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研

、小学校Ｔ100年の歩みー』が開催されます。これは、

＜7月1日から歴史資料館で、夏の企画展『宇治の

教育基本法や学校教育法の公布4ｏ周年などにちな

んで行うものです。明治政府は「必ず塞に不学の戸
なく家に不学の人なからしめん事」の号令下、明

▲菟道尋常高等小学校の学級記念写真（大正9年7月撮影）

治5年（1872年）に学制を発布。宇治のまちでは、同

久保■横島小学校の6校が、人々の努力で次々に開
たもの
・庭訓往来︵ていきんおうらい︶
・永代節用無尽蔵
・寺子読書千平文
・大全新童子往来
◇古︵いにしえ︶の小学校をしの
ぶもの
・旧校舎の鬼瓦と昔の門標
・昔の校旗︑優勝旗
・旧校舎の棟札
◇学校生活の思い出の品々一
・昔の柱時計

板︶

・石盤︵ロウ石で平を書く石の

・校内で鳴らした鐘
・古い幻灯機や顕微鏡
・昔のアルバム
◇教科書の移り変わり
・江戸時代−明治−大正−昭和
30年代までの教科書
■おことわり
8月︱日出〜16日倒までは︑

ところ中央公民館展示集会室

経営・雇用特別相談

営・雇用対策の具体

交換を行い︑更に経

宇治商工会議所︵昔⑩31

興局商工課︵豊⑤2103︶︑

30日㈹までに︑宇治地方振

1︶へ︒雇用特別相談は︑当

課・交通労政課︵き⑩314

治地方振興局管内の関係十

治公共職業安定所職員▼申

中公業指導所相談員︑宇

事業主▼相談員・：京都府立

︵交誘肢課︶

日申し込みも可︒

01︶︑宇治市役所商工観光

▼と孝・？月14日

化に向けて検討する

中央公

ことにしています︒

㈹︑午前10時〜午後

3時▼ところ⁝城南

地域職業訓練センタ

団体が協議して︑四月二日

し込み・問い合わせ・：6月

象・・・市民及び市内中小企業

に発足︒円高不況に伴ラ地

この連絡会は︑京都府宇

談ください︒

7月14日㈹
城南地域職業訓練センターで
宇城久地域緊急不況・雇
用対策連絡会︵会長・池本
正夫宇治市長︶が︑﹁経営及

人伊勢田町新中ノ荒︶▼対

とき8月25日脚午前10時・午後2時︵2回公演︶

人形劇﹁宇治のむかしむかし物語﹂

親と子の歴史教室

とき8月2日剛午後2時〜4時
ところ中央公民館展示集会室

講師辻ミチ子館長

﹁宇治の小学校−寺子屋から小学校ヘー﹂

歴史講座

文化センター内電話201311

明治初期に6校を創設

…………／」ヽ学校の歩みを振¨り返ってみ。ましょう。……
◇寺子屋︵江戸時代︶で使用され

主な展示品

…………降の小学校の教科書、各種資料など約］00点を展示ｊ
﹁教科書の移り変わり﹂コー

び雇用特別相談合を開催︒

域内産業や雇用情勢の情報

室

100年の歩み
宇治の小学校
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人口170，377人（前月比130人増）

申
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発行京都府宇治市
市の人ロ

6月26日から発売

無料
民館展

…………………：こ・・ダ当時の・子どもたち・の様子をレ＝うかがう中で、郷土の
ナーは︑京都府巡回展示﹃鏡

ち

歴史資料館‥‥‥‥‥
円高不況下での︑経営また

文化センター大ホール

9時〜午後
5時

午前9時から午後5時（月曜日・祝日休館）

は雇用に関する問題をご相

8Ｂ26日（水）

7月1日〜
野生動物た
5日・午前

∧校い00余年の歴史を歩み続けています。企画展で
と古墳﹄開催のため︑休止し
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期舞車雛健七

〉…………ａ、；工戸時代の寺子屋で使用された書籍や、明治以
ます︒
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の悪質な訪問販売によるトラブルが増加しています︒う

