市

の

（昭和63年6

人

６

口

月1日現在）

世帯数

56,438世帯（前月比173世帯増）

人

口

173,609人（前月比307人増）

男

85,992人

女

87,617人

京都府馬術競技場で

六月二十五日出・二十六日間の両日︑京都府馬術

競技場で六十三年京都国体馬術競技リハーサル大会

を開催︒この大会は︑社団法人日本馬術連盟と第四

日
(土)

十三回国民体育大会馬術競技運営協議会︵京都府・

シキよ

京都府馬術会場案内図
25

● 晦 1 □ 日 ■ 1 1 日 ･ 2 1日!E行

馬術競技リハーサル大会の日程表

送迎無料バス時刻表

月

宇 治 J ￨ 琶 3 3S地

治田原町

よ
６

久御山町・宇治田原町・宇治市・城陽市・京都府馬

j
=:j

=

術連盟で構成︶の共催・で行われます︒京都府馬術

三才:ｼjlにﾆﾑ゛ﾆﾆﾉl
∧匹百丿ニ:ﾆ

…j
,=…

競技場は︑太陽が丘から東南へ約四︒︒︑久御山町

ﾉ

岸本

ﾑﾚ:ﾉ:lﾂﾞVで]

〒 6 1 1 京 都 府宇治rti

6月25日（

飛び地の三郷山︑約十おの会場です︒競技の内容は︑

1/ﾉﾄﾞｽﾞlt

ダイナミックな障害飛越を始め︑馬場馬術︑総合馬

.,･J宍j.万j,ly,j回．
ﾔ)Sダ｀う………￨傀]ｽﾞﾉﾉﾉ

術︑六段飛越などの六種目︒全国十五府県百二十六

ﾉj=ﾉ.･j.jﾉjjl
ﾉ｡……ﾉ…………ﾕﾉづ:jlづ

人の選手・監督と百三頭の馬が出場し︑人馬一体の

j

……

ﾉ:

華麗な技を競います︒地元京都からも国体候補選手

…'

j

三十四名が出場し︑活躍が期待されています︒大会

＼j°'

運行しますのでご利用ください︒全国から集まる選

ﾆ1j
< ￨⊥＼………￨… … … j j . ￨ . 7 1 1 搾 ] : = = : : . ∧ ﾉ ﾉ ﾐ . … … j … … … … : j ﾉ : : : : j l
･

当日は︑ＪＲ宇治駅から会場まで送迎無料バスを

＼￨ ＼

手や関係者に︑温かい声援を送りましょう︒なお︑大

会入場料は無料です︒

＼

11
]ﾉ

･5

課

／

も
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報

本番に向け手綱さばき

●

馬術競技

広

電 I S ( 0 7 7 4 ) 2 2 − 3 1 41

第813号

リハーサル大会を開催
土）・26日（日）

京 都 府 宇 治市

編集
傘

昭和63年
(1988年)

63年
京都国体

ﾅ

/21

発行

8: 30〜9:00

６月26

開会式

日（日）

8:00〜12 : 00

成年障害飛越競技

12:30〜13: 00

成年総合飛越競技

13 :30〜15: 00

成年六段飛越競技

15:20‑16 : 10

表彰式

Ａ

J R宇治駅→尽都府馬術会場
7:25
7:50
8:45
9:10
9:45
10:10
６
10:45
11ニ10
n: no
13:25
月
14:00
14:25
26
京都府馬術会場→JR千畑SR
9:15
り:40
日
10: 15
10:40
12:30
12:55
(日)
13 ゛30
13:55
14:30
14:55
15 : 30
15:55
旧: .?∩
15: 55

J R宇治駅→京都府馬術会場
7:45
8:10
8:45
9:10
9:45
10:10
10:45
11:10
11:45
12:10
京都府馬術会場→JR宇治駅
9:15
9:40
10:15
10:40
11 : 15
11
: 40･
13:20
13:45
14:20
14:45
15:20
15:45

６月25日（土）

ブ
ロ

10 : 00〜14: 00
14 : 30‑14:45

少年障害飛越競技
表彰式

ッ
ク

16 : 00〜17: 45

成年総合馬術競技

閉会式

(野外騎乗)

Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク

9:15〜11 : 15

成年総合馬術競技

11 : 30〜14: 10

成年馬場馬術競技

9:00‑12 : 10

少年馬場馬術競技

車いすで奮戦

国体開会式の入楊券を発売します
日

程

会

場

障害者
スポーツ大会

開会式名

スタンド別入場料金
メイン 仮 設
芝

夏季大会開会式 ９月４日(日)山 城総合運動公園水泳場‑

300円

1,000円
秋季大会開会式 10月15日出 京都市西京極総合運動
公園陸上競技場

700円

‑
500円

※夏季大会の会場IJ、すべての観覧席が仮設スタンドとなります。
(1）夏季・秋季大会開会式
往復はがきに次の事項を記載の上、〒611宇治市宇治折居24番地、第43回国民体育大会
宇治市実行委員会入場券係へお申し込今くださ｀ヽ（府実行委員会からの割当分に付き、対
象は市内在住の人に限ります）。

梅雨の合間をぬって障害

者スポーツ大会が十二日間︑

木幡中学校体育館で開かれ

日ごろ運動する機会が少

ました︒

ない障害者の皆さんをはじ

約三百五十人が参加︒車い

め家族︑ボランテ″アなど

ず競争︑玉入れ︑なわとび

競争など汗だぐで各種目に

本大会は︑障害者スポー

挑戦Ｌ蛋した︒

憲委員長︶が主催︒ボラ

ンティアも参加して今年で

十二回目の開催となりまし

867

た︒午前九時からの開会式

秋季大会閉会式、模擬国体（10/9）の入場券については別途お知らせします。
※詳しくは、宇治市国体事務局（a唇7831）へお問い合わせください。

では︑宇治共同作業所の仲

m月1日（金9〜７月14日木消印有効

間代表の兼頭良弘さん︵ニＯ︶

●申込期間
（2)その他

っぱいに選史Ｅ一誓︒十種目

芝）の指定はできません。
●申込者多数の場合は抽選により決定します。

玉箆匠南落合︱が元気い

●申し込みは、希望する開会式ごとに１人１通とします。ただし、スタンド（メイン･仮設･

にわたって競技が繰り広げ

●返信の表面には申込者の住所、氏名、電話番号を記入してください。

られました

氏名。電話番号を記入してください。

ツ大会実行委員会︵藤林博

▲選手宣誓で健闘を誓う参加者
（6月12日、木幡中体育館）

●往信の裏面に「京都国体入場券申込」と明記し。希望する開会式名および申込者の住所、

ｒｂ

悪質な訪問販売のトラブルが
増えています

暮らしの情報

多種多様な商品が

サラダ風すし

合わせ酢

80cc

私たちのまわりには︑

知ってから対応すると共に︑

セールスートークに乗せら元

ないための正しい知識夕痔つ

ことが大切です︒

歩くことはありません︒

また︑多機能の電話装置な

ぶ﹃額な場合︑販売店は提携

するリース会社に商品を買い

うリース契約夕勧めることも

取らせ︒毎月リース料夕支払

あり未了︒契約書には︑期間

満了後は返還か再契約となっ

年間支払えば︑その後は無料

ているのに︑﹁毎月○千円○

になる﹂と説明したり︑書面

に瑕疵︵かし︶の責任は負わな

い︑修理・保守サービスの費

用は利用者負担とあるのに︑

﹁期間中の故障は無償修理﹂と

契約の解除が出来ます︒

で申し込みの撤回︑または

て七日以内ならば︑無条件

男竹では︑契約日を含め

れてい毒了︒

リングーオフ制度が設けら

販売や割賦販売などにクー

消費者保護のため︑訪問

レタス……………'…･50 g

１１−−ｉｌｌｌＩＩＩＩＩ１１１１１１１−−−−111111

︱−自−11111111111111︲︱−111111111
それに伴い︑販売上の

して購入した︒高額なので︑
クーリングーオフ期間内に解
約の通知をし︑販売店へ連絡
すると﹁購入言れたなべは使
用しているので・・・﹂︑﹁契約は
大人の約東﹂と言って︑使用
分については解約に資屁い
Ｉという相談︒
◇
消費牛活相談室から︑販売
業者に﹁なべは使用してもク
ーリングーオフが認められる

