んできてい

新聞︑チラシなどを通じて毎

取り扱い品目の中で︑特徴

具の順でした︒

ｌｅ︱参1●1

目多のげると︑希害冠はベ

年度にはさらに多くの市民の

この実績を参考にして︑来

かったことが原因のぷスタ︒

が広いのに登録の件数が少な

ジャー用品で︑対象となる層

自転車のほか︑スポーツーレ

した︒成立がなかったのは︑

石油製品の流通には︑大き

1ろ下が咋一気味︒価格は︑市
内平均で店頭がエ︿百六十円

流通のしくみ

が発表されていまず︒

灯油価
格調査
う状況でした︒

付けていまず︒

さい︒なお︑電話でも受け

？41番︶へお送りくだ

観光課︵宇治琵琶33︑豊⑩

2月27日までに市役所商工

職業︑家族構成を記入し︑

電話番号︑世帯主の氏名と

はがきに住所︑氏名︑年齢︑

▽申込み・：希望される人は︑

▽謝礼・：年額七千円

▽募集人員・：25人

されたことのない人︒

の消費生活モニターに委嘱

一いままでに宇治市や京都府

いる人︒

パーマーケットか莉用して

市内の市場や小売店︑スー

一日常の買物を直接する人で︑

歳の人︒

︒︒一市内にお住まいの20歳〜60

▽応募資格

︿応募要領﹀

い︒

ですので︑ぜひご応募ぐださ

店頭価格＜円）
宅配価格（円）
1，665 1，662 1，657 1，706 1，699 1，698
平均値
最高値
1，750 1，720 1，750 1，800 1，764 1，764
1，530 1，590 1，590 1，600 1，640 1，650
最安値
最多Ｖｉ売値
1，650 1．650 1，650 1．700 1，700 1．700
小売店平均 1，663 1．667 1，663 1．698 1，692 1．694
スタンド平均
1．666 1，656 1，649 1，722 1，713 1，708
56．12．15
57．1．16 56．11．16
56．12．15
57．1．16
調在日
56．11．16

す︒養鶏家た
ちは︑恰争
衛生管理に努
めておら元︑
何千羽いても
鶏の息や顔色︑
動作でｆぐに

｀飼・

不用品情報センターのまとめ
希望多かった自転車

五土︿年度の不男回報セ
ンターへ多くの登録をいただ
き︑あぴがとうございました︒
昨笙︿月か皇︿ヵ月の期間を
設け実施に蚤した米用・回
報センターも︑昨年十一月
末でひ輦ヂ終わらせていた
だμ蛋じた︒
この不用品情報センターは
省資源の一環として取り組ん
だもので︑家庭で放置されて
いる不用−男肴効に利用いよ
うとはじめたもの︒