契約などは慎重に︑また販売員の巧みな勧誘方法などに惑わＩれな い
ことなどが大切です︒もし︑訪問販売などで困っていたら︑消費生活

れないことな芦示大切です︒
そこで︑気を付けて欲しい
手口と対策について考えてみ
ましょう︒

じたりして﹁買えば幸せにな

手相を見たり︑姓名判断を

ら高価な健康食品や羽毛布団

して︑雰囲気か盛り上げてか

轡Ｅの安売りや︑無料配布を

来ます︒

Ｉクーリングーオフの効果

解約に伴う損害賠償を請求される

煮

す︒また︑取り引き費用も販売業者

支払った金額は︑全額返還されま

ことは︑もちろんありません︒

費者を保護するためにい指定商品に

割引料金に見せて契約に持ち

談することです︒

ず家族や信頼出来る人に相

訪ねて来たのかを具体的に

確かめる︒

Ｊ悶竪芦では︑販売業

の巧みな勧誘から始まります︒

訪問販売の多くは︑販売員

しているセールスマンは︑

います︒これをあいまいに

らかにすることを規定して

者の氏名や商品の種類を明

被害を防止するためには︑

た書面を受け取る︒

⑤契約の内容恋叩侭にし

Ｊａｍ脛ｒでは販売業者

消費者に交付することを義

★作り方

電話はダメ

証拠が残りません

契約解除通知

記

左記の契約は解除します︒

︼契約年月日

二商品名

三契約金額

四締結場所

なお支払額の○○円を返金し

商品を引き取ってください︒

住所

昭和○年○月○日

所在地

○○販売会社
代表取締役殿

①いわしは頭とワタを取っ

り︑小麦粉をまぶして︑

て塩水で洗い︑水気を切

両面こんがり焼く︒

油をひいたフライパンで

こんが的姚けたいわしを

②鍋に忌の材料を煮たて︑

入れ︑中火で落としぶた

をして汁気がほとんどな

くなるまで煮含める︒

氏名⑩

かぶる︒

③皿に盛ってからいりゴーマ

いわし

容証明郵便が確実です︶で行いまし

クーリングーオフは︑必ず書面︵内

■クーリングーオフは

が負担します︒
で認められています︒これをクーリ
ングーオフ制度といいます︒
Ｉクーリングーオフの期間

言葉で高額の﹁化粧品﹂や﹁健

込み柔す︒実際は︑割引とこ

契約した日を含めて︑七日以内に

康食品﹂︑海外他行の心一員券

ろ示︑むしろ割高なことが多

④どこの誰が︑何の目的で

と称して﹃英会話教材﹄など

いふつです︒

この外にも︑訪問販売の手

を売り込み康ｙ︒

見本工事商法

事など︑工事付き商品にみら

一人ひと匯が自衛策を身に付

口は多種多様です︒

れます︒﹁宣伝に良い場所だ

テラス︑ベランダ︑外壁工

から﹂︑﹃見本工事として割

けることが必要です︒

ルール違反です︒
り引章ます﹄などと言って︑︑

トラブルを防ぐための

磯つけています︒販売業者

に︑契約をした時には取引

があっても︑代金は全額支

の名称・住所・商品の価格

5つのポイント
払幻ない方が無難です︒

解約のクーリングーオフ制

ｌｌ゛）ダ

の香り

限り無条件で解約出来る期間が法律

そこで︑こうしたトラブルから消

解除通知の書面を発送すれば解約出

覚えておこうクーリング・オフ

鐘クーリングーオフとは

につられて︑購入意思がないまま︑

訪問販売は︑販売員の巧みな言葉
くさせる悪質なセールスマン

トラブルが起こってい未丁︒

るが︑買わないと災いが振り

を売りつけるものです︒

りません︒

つい契約してしまうことが少なくあ

ＳＦ商法
ＳＦとは︑新製品普及会の
賂称で催眠商法とも言い未了︒

うまい話には︑落とし穴が

かかり未了よ﹂と言って高額

開運商法

あるものです︒悪質な訪問販

な印鑑やつぽ︑多宝塔杢匹り

簒蕩などで︑日唇Ｅ︑食

売による被害を防ぐためには︑

ってしまったなどいろいゐな

りして︑不要な商品をつい買

たり︑路上で呼び止められた

突然︑販売員の訪問を受け

康ｙ︒

泣かされる消費者が増えてい

の強引で︑言葉巧みな勧誘に

相談室へ今すぐ相談を︒

訪問販売は︑自宅に居なが
ら買物が出来︑直接匿冗員か
ら説明を受けたり︑新しい商
に稽報を得貨れるなどの利点
がいくつかあり未丁︒
しかし︑買物をずる心構え
の出来ていない時に売りつけ
られたり︑商品の品質・価格ヽ
について比較検討が難しいな
どの欠点があり未了︒