入れたところ︑解約に応じ

商品に指定芦れている﹂と申
１

消費者は︑業者が何の目的

ました︒

で試食会夕行うのか忿明確に

一総理府「時の動き」からー

あたかもと思わせ
かたり商法
商 法
セールスマンが来訪し︑﹁電
︷雲社が民営化され︑来年か
らダイヤル式の電話は使えな
くなる︸︑﹁ＮＴＴになったの
で黒電話を引き揚げる﹂など
と言われ︑新しい電話機の購
入契約をした︒その際︑あた
かもＮＴＴの関堕覆かのよ
シ箔萌で︑すっかり信用し
ていた︒後でＮＴＴに問い合
わせると︑そのよシな事実は
ないということが分かったの
で解約したい１といラ相談︒
◇

かにかまぽこ………６本

もう遅い

相談鷺算にだのがクーリン

水…………………660CC

かき立てています︒

110番

︿被害者にならないための十一ヵ条﹀

悪質な訪問販売の被害に遭
わないためには︑消費者が必
要なものとそうでないものと
を見極めると共に︑契約に対

そこで︑消費牛居相談室に
寄せられた最近の相談事例を
紹介し︑参考にしていただき
たいと思い未了︒

万今指導すると共に一業者
には販売上の不当性を申し入
れたところ︑無条件で解約が
成立︒
これはアポイントメント商
法と言われ︑主に二十歳前後
の若者を対象に﹁一度会って
話をしたい﹂︑﹁○○が当たり
ました﹂︑﹁○○の特典に選ば
れました﹂なμと︑電話で喫
茶店や営業所に誘い出に蚤す︒
結局︑英会話教材︑呉服︑毛
皮︑各種会員権などの高額
商品金匹りつける商法で︑い
ずれも販売目的や商品名m
しＬ＞mpあることが多いよ

消費者は︑甘い誘いに乗っ

うです︒

たり︑安易に契約することの
ないよう注意しましょう︒強

米………………３カップ

ご用心

引に説得された場合でも︑は

材料(4人分）

11111111111−−1111111自Ｉ１−1111−Ｉ自
トラブルも多くなってきています︒特に︑
1111111111111自自1111−−−１１−−1111−−１︲︲︲︱ｉｌｌＩＩｔｔ1111−︱−111−ＩＩ

Ｉ−Ｉ自ＩＩ自１１︲−−−︱自

訪問販売は︑店舗に出向か
なぐても︑直接販売員の懇切
丁ふ″な説明夕受け︑商品を購
入することが出来るとい今利
点があります︒いかし︑悪質
な販売員は︑思いもかけない
手口か便って︑言葉巧みに不
必要な品物まで購入させてし
まいます︒

ドア開けず
っきりと態度で意思表示出来

g

守るのは
自分の財産
⑨あなたです/

悪質業者の次のカモ
⑩あなたでは？

後払い
してもお金は
⑨契約は

あとでしまった
⑧サインして

まず相談
１人で悩まず
⑦迷ったら

そんな相手は
⑥しつこいな

いりません
はっきり言お１
⑤勇気出し

悪質な訪問販売によるトラブルは増え続け

自らの力ではばたく契機にしたい

そんな言葉に
③もうかります

1い
1ま
1す
1︒
−悪
1質
1な
1訪
1問
1販
1売
1の被害に遭わな
て

より確かな暮らしの土台を作るた

人のフトコロ聞く業者
④あやしいぞ

111111111111111111111−−−1111111−−−11111119−ＩＩＩｔ1111111111
いためには︑消費者が必要なものとそうで

ｅの本質を見極め、「安全と豊か

思ったときは
②おかしいと

るぷ？心掛けましょう︒

g

塩………………10

111111111111111111111−11114111111−１１契
１
約−
に際
︱
し︱
ないものとを見極めると共に︑

報化及び国際化が急速に進展して

身分と用件

電話で呼び出し
アポイントメント商法
電話で﹃旅行パ″クの割引
孝や︑レジャー施設剪利用出
来るクラブがあるから﹄と営
業所に呼び出された︒長時間
にわたって勧められ︑会員契
約と英会話教材などの購入契
約をした︒本人は︑英会話教材⁚
などの購入意思はなぐ︑会員
契約のための手段で︑そのク
レジ″ト申し込みと説得され
て契約書にサインをした︒販
売員の説明では︑商品は到着
後に返送ｙればよいとのこと︒
その通り返送したが︑信販契
約が残っていたため代金の請
求が来た︒販売員に問いただ
すと﹁クラブが提携している
各社のコンピューター登録費
用など﹂と要領を得ず︑だまさ
れたよシなので解約したいＩ
といラ相談︒
◇
消費生活相談室では︑内容