︷″

へ

！：ｉｉｉｉｉ；ｉｉｉｎｉ！ｉｉ！ｉｉｉｉｉｉ！！ｉｉ
ｉ！ｉｉ：
ｉｉａｉｉａａ：「｜

育で
す何・
る千ヽだ羽・。剔

市民のみなさんのご協力に

求ｙ︒それと同時に︑多くの

加物
物に
添添加
による有害食品︑大量

産に
生ｆ産
にとともな
京命商品︑売
一

ため
る合た
めにに手段を問わない不当

販皿売
売な
などど
．︑様々な問題な増え

一る
ＮＩ
てい
のｊです︒

そこで市では昭和四十八年

以来消費生活モニター制度を・

設け︑消費者を守るとともに︑

市民のみなさんにもかしこい

消費者になっていただこフと︑

いろいろな事業忿行っていま

す︒モニターの仕事は月一回

程度集まっていただき︑専門

つた知識を日常生活に活かさ

家による学習会や試買調査︑

計量調査︑消費者意識アンケ

れていホチ︒

性ならどなたでもできる仕事

消費者問題に関心のある女

ート調査︑消費牛居に関する

施設見学会︑グループ別によ

る独自テーマの自主研究など

集

しており、いのちや暮らしに対す

長い目で先夕見つめ︑今日を

消費者生活モニターの募

なりません。また、大気や水など
過ＩＤさなくてはいけないと思

確かな目を養いませんか

衛生管理の苦労なども聞かれた懇談1
（件数）

岩井富子さん

タ謬回里謬名勺ｍぺｉ：昏ぶい

のばかりではありませんが︑

極的な態度に変えていかなぐ

登録件数及び成立件数

われています。今回の暮らしの情
かわる問題や知識をご紹介しなが

抒巍川建い消

交流し︑個人としての消費生

てはならないと思いま戈

消費生活相談員から

ような気がいたし康ｆｙ︒貿易

希

今こそ、゛私たちにとって何か本当

筒昌肘ＵＨＪｈ
皿川

次々と開発される多種多様な商

灸2莞？恚！与ぶ＆を乞ＣＤ石ｆａ§いと浪哀れ涵憲轟淫
摩擦の問題はさておき︑内︷″

27

たのまへ門いけな私足低の：忍器べＳ2筈篤ｉｔな考訓冷笑
容瓦習鐙±応留べ‰；習名筥琵
にＵ剔に回誌針
要なだけ買いましょう︒

情報交換の場に

暮ら息否る学習か深めるこ

巡回移動相談を

市正

治
宇
（3）第584号

： ： ：：

：

ださい︒︵木幡公民館︶

民館へ来館のうえお申込みく

パンづくり教室

子ども

あなたも自分の手でパンを

木幡公民館では︑子どもを

焼いてみませんか︒

対象にしたパンづくり教室を

▼とき・：2月20日出︑午後

開きます︒

2時〜5時▼ところ⁝木幡公

民館▼講師⁝荒木悠美子さん

▼対象・・・市内在住の小学校5

・6年生及び中学生▼定員⁝

30人︵先着順︶▼費用・：教材
費として三百円︵申込み時に

必要︶▼申込み・：木幡公民館

−

；：

みそづくり教室

加工食品が多く出回ってい

る中で︑自然食品が見直され

木幡公民館では︑無添加無

てい未了︒

着色のみそ︒つくり教室を開き

乖ｙ︒あなたも自家製みその

作り方をこうじづくりから学

んでみませんか︒

▼とき・とぅじづくり＝2

月25日囚︑み吸つくり＝2月

7日出︑いずれも午後1時半
2

14時▼ところ：未幡公民館

▼講師・：村田叔子さん︵生活

改善クループ︶▼対象⁝市内

在住で2日間とも参加できる

人▼定員：20人︵先着順︶▼

い︒︵木幡公民館︶

へ来館のうえお申込みくださ

▼2月22日砂：小倉駅前デ

す︒あなたもご協力侃

パート駐車場で︑午前10時か

ま刄︵保健衛生課︶