消費者がよく考えて商品を購

商工観光課∧ａ図3ｉ4ｉ

消費生活相談室に︑市民か

・消費者問題を認識し、自分で問

ら寄せられた訪問販売による

ご利益が無くなる﹂と言って

つけ未了︒﹁他人に話ずと︑

；進んで知識や情報を持つことが

かたり商法

入するといや心構え・で︑契約

で、すべての人々にとって消費

などは慎重に︑また厖匹員の

クーリングーオフの機会を無

っています。近年、若者から主

苦情や相談は︑昨年度一年間

巧みな勧誘方法などに扉幻さ

；ブルが増加。被害を未然に防ぐ

で百九件にｔ古毒了︒

もいまず︒

落とし穴があるものです︒悪質な訪問販売による被害を

………｀．・17
．11部……

防ぐためには︑消費者がよく考えて商品を購入するという心構えで︑

いニ最………

最近︑一部の悪質な販売員

あたかも消防署︑郵便局︑
居所などの公的機関からの
訪問と見せかけて信用させ︑
消火器や表札︑避妊具などを
売りつけ毒ｙ︒公的機関が︑
訪問販売を行うことはありま
せん︒

危険です商法
﹁トイレファンの点検に来
ました﹂などと言って安心さ
せ︑﹁保証期間を過ぎている

①購入意思の無い時は︑始
めからきっぱり断わる︒﹄

度の手順など︑後日のトラ

ゴマ油適量

から﹂︑﹃モＬ
いるから﹄と勝手に取的替え
てしまい毒了︒以前に取ひ付

契約する時は︑契約書を

ブルを漑けるために必要で

代金の支払い方法・無条件

で訪問する訳ですから︑な

よ丘訳み︑納得出来るまで

す︒

い︒なお︑資源の有効利用

イリゴマ大さじ％杯

③シかつに署名︑押印をし
たら︑別の業者で︑高額な請

がながと説明か聞いたり︑

説明を受けること︒また︑

土Ｉしょうが適量

業者の一方的な都合だけ

求をしたり︑﹁今なら割引きし

まして買ったりする義務は

一人で決めてし毒なｙ︑必

⑩3141︶へ︑相談してく

｜ しょう油大さじ5杯

報センターヘご連絡くださ

⑦油大さじ5杯
水大さじ5杯

けた業者だとばかり思ってい

ておく﹂と言って現金一括払

全くありません︒

ださい︒相談は︑いつでも受

い／わし中12匹

ない︒

いをさせられ︑クーリングー

制度︵無条件解約︶は商品

れているクーリングーオフ

4簡販売法 で規定さ

②即金払いをしない

オフが出来ませんでした︒

キヤツチーセールス

もし︑あなたが訪問墜匹な

：小麦粉，適量

こんな手口にご用心
悪質な訪問販売

暮らしの情

どで困っておられたら︑少し

出来るだけ早ぐ
相談を
適用されません︒たとえ少

いをしてしまったものには

を驀短り︑現金で一括払
トに答えて﹂などと親しげに

駅前や繁華街で﹁アンヶＩ

話し掛けて来ます︒

け付けてい豪すが︑毎週水曜

は︑｀西の相談員が相談に応

日︵午前十時〜午後三時︶に

でも早ぐ消費生活相談室︵豊

Ｆ
額のものでも︑手元にお金

喫茶店などに誘い︑巧みな

巳すト匯

万材料（4人分）

コ

●

1987年（昭和62年）6月21日発行（2）
り

よ
だ
（

740

暮ら
かしこい消費者になるために

とも︑テストの結果︑指摘さ

です︒

すとき
ングに出
クリーニ

クリーニングを利用する時
が大切です︒クリーニング店

れています︒技術の拳れた店

販されているものが少くあり

衣料品を購入する時には︑

を選びましょう︒

せません︒最近の衣轡Ｅには

取り扱い絵表示を確認する外︑

によって技術の差が大きいこ

増え︑曾証生産で短い期間し

クリーニングの方法や注意事

ません︒

か作らないものが多くなりま

型や風合いを強調するものが

した︒

Ｊ11Ⅶべ
クリーニングに出す時は︑

厚生大臣認可の標準覚書約
款・登録店にはＳマークが表

ポケットの中や孚﹈︑ほころ
う︒購入時に付いていたラベ

選び方

項についてもよぐ確かめまし

従って︑充分な耐クリリニ

示されています︒選ぶ目安と

合いが変って着られなくなる

2，400ｇ

ング性のテストも行わずに市

ング店の

び︑染み︑取れそシなボタン

じています︒

たら
品物を受け取っ

が趣旨ですので︑高額な品

今回の受け付けは︑八月

物はご遠慮ください︒