g

マクロ缶詰…………50

味は満点、サラダ風すしはいかが

砂糖……………゛･48

クーリング・オフ

g

しょうが甘酢漬……50

しまったと思ったら

１本

きゅうり

g

昆布…………………10

販売などで困っていたら︑今すぐ消費生活

;数多くの問題に直面しています。

①何の用？しっかり聞こう

悪質商法

−１１１−１−−111111111111−11111ｔｌＩ６１１−−１１−１１−Ｉ自１−1111︲1111111自

s本法」が制定されて20年目。消費

−111111111111−11111︲1111111−自Ｉ自︲111111111−1111111−1111111
相談室︵酋⑩3141︶へ相談を︒

1 4 1
S図3
商工観光課

1988年（昭和63年）６月21日発行（2)
り

よ
だ

うっとおしい梅雨時や夏

の暑い時には︑食欲がなく

そんな時︑簡単に出来て

なるものです︒

香りの良いおすしを作って

サラダ風すしは︑昨年度

みませんか︒

の﹁食牛居講座﹂で人気の

︿作り方﹀

あったメニューの一つです︒

ルにあけ︑水切りをして

①米は一時間前に洗ってザ

おく︒

れて炊く︒

②①に分量の水・昆布衆人

かけ︑砂糖・塩か溶かす︒

９Ｂせ酢の調味料を火に

て︑すしご飯を作る︒

の干し桶に②と③を合わせ

盛り︑きゅうりの輪切り︑

⑤皿にレタスを敷き︑④を

マクロの缶詰︑力二かま

ぽこ︑しょうがを散らす︒

︵例文を参考にしてぐださ

訪問販売などで︑セール

い︶︒

れて契約し︑後でしまった

スマンのうまい話に乗せら

と思ったらｙぐにでＩリン

グーオフの手続きをとりま

なお︑訪問販売法の適用

しょう︒

を受けるのは︑国が指定し

た商品に限ら元まず︒レジ

ャー会員権などのサービス

や︑現金一括払いは適用さ

れませんのでご注意ぐださ

い︒

契約解除通知
左記の契約は解除します︒
記
一 契約年月日
二商品名
三契杓金頷
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︒
昭和○年○月○日
住所