ら正午︑午後1時か？蒔半

募集

育成学級

春休みアルバイト

育成学級の春休み学生アル

Ｖ人員⁝若干名▼対象：大

バイトを募集します︒

学生︵短大含む︶Ｖ勤務時間

まで▼申込み＝・履歴書持参の

日間︶の午前9時Ｉ午後5時

−−

者の部▼参加費⁝小・中学生

費用・：教材費八百円︵申込み

時に必要︶▼申込み・＝木幡公

内91（ａｃ4687）

・：3月15日〜4月6日︵内8

◇

㎜㎜

は三百円︑高校生以上は五百

34の7（ａｃ8290）

うえ︑2月23日までに社会教

ｌ㎜

を中心に︑確定申告の無料相

お知らせ

Ｉムをしてみたりの小さな非

円︑Ｖ参加資格・・・宇治市民及

○宇治市小倉公民館…小倉町寺

育課へ︒︵社会教育課︶

㎜㎜

確定里量してぐださい︒

確定申告書に書類夕添付した
23日︑3月1日︑2日︑9日
〜12日ｖ京都銀行小倉支店・・・

第二内科部長の水谷孝昭さん

成人病﹂︑講師は京都第一日赤

▼3月3日︑午前9時半〜正

午︑﹁食生活と肥満﹂︑講師は

行が︑パーマかかけたり授業

び市内勤務者▼申込み：当日

︵社会教育課︶

弁当などご持参ください︒

案内

戦傷病者乗車券

者乗車券引換証の交鮭ｍ求を

引換証の交付

受け付けてい求了︒戦傷病者

9（Ｓ⑩2804）
○宇治市木幡公民館…木幡内畑

越しください︒︵社会課︶

献血

献血は︑貴い生命を守りま

皿−

︿申告の出張受付﹀

り︑提示する必要があり康刄

ｖ商工心一議所⁝2月22日︑

談が開かれ未了︒

館︑京都銀行六地蔵支店Ｖ

くわしぐは宏親務署︵大久

なお︑還付か受けるには︑

2月25Ｅ困⁝伊勢田公民分

2月24日︑3月3日︑4日︑

▼2月24日叩・小倉公民

館︑紫ヶ丘公民分館Ｖ2月
保町井ノ尻60ト3︑き0ぷ1

10日〜12日▼木幡公民館⁝2

日▼京都銀行大久保支店⁝2

月25日︑26日︑3月10日〜12

確定申告︵所得税︶

保健衛生課の八木架津醐栄養

士▼3月10日︑午前9時半〜

正午︑﹁食生活と高血圧﹂講師

は八木架津醐栄養士︒

参加ご希望の人は︑2月16

日までにはがき︵住所︑氏名︑

年齢︑電話番号を記入︶か電

︵保健衛生課︶

話で保健衛生課へ︒

◇

宇治市民

かるた大会

レクリ干・・ショｙ協会では︑

小倉百人一首かるたによる市

Ｖとき・：2月21日㈲︑午前

民かるた大会を開きます︒

9時半から▼ところ⁝木幡公

のエスヶＩプとなる︒ついに

会場で︒︵社会教育課︶

民館▼級別⁝初心者及び経験

は︑欲しい︑したいといｔＯ欲

◇

宇治市立幼稚園

子ども展

日々の幼稚園生活の中で︑

子μもたちが充実した遊びを

経験し︑感動した心を表した

作品展が開かれます︒

時〜午後4時▼ところ⁝宇治

1時Ｉ4時︑20日出︑午前9

の認定か受けておられる人で

昭和五十七年度分の戦傷病
ぱｆｙべては正確にうまく社会

の言うとおりに動き︑考えれ

市民会館▼内容・：作品展示と

ｃ宇治市公民館…宇治里尻ｍの

ぇ︑福祉事務所社会課までお

病者手張と印鑑をご持参のう

交付か希望される人は︑戦傷

説明︒︵学校教育課︶

◇

市民歩こう会

8時半に市民会館前に集合▼

▼とき・：2月14日剛︑午前
か痔ち︑一つ一つの言葉︒行

しでぐださい︒なお︑雨具や

参加され李ハは︑直接集合

行先⁝くつわ池︑約8ｊＪ︒

なければならないと思い圭ｙ︒

反省を加えなが星宵て行か