三十一日までで︑現在登録

されている品物は次のとお

りです︒

登録中の品物

︿譲ります﹀・：パイプいす︑

ーファン︑電子オルガン︑

二段べ″ド︑窓用ロータリ

ガス湯沸かし器︑ベビーダ

ンス︑ボートこぎ腹筋運動

具︑囲碁セ″ト︑ぶら下が

り健康機︑精米器︑英文タ

習机︑物置き︑編み機︒

イプライター︑事務机︑学

などを確認しましょう︒出来

ち具合・損傷・付属品の有無

け取ったら︑すぐに汚れの落

ため︑不用品情報センター

を有効に生かしていただく

なったり眠っている不用品

市では︑家庭で使わなく

ス︑各種自転車︑ベビーキ

オルガン︑ジュークボック

蔵庫︑電気オルガン︑電子

オーブン︑冷凍庫︑冷凍冷

︿譲って欲しい﹀⁝本箱︑

上り品は︑なるべく早く引き

吊役所商工観光課消費生

い︒

ド︑カラーテレビ︑卓球台︒

ストッカー︑シングルベッ

ド︑タイプライター︑ミニ

ーベッド︑メリーゴ上フン

ャリー︑ベビーカー︑ベビ

取り去しょう︒陽やけや蛍光

設しています︒

譲って欲しい品物︑譲り

活係・萱⑩3141︶を開

たい品物は︑至急不用品情

灯による色あせが起きること

の確認が不充分だと︑トラブ

も考えられます︒受け渡し時

クリーニングした品物を受

8月31日まで開設

ルの責任所在がはっきりしな

保管する時は︑ビニール袋

い場合も起り得をす︒

を外して置きます︒びれたり

しては︑・品物を預ける時に受

正味量

衣料品は着用すれば必ず汚

う

して変らずる原因にもなりま

ルや説明書などのデメリ″ト

す︒

ことがあります︒

表示や取り扱い上の注意も︑

などを調べ︑直しておいたり︑

店に伝えて事故発生を防ぎま

け付けの人がよく点検し︑客

染みの種類や︑染みになっ

クリーニ

てからの日数︑応急処置など

まずクリーニング店に申し出

高価なボタン︑装飾ボタン︑

しょう︒また︑大切な事は記

て説明を求めると共に︑よく

店と確認にＸ﹃たりします︒

も伝えましょう︒染みによっ

入しておいてもら≪ｎのも良い

と一緒に︑染みこ子などに

注文服の後染めボタンなどは

でしょう︒

ついて確認してくれる店・品
惣隼ハ切に取り扱ってくれる

求されることがあります︒

ては︑染み抜き料を別途に請

脈肪酸ナトリウム（純石けん分）（65％）炭酸塩

クリーニング店についても︑

上下一対のもの︑付属品︑

取り外しておく方が無難です︒

話父□がうまく行かない

話にＸにうことが大切です︒

⑩3141︶へご相談くださ

場合には︑消費生活相談室︵容

預り証は必ず受け取り︑し

せん︒

トラブルの一因となりかねま

づかりと保管し毒す︒紛失は︑

店・自分の店では扱えない品

詣

物は︑専門店へ取り次ぎ︑紹

高価な品物や形見の品など

成分

いつも利用している店だから

ベルトなどは一緒に出に垂し

弱アルカリ性

と安易に品物の受け渡しをし

介してくれる盾・客に誠意を

綿・麻・レーヨン・合成繊維、用

液性

ていませんか︒技術や料金な

は︑その旨伝えておきましよ

洗濯用せっけん

用途

使いましょ

表示に﹁無添剤﹂︑﹁第一種﹂

謔総綴

ょう︒別々に出すと︑色や風

または﹁純せっけん分九五

標準使用量 水30Ｃｔこ対して40ｇ
（20㎡のコップで約3分の2）

もって対応してくれる店など

比べて皮膚障害がほとんど

％︵以上︶﹂と記されている

この公表価格は、6ｆ月初めに実施した消費生活そ
ュター店頭価格調査に基づくものです。（商工観光課）

ど目的に合った店を選ぶこと

加剤がＩ切含次れていない・

無く︑川や下水処理場で速

良質のせっけん︒ラベルの

やかに分解し︑人体や環境

用などの用途表示に関係な

洗濯用︑台所用︑布きん

ことを確めます︒
︿一ロメモ﹀
く︑洗顔・洗濯・洗髪・入

品名

確認を
取り扱い表示の

必要です。

にとって安全といえます︒

せっけんは︑合成洗剤に

のです︒

せっけんを
すぎに手間取ったり︑黄ば
みの原因にもなりかねませ
ん︒
粉せっけんか選ぶ時には︑
必ず洗濯用せっけんと表示
のある物を購入1ましょう︒
成分表示欄に︑脂肪酸ナ