868

暮らしの情報

やせられる下着

︿事例①﹀

しましょう︒

て采てい毒了︒

下着による危害の報告が増え

着で体がおでんできた﹂など︑

﹁やせるといわれて買った下

は︑最近﹁下着でかぶれた﹂

国民生活センターの情報で

やせるという下着で皮膚炎

︿事例②﹀

が悪ぐなった︒

回になり︑量も少なぐ︒気分

排尿が六ト七回あったのが三

ガードルがきつくて︑一日に

万円で契約︒着用後三日目に︑

政ｎだ︒二十五枚︑約五十二

せられる という下着か勧め

売員に三ヵ月で七〜八＊ｎや

と評価された︒びっくりして︑

μ刄どんついてきまず﹂など

戻に蚤しょう﹂﹁皮下脂肪が

まず︒今のうちに元の位置に

トが標準より垂れ下かってい

う標準寸法と比較して﹁バス

ーで計算︒結果を販売員のい

身長か計ら元︒コンピュータ

呼び出され︑その場で体重や

輩に良い話があるといわれて

ここでは︑その事例を紹介

やせるという下着で尿異常
ボデVIスーツなど三十五点

去が難しいといラ欠点もあ

クリーニングでは︑汗の除

二十歳のｏＬが︑高校の先

て︑水洗いが出来るものを

異なる場合があります︒

説明するなど︑書面と口頭で

その方法は︑期間内に契

約を解除する旨の書面を出

郵便の利用が良いでしょう

すことが必要で︑内容証明

グーオフ期間中だったので︑

消費者は︑契約の説明内容

内容証明郵便で契約解除通知

か子分確かめ︑約束事項は書

道防具︑電動ミシン︑あん

ニールボート︑柔道着︑剣

面ですることが必要です︒

器︑表札︑ガス漏れ警報器︑

>(ll＾ている品物は次のとお

証明郵便で契約解除通知か出

夕田すよう指導︒解約するこ

この販売方法は︑かたり商

とが出来ました︒

販売員から︑アルミやホーロ

便槽のふた︑トイレファン︑

りです︒

ホームパーティー商法
本当の目的は伏せ⁝

ホームパーテ″Ｉ形式で︑
ーなべは有害物質が溶け出る

導貰などの販売がみられま

法と言われ︑そのほかに消火

料理の試食会をさせてほしい
との説明︒試食今届帛した

す︒消防署や郵便局︑保健所

開設していまず︒

上に紫外線にさらされた衣

て︑肌に合ラかどラかを

トするものの一部をはっ

のやわらかい部分にテス

鼎パッチテストとは︑皮膚

ください︒

なお︑高額な品物はご遠慮

品情報センターへご連絡穴

三十一日までで︑現在登録

︿譲ります﹀⁝セミダブル

す︑ワードプロセッサー︑

レコード針︑ビデオテープ︒

除湿機︑テレビ︑ピアノ︑

押１

入れたんす︑掃除機︑

ッド︵リクライニング︶︑食

︿譲つてほしい﹀⁝本棚︑

卓セ″ト︑二段べ″ド︑応

ビー用カーシート︑ベビー

イクル︑子供用自転車︑ベ

転車︑三輪自転車︑ミニサ

﹃電子ピアノ︑婦人用自

カラオケセット︑ラジオカ

ベビーカー︑ゴルフセット

ェアー︑ブランコ︑双子用

イルファンヒＬ

ン︑栖戸︑ボディー︒

︵レディース用︶︑電動ミシ

フェンス︑ベビー用ハイチ

上ブ″ク︑すべ趾Ｒおま

ーバープレーヤー︑電子オ

る︑ぶらさがり健康機︑ビ

ルガン︑電気オルガン︑オ

セット︑電気ごたつ︑レシ

冷温風機︑電気ストーブ︑

接セ″ト︒ホ″トカーラー︑

ベッド︑パイプベッド︑ベ

ま機︑湯沸かし器︑学習い

という申１
ステンレスなベセ″卜を勧め

など公的機関が︑物品を売り

人れ︒自分の家を

会場に開くことになり︑近所
られ︑クレジット契約含吊

市では︑家塵海布なく

順

下着の洗濯には︑合成洗剤

せん︒自分のサイズ牽よく知

しわをつけた状態で︑高温

料は︑変色したり生地が弱

試すテスト︒

たい品物は︑どしどし不用

湿熱処理か得い︑レわを固

くなったりすることがあり

ぬれタオルでたたき︑家庭

今回の受け付けは︑八月
定し栄ず︒しかし︑綿︑麻︑

ます︒

で処理出来ない場合は︑早

水溶性のしみや汚れは︑

レーヨンなどの繊維素系繊

か痔つていないので︑加工

めにクリーニングに出しま

維は︑レわを固定する性質

品の中には︑少しでもしお

しょう︒その時に汚れや加

の保持性をよくするだのに︑