動に貴任夕痔ちつつ︑それに

人ひとりのしっかりした祭ｔ

だから私たちは︑私たち一

よラか︒

がぬけているのではないでし

へとはぱたけるでしょう︒で

▼とき・・・2月19日胞︑午後

公民館のお知らせ
もそれは︑人間としての何か

形ではないのです︒大人たち

であり︑大人たちが求める人

私たちは一人の考凡る人間

よシか︒

となっているのではないでし

非行へと走らせる︑その発端

まり︑悪影響として私たちを

なるやもレれないのです︒つ

けて︑社会での大きな犯罪と

望だけが自己の理性を押しの

午後1時半13時︑﹁食生活と

︿木幡公民館﹀▼2月24日︑

9時半から正午まで︒

子岑ん︒時間はいずれも午前

んな歪愚考﹄︑講師は亀井滋

山芳文さん▼3月4日・：﹃み

講師は南小倉小学校教諭の青

・：﹁子戸石のもつ問題点︵心︶﹂

長の亀井滋子さんＶ2月25日︑

︵体︶﹂︒講師は明星保育園園

日⁝⁝﹁子戸ものもつ問題点

︿宇治市公民館﹀▼2月18

して健康教室を開きます︒

う﹄︑﹁食牛活と成人病﹂と題

﹃子芦もの生活かみなおそ

健康教室

催し

41︶へ︒

−
−−
−−

26日甲・広野公民分館︑西
小倉集会所Ｖ3月1日㈲・：
西大久保集会所︑開公民分
館ｙ3月2日㈹ヱハ地蔵公

月23日︑24日︑3月9日〜11

︵宇治税務署︶
111Ｓ11ｔ1｀

してみたり︑赤いリップクリ

です︒初めは︑マニキュアを

なって反映していると思うの

という小さな社会で︑問題と

それは︒学校内の共同生活

のだう2一一︒

とって良い影響となっている

な生活が果たして︑私たちに

思えばなんでもできる︒こん

んでれ4に入るし︑したいと

し祁し︑ほしいと思えばな

活しているぷつに見える︒

ｉｎ耘たちはなにも問題なぐ生

してぐれる︒そのために︑一

整えて︑私たちの欲望夕混た

暖房の設備を十分すぎるほど

だことがあれば︑私たちに冷

に︑冬は寒さのために苦しん

自分たちが夏は暑さのため

強するぷつに要求したりする︒

本を与えたり︑塾へ行って勉

さか痔っていれば︑私たちに

することの出来なかった悲し

自分たちが勉強したぐても

ではないだう7か︒

私たちに与又︑求めているの

ます︒︵資産税課︶

用紙は資産税課にあり

出してぐださい︒

に認定申請書夕提

は︑申告書ととも

の認定を受ける人

例譲渡および象朕

非課税土地・特

りません︒

申告しなければな

れている土地であれば︑

も現実に引き渡しがさ

後4時まで︒

日︒いずれも午前10時から午

無料相談所

−−

▽申告の受付
会堂︑木幡公民館▼3月3
日甲・東宇治消防分署︑旦

−−

早めに済ませましょう

税で総合課税か選択した人︒

一利子所得のある人で︑所得ていただぐ必要があります︒

市・府民税の申告
今年も︑市・府民税の申告

けよフとする人︒〜3月15Ｅ㈲︑期間中の土

一雑損控除や医療費控除を受Ｖ里覇間⁝2月16日脚

をしていただぐ時期になりま
した︒次にあたる人は︑必ず

小規模事業者の自主申告の
手助けにと︑宇治税理士部会

特別土地保

期限内に里暑を提出してく
椋公会堂Ｖ3月4日内・・・西
岡屋会館︑太陽神戸銀行宇

昭和五土八年一月一
日から干二月三十一日
までの間に一回ま
たは︑数回にわた
っ又昇五千平方
Ｕ︵基準面積︶以
上の土地を取得し
た人は︑三月一日
までに﹁特別土地
保有税﹂の申告を