浴と何にでも使え︑赤ちゃ

トリウムか脂肪酸カリウム

﹃無添剤せっけ6・：以

んにも安心して使えます︒

の表示があり毒天助剤と

前は﹁第一種固型せっけん﹂

洗濯用せっけんの表示例

れるのですから︑洗濯は欠か

夏か迎えて︑これからは

せっけんは︑汚れを落と

洗濯の回数が増えて来ます︒

す力が強いので自然な日さ
に洗いあがり︑蛍光増白剤
のよラな不自然な臼さはあ
りません︒また︑柔軟性仕
上剤盈宍陛くても︑柔ら
かな仕上りになります︒
洗濯機に水かお湯を入れ
てから︑粉せっけんをよく
かき混ぜながら溶かして︑・
洗濯物を入れます︒せっけ
んの一回の使田量は︑合成
洗剤と同じ量でも︑かさが

ためには、複雑化する

と呼ばれ︑純せっけん分か

ゝン

タヶヤドノｌｋＲ
308 ▲ 9 ． 9

みそ

題解決が出来るように

して約三〇％前後の炭酸塩

インスタントコーヒー
ネスカフェェクセラ瓶人150ｋ
916 Ａ1．6 Ａ14．1

婦や高齢者の契約トラ

九五％以上︑香料なこの添

しよう油キ・・コーマン濃ｌ】ポリ容器人1が
257
0 ▲2．7278 198
▲2．0 268 218
砂糖
ト．Ｉ 丿㎏ 248 0．8
ｚｏｏ 5．3
小麦粉 日清小麦粉フラワー1㎏Ｉｆ
▲2．0208 168

子どもから高齢者ま

が含書れていますが︑これ

アルミホイル25（・ｍｘ8ｍ 168

2．2240 168
4．3 0 218 128
シャンプー 液体ポリ容器22（）ｃ（花ｌモエ〜・・センシャ・レ
229
0 ▲0．4 230 225
洗ｉｆｆ川扮石けん
2．池ｋ
911 7．6 7．6980 85（

3安全（Ｓａｆｅｔｙ）

不用品情報センター

16．92 98 120

▲11．0

者教育の必要性が高ま

は洗浄力を高めるためのも

741

低いのでしっかりと計量し

の頭文字を表したものです

（商工観光課内）電話223141

台所用ラ■Ｖブ
サランラ・・，フ30（・ｍｘ20ｍ
228 7．0

2衛生（Ｓａｎｉｔａｔｉｏｎ）し

ましょう︒目分量で入れる

家庭用品品質表示法に基づく表示

を一一￢→
話し台い

ｉサラダ油ポリ容器入1000ｂ・
▲8．8
490 9．4

日ｊｉ

？▲33．9

Ｓマークは二

消費生活相談室根

4

900 750
が｀ノリン レギュラー1ｆ現金売り
125 ▲1．6 0．8128 117
400枚人1拓
ティッシュペー／ヽ−
「グりキ・・ク又・又コ，テ Ｏ
Ａ3．2 158 108
150 4．2

・

バレインョ

148 100
548 348

Ｍサイズハ■■，ク入ＩＯ個
125 ▲13．8▲38．1

赳卯
食用油

切身100Ｋ

194

男爵111（Ｋ
キャベツ中Ｋ幻1ｔＫ

369 ▲2．92．8458 278
308 2．0
▲3．43 68 205
36 5．938．578 2！

ｌｉｉきけ

Ａ35°ｌ

｜標準（Ｓｔａｎｄａｒｄ）犬

とつい使い過ぎになり︑す

洗濯代

−

すき焼用中程度1（｝Ｏｇ

ｔ肉

−
毀
0．7

824

1≪（Ｋ達

900 684

灯油

‰▲0．4

ｌｌｊ781

鰍
価格状況
Ｖ−均価格
対ｍ月比
対前年比

現格
1μｉｎ皿
晶目

948 798
8．9358 218
吽通品川・（スライスしたもの）
156 1．3
▲3．1170 140
ワィ自の
／ヤツそそで
▲14．5
141 ▲3．4
200 100
▲は減