リーニング店參工手に利用

工について説明をして︑ク

してぐださい︒

熱硬化性樹脂などを用いた

れも︑何回もの水洗いに耐

ものもあり未ｆｙ︒レかしこ

えるといラものではありま
せん︒更に︑汗が付着した

登録中の品物

の人たちに集まってもらった︒

ーインワン盈看て運転中︑締
め付けら元て心臓が苦？な

のぷつになった︒また︑スリ

り︑車か正めて休んだが︑危

Ｉルスマンにしつこく勧めら

をセットで買うことにした︒

れ︑体型か整えるという下着

肥満気味だったので︑最高の

険だった︒
ットを着ると︑こすれてあざ

百万円コースを購入︒コルセ

下着のサイズ
無理のないものを

なったり︑眠っている不用

ならと思ったという︒下着の

下着による皮膚障害は︑そ

また︑ガードルやコルセ″

品奎﹃効に生かしていただ

サイズは︑バスト百八？から
八十八？まであり︑販売員の

の原因か蓉一類とするのは時と

トで強く体夕鍔め付けると︑

くため︑不用品情報センタ

全八十一万円で契約︒着用し

指示どおり夜も着て寝ていた

して困難ですが︑パ″チテス

血流や内臓に悪影響か及ぼす

ー︵市役所商工観光課消費

をお勧めします︒

ら︑三ヵ月後に生理が不順に

ト︵⑤参照︶の結果では︑約五

という︑研究結果が出ていま

るとでん部と腹部の皮膚がか

︿事例③﹀

なったり︑出血過多や出血が

〇％が衣類によるものと考え

牛活係・豊⑩3141︶を

ぶれて啓之︒

やせるという下着で生理不

止まらなくなったりした︒

す︒締め付けるだけでは︑皮
補整用下着で還転中︑心臓

夕便うより︑皮膚障害がほと

三十四歳の女性が︑着るだ
けでやせるといわれて︑下着

異常

り︑無理のない下着を着ける

譲って欲しい品物︑譲り

をセットで買った︒ローンで

ん珊起こらない石けんの使用

です︒一時代前には︑防し

施した時期もありましたが︑

わか目的とした樹脂加工を

ぶつにしましょう︒

三十歳の主婦が︑女性のセ

しわになりやすいのが特徴

麻や綿などの天然繊維は︑

しわを楽しむ

おしやれ感党で

あり季子︒

て︑白っぼぐ怒又ることが

すると内部の繊維が現れ

八十二万円だったが︑やせる

︿事例④﹀

下脂肪が無くなる訳がありま

6円
30

^ａれ毒司

ていたところ︑二十日は芦す

無理な締め付けで体調異常

今年は、「消費者保護1
三十八歳の主婦が︑訪問販

暮らしの豆知識
り未了︒

夏場に利用する衣料は︑

購入した方が良いでしょう︒

332 ▲2.6 *I0.0 400 255
347 12.3 12.7550 280

いう︶が代表的で︑組成表

麻は水に強く耐洗濯性の強

ツション化傾向の中で︑高

家庭で洗濯する時には︑︒水

肉すきやき用
中催度100k

クリーニングに出した衣

ものです。

が︑新しい感覚で楽し侭れ

人印は減

な暮らし」を目指して、

現在はしわ加工鳶ハだもの

856 ▲0.1 ▲6.0 950 725

汗の付着は避けられません︒

以前の麻製品は︑ジャブ

い繊維です︒購入時には︑取

級衣料のイメージが定着︒

洗い時間は短めにし︑ブラ

インスタント
コーヒー

やがて迎える21世紀−。、

ていまｙ︒しわ加工は︑繊

2.41ig

示は﹁麻﹂とされてい未了

てしまった１この様な苦い
ジャブと水洗いが出来まし

り扱い絵表示夕子分確認し

踪っ

経験をした人も少なぐない
たが︑最近の麻製品はフア

優れた吸湿性と発散性があ

そのため︑収縮や型崩れ︵特

シ洗いは毛羽立ちの原因に

238

めにも、一人ひとり力り

維をロープ状に東ねたり︑

液体ポり容器22OCC
花王ェ ッ･センシャル

洗濯用
粉石けん

料の風合いや色目が

のではないでしよシか︒
最近の自埜尚の風潮と
相まって︑衣料な戸石天然
繊維が見直されていまず︒

るからぷち衣料用として

にニ″ト製品︶︑光沢の

なるので避けましょう︒ま

170 135
7.1 m
110

A 1.9

A 3.2

普通品１斤

151 ▲0.7

it it代

ｻﾞ］

ネスカフェエクセラ
瓶入150 g
859 4 1.8▲6.2 935 790