ほしいのです︒だから︑ツ″

1

けようとする人︒時まで受付▼ところ⁝・市役

控除やローン控除︑医療費控

してぐださい︒なお︑

れるのは血のつながった親で

パ″ている︑反抗的だか ＳＭ

︒登記が移っていなぐて

はないでしよシか︑・私はそう

いって見捨てないでほしい︒

−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

てはいけないと思いまｙ︒で

西宇治中学校二年生 安宅恵

1

一純損失や繰越して控除か受曜日も午前9時から午後5

治支店︒受付時間は午前10
時から正午︑午後1時から

源泉徴収された税金や予定

ぐ宇治税務署の窓口忿慧付の

除などか受けられる人は今す

思い草ｙ︒だか耘達の願い

ばいけないと思い未了︒そう

みんな同に工うに考えなけれ

も︑ふ汪ッ″パ″ていて親に

けれど︑きっと大人たちは自

1

ださい ︒

なお︑生命保険料控除︵一所市民税課︒
つの契約で年間九千円を超えまた︑忙Ｌこて市役所にに
4時まででｙ︒ただし︑太
陽神戸銀行は午後3時まで

納税した税金が納めすぎにな

は︑いつも優しぐ純すいな心

したら︒その人が大人になっ

つめ直して︑真剣に考えなけ

とよく言い求ふ︑これは子

反抗しているけど︑いざ親が
今︑世の中で︑大人たちは

分たちの子芦石時代にするこ

−

▽申告が必要な人

月︶に所得のあった人

一昭和五土八年中︵1月〜12

除か受けとるときは︑領収書次の場所で﹁出張受付﹂︒を
です︒︵市民税課︶

っている人︑それに住宅取得

も子μ石︑まだ未熟︑頼れる

で見守ってほしいのです︒

いでしよラか？いくらえらそ

人︑心底から相談し合える話

そして︑真正面からぷつか

た時︑ツッパ″ていた頃の自

うにしていても︑何といって

し合える人が欲しいのです︒
でも︑だからといって全部

っていけるそんな親をいつも

分を思い出し︑非行へ走うつ

が全部でないと思い未了︒子

としている人︑非行に走って
しまった人の身になって考汽
βれると思い乖ｙ︒そして︑
非行への関心などがおおいに
持てると私は思っていまず︒

ればいけないと思い求了︒

どおけが悪くないんだと思

私たち子μもに何か求めてい

与凡ら元なかったなにかを．

との出来なかったなにかを︑
私にははっきり分からない

るのだう7か︒

申告は3月1日まで

て支払った場合︶や医療費控お越しになれない場合は︑

というのは︑いけないと思い

所得税の還付申告
今すぐ宇治税務署へ

や証明書か添えるか︑提示し︒し毒ｆｙのでご利用ください︒

ます︒言われた人にとっても

だから︑私には非行なんか
関係ないとわりきらないで︑

さだけでなぐ厳しぐレかって

望んでいます︒時には︑優し

一人一人が今までの自分か見

す︒非行へ走るのは家庭の責

らないと言いますが︑私達に

います︒非行に走るきっかけ

ぱり親は親︑そこなが一番頼

大人たちへ

μ石にも責任はあると思いま

とっては必死です︒だから理

倒れたらとっても心配すると

か︑親の子μもへの関心とい

有税

ただし︑給与所得だけで
勤務先から給与支払報告書
が市役所へ提出されている

東宇治中学校一年生平出好美
がないが︑この学校について

﹁あの子は・：だからダメだ︒﹂

いろいろな事を思うようにな

傷つくし︑友達を失シ私達も

この学校に入学してまだ間

ってきました︒クラブにして

非常にいやなことだから︑や
っぱり友達は自分で決めるべ

も︑問題点はあり未了︒これ
は︑どのクラブの人の悩みで

きだと思う︒
これに関係する事だが︑﹁非

もありますが︑早朝練習で朝
の︒ベル芦に遅れてしまう

由にならない一言で終わらせ

と言うのは家庭の事情︑親

任だといって︑自分にあまえ

ないで︑もう少し︑なんとか

シものがぬけているのではな

いくら親に反抗してもやっ

思い求了︒

行へ進むな丿非行へ走命？・﹂

2月16日から3月15日まで

がヱ血七から逃げてるという

その他に︑大人に対しては︑

してほしいです︒

友達を決めてしまうといフか︑

−−
−−−−−・−

・−−−−−−
−4−一
−−−−−−−
−−−−−

人や税務署へ確定申告した
人は除きふ子︒
一給与所得者でも︑農業所得

1

一一一−−−−
皿・

や家賃︑その他の所得のあ
った人︒
一配当所得があり︑所得税に
ついて源泉分離選択課税を
翼げた人︒

今︑中学生が何を考え︑社会の一員としての自分た
ちをどう見ているか︒市教育委員会はこのほど︑市内
の中学生から募集した作文を冊子﹁中学生の主張﹂に
まとめました︒そこで︑作文をシリーズでご紹介しま
しょう︒
−

中学生の主張

1

のです︒・こんな事︑理由にな

中学生の主張

1
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