ｆｔ

第777号
（3）

市政概要講座
行政機構教僑の疫痢参集渠

の中核都市として発展し︑市

この講座は．本市が府南部
して開いています︒市政の歩

政相互の連帯を創造する場と

うに私たちの生活に役立って

が取り組奔れ︑それがどのよ

構と各部署1このような施策

者証﹂︵ピンク色︶は︑六月
三十日で期限が切れます︒
受給該当者には︑新しい受
給者証︵藤色︶を︑六月中に
郵送します︒住所や扶養義
務者などに変更があれば︑
頑やかに届けてください︒
この制度は︑保険診療の
自己負担分を助成するもの︒
次の該当者で未申請の人は︑
健康保険証とｍ鑑か痔参の
上︑社会課で手続してくだ
さい︒所得が制限額以上で

図書館集会室▼内容⁝おはな

3堕Ｔ4時▼ところ・・・中央
教育課︵豊⑩3141︶へ︒必

月22日側〜24日伽までに社会

吊民体育課︶

すこやか養育相談

吊民体育課︶

み・：当日︑直接会場へ︒

ン︑卓球の参加者︶▼申し込

︵インディアカ︑バドミント

参加費⁝無料▼持参品・・上靴

ンドゴルフ︑ゲートボール▼

バドミントン︑卓球︑グラウ

学校▼内容⁝インディアカ︑

9時〜正午▼ところ⁝木幡小

▼とき⁝6月28日面︑午前

スポーツひろば

込み・：当日︑直接会場へ︒

・・・無料▼持参品・：上靴▼申し

ーム▼対象⁝高齢者▼参加費

ぴ体操︑レクリ干−ショング

10時〜正午▼ところ・・・牢治小
学校体育館▼内容⁝健辰つく

︒▼とき・：6月28日㈲︑午前

スポーツ教室

︵社会教育課︶

ず本人が持参すること︒

1時半開場︑2時開演▼とこ

15日は除く︶▼勤務時間・：午
前9時〜午後5時▼賃金・：1

高齢者

し︑読み聞かせ︑紙芝居▼対
象・・・幼児から小学校低学年▼
参加費⁝無料▼申し込み：当
日︑直接会場へ▼問監Ｂせ

へ︒

・：中央図書館︵豊⑩1511︶

入場に際しては︑お母さん

︵中央図書館︶

はご遠慮ください︒

市民吹奏楽団
演奏会

のぷつになっているの？▼対
ろ・：文化会館小ホール▼ゲス

▼とき・：6月21日間︑午後

象⁝市内在住の市民または市
ト：大阪音楽大学サクソホー

︵社会教育課︶

内に勤務している人▼申し込

合わせ⁝広野公民館︵豊⑥7
450︶へ︒︵広野公民館︶
夏のアルバイト
▼期間・・・7月21日脚〜8月

おはなし会

日四千三百四十七円▼対象・：

31日㈲︵日曜日と8月13日〜

中央図書館のおはなし会は︑

お気軽にどうぞ︒

更新が必要です︒六月中に

▼電話相談・・・毎週金曜日︑

級▽重度の精神薄弱▽3級

申し込み・問い合わせ・：市販

あったり︑健康保険に未加

弱▽国民年金法による障害

午前10時〜正午▼面接相談・・・
毎月第1金曜日︑午煎⁝⁝時〜
午後4時▼内容⁝乳幼児の発
育上の問題や悩みなどの相談
▼相談場所・：木幡保育所＝容
⑩7123︑北小倉保育所9
豊＠4113︑宇治保育所︱
豊＠7551︵7月から︶︑小
倉双葉園保育所＝容＠755
2︵7月から︶︒︵保育課︶