そタヶヤミソUg 340 1.2 10.4358 218

み

218 158

▲1.5

A 1.0

197

日清小麦粉フラワー
1 kg (薄力粉）

小麦粉

198

キッコ.−マン漬ロ
しよう油ポリ容器入I
t
砂
糖上a 1ks

18

26 AI3.3 ▲27.8 33

100
360

食用油

日清サラダ油
ポリ容器l.OOOg

▲12.0 4 6.4 130
484 5.4▲1.2 584
253 ▲1.2 ▲1.6 298
249 1.6 0.4 268

卵Ｍサイズパ･フク入
10個
117

鶏

254 lOO

▲10.2 ▲13.4

168

キrベツ 中玉約l
k≪

いる中で､消費者は新たね
更にねじりを加えた９して

25cm
X 8m

ｙャンプー

生活へのサービス化・情1

夏場の繊維麻
水洗い出来るものを

は︷赤︵︿ちょま﹀ラミー＝

消失︑堅牢な染色が困難な

た︑染料の浸透しにくい繊

アルミ
ホイル

4.2▲2.2 238 168
152 ▲6.7 ▲9.5 178 98
230
０ 0.4 230 230

塩Sけ

中でも麻が夏の衣料とし

大形の草で︑茎から丈夫な

どの理由から︑水洗い禁止

維なので︑強くこすったり

223

牛

て好次れるのは︑汗ぱんで

繊維を取る︶と︑亜麻︵︿あ

の表示をした商品が多くな

サランラ･.jプ
30cmX 20 m

ティッシュ
ペーノ{−

ワイシャツ
白の長そで

８月31日まで開設

6月分）

400枚入l梢
(ｸﾘﾈｯｸｽ･ｽｺｯﾃｲ)

台所用
ラップ

灯

切身100
k
男爵oog

バレイショ

不用品情報センター

物価20（

732 ▲1.1AH.2 770 700
０▲8.0 120 109
115
143 ▲4.7▲4.7 168 98

忿現金
ケソリンレギュラー1
売り

最高
価格

価格状況

7円
50

A10.な
▲ 0％
.6

696

村 i i 月 比 m年比

*均
価格

格

規
18J店頭
池
1沢だ達

151

ft '‑･ン（スライスしたもの）

数

やす消費者

名

品

も肌に密着しない清涼感や

ま﹀リネン＝畑で作る草の

っていまず︒しぶしドライ

869

名称︒亜麻の繊維で織った

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

危険
物をリネン︿リンネル﹀と

お買物のめ

･β
市
治
宇
第813号

ャツを作ります︒

て自分だけのオリジナルＴシ

自然の中にある材料敬利用し

に﹃草ぞめ﹄にチャレンジ︒

もまた格別です︒

に︑みんなと食べる食事の味

自然の中でいい汗かいた後

しよう︒

帰って家の人や友だちに自慢

ころ︒すてきな作品を持って

青空キャンプ参加者募集

自然と遊ぼう友だちつくろう

草ぞめ に
チャレンジ
私たちの生活に欠かせない
白いＴシャツがど.ｃ＾６ 跨っ
ていくかは︑君の腕の見せど

お知らせ

のびのび教室

親と子の

▼とき・：７月５日㈹︑午前

⁝市内在住の幼児︵２蒋宝︶

10時〜正午▼ところ・：大久保
青少年センター▼対象・定員

とその保護者︑20組︵先着順︶
▼内容・：幼児はドロンコ遊び︑
保護者はおやつ作り▼参加費

し込み・問い＜tｌ８＼‑住宅課
６月21日㈹Ｉ７月２日出▼申
２日出▼募集案内書の配布⁝
受け付け・・・６月27日囲〜７月

企画展

歴史資料館

入場無料

870

こと④基準収入があること▼
居住するＩ人の保証人がある
聚ぎむ︶があること③市内に
する親族︵内縁関係や婚約者
こと②同居者か同居１ エシと

▼申し込み資格・：①住宅に

困っている市内在住者である

のばかり︒健康保持のため︑

▼とき・：６月22日困︑午後

少年センター︵平盛ふれあい

３時から▼ところ・：大久保青

センター︶▼内容・：おはなし︑

紙芝居︑絵本の読み聞かせ▼

参加費・：無料▼申し込み・：当

日︑直接会場へ▼問い合わせ

・・大久保青少年センター︵豊

︵大久保青少年センター︶

⑩７４・４７︶へ︒

(月曜日・祝日は休館)