一人暮らし老人
料理教室

▼とき⁝7月2日困︑午前

10時〜午後2時▼ところ⁝総
合福祉会館▼内容・・Ｊ梅しそご

ださい︒

人健康管理事業対象者証﹂

の身体障害で中度の精神薄

級▽重度の精神薄弱▽3級

▽身体障害者等級︱ 2

■対象者︵65歳以占

の有効期間は︑六月三十日

弱▽国民年金法による障害

老人保健法での﹁重障老

対象者証の切り替えと受給申請

重障老人健康管理事業

社会課で手続きを行ってく

せん︒

が身体障害者等級︱・2級
に相当︒

です︒健康手帳に対象者証

福祉年金または障害年金が

■母子家庭の場合

︵黄色のシール︶がはってあ

1級で︑障害の内容・程度

康手帳▽健康保険証▽老齢

なお︑受給申請には▽健

該当する人が老人保健法に

康管理事業は︑次の要件に

この重度心身障害老人健

制限もあります︒詳1Ｉは︑

れば受給出来ません︒所得

学校修了前の児童の母︒

る人は︑健康手帳と保険証︑

が身体障害者等級︱・2級

▽身体障害者等級1・2

老人医療の入院時一部負担金の減額に関する特例

印鑑か痔って︑六月中に社

市府民税が非課税の世帯で︑

福祉年金証書▽目撃・など

よる医療を受けた際に︑一

社会課へ︒

この制度は︑申請しなけ
市長が認定証を交付した人

が必要です︒

部負担金を公費で負担ずる

に相当︒

には︑従来通り入院時一部

制度です︒
ヵ月間だけ支払います︒

負相至︵一日︶三百円を︑二

゛現在︑﹁特例﹂を受給して
いる人も︑毎年受給申請の

老齢福祉年金を受給し︑

▽18歳未満の子ども▽小

6月24日〜25日

会課までお越しください︒

■心身障害児・者の場合

Ｉ級で︑障害の内容・程度

福祉年金または障害年金が

の身体障害で中度の精神薄

の履歴書に写真かほって︑６

大学生▼募集人数・：若干名▼

2141

まちを花で飾ろう

受給申請と切り替え

世帯︒

人暮らし▽寝たきり▽老人

▽所得税非課税世帯▽一

場合

■老人︵65〜70歳未満︶の

入の場合は︑対象になりま

▼とき・：6月25日俐︑午後

ました︒

今月から第四木曜日に辰幻り・

お知らせ

育成学級

ンアンサンブル▼入場・：無料︒

一

み・：当日︑直接会場へ▼問い

10時1正午▼ところ・・・広野公
民館▼テー了・行政機構はど

▼とき⁝6月24日南︑午前

み︵四月︶や議会の役割り︵五

6月24日広野公民館

民の自治意識が高まる中で︑

▲第1回目の市政概要講座（4月17日）

いるかについて学びます︒

電話22

現在の﹁福祉医療費受給

福祉事務斯社会課

月︶に続いて︑今回は行政機

……切り替え

市政に対する理解や市民と行

福祉医療費受給者証の犬

花づ＜り講習会

用︶の場合⁝身体障害者手

圃身体障害者本人︵単独

へお問い合わせください︒

なお︑参加者全員にプラ

帳を︑運転手︵または車掌︶

﹁新しい歴史に向かって

ンターと花の種をプレゼン

文化研修道場︵いずれも午

野公民館︑25日南ａ青少年

の育て方など▼申し込み・・・

わ芋・国体事務局・︵酋＠3

当日︑直接会場へ▼問い合

521︶へ︒︵国体事務局︶

消防設備士試験

▼とき・：8月8日出︑9日

の割引証は不要ですか︑有

■介護人の場合・・・﹁バス

効期限内は使用出来ます︒

害者手帳を︑運転手︵または

介護付﹂と表示に差身体障

車掌︶に提示して下さい︒介

護人一人と障害者本人の割

引が受け知れます︒この﹁バ

福祉課で行います︒手帳を

ス介護付﹂の表示︵押印︶は︑

﹁バス介護付﹂は︑京都府

持って福祉課へ︒

バス協命一加盟各社のバスで

願書配布⁝6月22日㈲〜7月

︵京都市左京区下鴨半木町︶▼

悉只ス運賃の割引制度を

る人やその介護人に対して︑

国では︑身体に障害のあ

効期限内はバス協会加盟の

す︒従来の割引証でも︑有

従来通りの割引証が必要で

通用︒他のバスの場合には︑

8日㈲に消防本部または市内

設けています︒