﹁衣・食・住﹂︒今回のキャン
プでは︑その﹁衣﹂をテーマ

新しい友だちと楽しい思い出

タオル︑着替えの服︑下着▼

⁝百円︵おやつ代︶▼持参品・：

挙に関することをやさしく書

ぜひご参加ください︒

10時〜午後２時▼ところ・・・小

0︶へ▼主催：二人暮らし老

吊央図書館︶

ティバル

青空キ″ンプに参加して︑

をいっぱいつくりましょう︒

大学生▼募集人数⁝若干名▼

いた本︱﹃やさしい選挙のは

ンスが良くぃ簡単に作れるも

申し込み・問い合わせ・：市販

なし︵息退合センター発行︑

﹁選挙制度のあゆみ﹂な戸這

▼募集戸数と家賃⁝第２種

の履歴書に写真をはって︑６

▼とき・：６月28日㈹︑午前

住宅＝１戸︑月額二万八千円

倉公民館▼内容⁝葉茶めし︑

しモとイワシのはさみ焼︑木

の芽弗政︑豆腐のくずひき︑フ

エプロン︑マスク︑三角汲ん

ルーツカン▼準備するもの⁝

▼参加費⁝百円▼指導・：ボラ

ンティア青梅グループ▼定員

人の会︒ ︵社会福祉協議会︶

社会福祉協議会︵容⑩565

・・・30人︵先着順︶▼申し込み・：

きます︒内容は︑栄養のバラ

1︶へ︒

す：中央図書館︵豊⑩151

当日︑直接会場へ▼問い合わ

▼参加費・・・無料▼申し込み・・・

︵入場できるのは子μ石だけ︶

象・：幼児から小学校低学年

し︑読み聞かせ︑・紙芝居▼対

図書館集会室▼内容・：おはな

３時半〜４時▼ところ・：中央

▼とき・・・６月22日團︑午後

おはなし会

の人を対象に︑料理教室を開

六十五歳以上の一人暮φし

料理教室

独居老人の

選挙推進協議会︶

︵選挙管理委員会・明るい

局︵容⑩3141︶へ︒

Ａ５喫回−︶﹄を差し上げま

︵社会教育課︶

月22日出〜24日面までに社会
︽神明宮東住宅︾
▼募集戸数と家賃⁝第２種

︿要領﹀

住宅１１戸︑月額二万二千円

﹁選挙はなぜ行われるのか﹂

差し上げます

選挙冊子

す︒一人１冊︑80人まで︒希

日四千三百四十七円▼対象・・・

なまちに
教育課︵容⑩3141︶へ︑必

︿五ヶ庄福角住宅﹀

お互いの心くばりで静か

望者は︑選挙管理委員会事務

￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111雁

ず本人が持参すること︒

望者を次のとおり募集します︒

市営住宅︵空き家︶の入居希

入居者を募集

市営住宅

︵大久保青少年センター︶

か直接来館で︒

ター︵容㈲7447︶へ電話

申し込み・：大久保青少年セン

▽日程・・・７月23日出〜24日間
︵雨天決行︶
▽場所・・・炭山キャンプセンタ

▽対乖：市内在住の小学校４
年生〜６年生
▽定員・：50人︵先着順︶
▽参加費・：三千円︵説明会で
集めます︶

▽親元局説明命・・７月10日

C3141︶へ電話で

▽申し込み・：市民体育課︵豊

聞︑午前９時１正午︑中央
公民館
▽主催⁝宇治市野外活動協会
吊民体育課︶

ストーブ
コンロ類

火災の発生の恐れび

▼以上のほか︑爆発や
必回じの︒

７月31日(日)まで

７月3日午後１時開演

午前９時〜午後５時

文化ホール

▼電池・携帯ボンベ
殼とを取否︒

姑娘

スプレー缶類

出寸︒

▼くぎばたは缶切り
で穴をあける︒

顛
ｆ
金今

ちは成長していきます︵昨年の青空キャンプ︶

お願い爆発・火災事故防止のために

煎茶の再生

88ミュージックフェス

ト﹁火︑つくかなア﹂−いろんな体験を通して子供た

残したまま捨てないで！

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

灯油
ガス

(中央図書館で)
▲今日のおはなしは何かな･･
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