京区下長者町通り西洞院東入

付け・：7月6日側〜8日南に

9時〜午後ｔ時半▼願書受け

は︑福祉課︵雲⑩3141︶

乗車券の五割引き︒︒詳しく

人と介護人︵一人︶共︑普通

割引率は︑身体障害者本

に認められます︒︵福祉課︶

害一級﹂と記されている人

﹁第一種﹂または﹁内部障

ル︶で︒時間は午前9時半ト

午後4時半▼問い合わせ⁝詳

しくは︑剛消防試験研究セン

ター京都府支部︵酋075剛

甲種防火管理者

9121︶へ︒︵消防本部︶

講習会

吻︒いずれも午前9漿丁午

他人にとっては不快かもしやドアを閉めて︒ピアノの︒

自分には何でもない音でも︑ともあり未了▼ピアノ⁝窓

を得ないことです︒でも︑規則な食事が原因になるこ

で︒音が発生するのはやむに▼ぺ″ト・・・運動不足や不

私たちが暮らして行く上ング・・・深夜︑早朝は最小限

住みよいまちに

騒音なくして

京都府職員会館︵京都市上

介護人の割引は︑手帳に

バスにも使用出来康ｙ︒

各消防︵分︶署で︒時間は午前

㈲▼ところ⁝京都府立大学

に提示してぐださい︒従来

走ろう宇治市市民運動推進

い運動を展開していまず︒

後2時〜4時︶▼内容・：草

▼日程・・・6月24日南︱広

習会を行い未了ので︑多数
ご参加ぐださい︒

はん︑和風オムレツ︑ナスビ
とピＬマンのみそ炒め︑キュ
ウリのくずひき︑デザート▼
指導⁝ボランテ″アグループ
青梅▼対象・・・65歳以上で一人
暮らしの大▼定員⁝30大︵先
着順︶▼準備品⁝エプロンー
マスク︑三角良ん▼参加費⁝
百円▼申し込み・：社会福祉協
議会︵豊⑩5650︶へ▼主催

︵社会福祉協議会︶

・：市一人暮らに誕人の会︒

手話教室

▼とき・・・7月7日叫〜8月﹃

25日㈹の毎週火曜日︒全8回︒
いずれも午後7時半Ｌ9時▼
ところ⁝総合福祉会館3階和
室▼内容⁝ろシあ者の生活を
考える講座︑手話実技︑交流

出来る健聴者︵以前に参加し

後4時半▼ところ・・・南京都信

れません︒生活の一つひと向き︑場所︑防音装置など

▼とき・：7月16日俐と17日

たことのある大もどラぞ︶▼

用金庫本店7階︵ＪＲ宇治駅
参加費・・・無料▼申し込み・問

つに気を配りましょう︒の対策も︒弾く時間も考え

久御山町に居住または勤務す

オ⁝特に深夜や早朝はボリ

考え︑なるべく深夜の使用︵環境保全課︶

を選んで︒設置場所もよくＩンを利用しましょう︒

▼クーラー・：低騒音機種ユームを絞って︒へ″ドホ

受講料・：三千円︵テキスト代

生相砂です︒

・耳が不自由な人の巡回更

相談﹂は︑正しぐは﹁手足

目が不自由な人の巡回更正

100・81の正しぐは99・2です
・四面お知らせの﹁手定・

は控えましょう▼アイドリ

訂正

など︶▼申し込み⁝所定の受

圭ｙ︶に写真︵無帽︑無背景

の上半身︑縦横4×3ｔ︶を

はり︑回聚痔って最寄りの

消防︵分︶署へ︒受け付けは22

日側〜30日脚▼問い合わや：

消防本部予防課︵酋⑩011

9︶へ︒︵消防本部︶

の数値

講申込書︵消防︿分﹀署にあり

る人▼定員・・150人︵先着順︶▼

ましょう▼テレビーステレ生活上の注意

定の甲種防火管理者資格の取
41︶へ︒︵福祉課︶

い合わせ⁝福祉課︵ａ⑩31

六点漢字

六点漢字とは︑従来の点字
で漢字も表わせるぷつにした
ものです︒
▼とき⁝7月5日間〜63年
3月まで毎月︱回︒いずれも
午後1時〜4時▼ところ⁝総
合福祉会館▼対象・：視覚障害
者︸申し込み・問い合わせ・：
詳しぐは︑社会福祉協議会︵豊
⑩5650または5654︶
へ︒ヽ︵社会福祉協議会︶

得を希望し︑宇治市︑城陽市︑

前︶▼対象⁝消防法第8条規

会など▼対象⁝全講座に出席

サルビア︑マリーゴールド

その一環として花づくり講

づくりを目指して花いっぱ

トします︒

バス運賃の割り引き
者

協議合では︑美しいまち

身体障害
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