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事故によるものが千九十三件

べ五十五件の増加︒次に交通

めに︑救急車の正しい利用の

続ける救急需要にこたえるた

万件を越えました︒今後︑増え

二月末日までで出動件数は五

2月4・5日に産業会館で

豊かな暮らしを考える

冬の企画暉一

宇治川束部の古墳

入場無料＞■……ジ｛：ｊ：7Ｊ：

▲消費税を身近に解説しだ暮らしと税金コーナー゛。

0年目に
救急業務は開始3
宇治市消防本部は︑この程昭和六十三年︵一月から十二月︶の火災救
急統計をまとめました︒六十三年は︑火災発生件数・損害額共︑大幅に
減少しています︒特に放火が激減︒これは特別警備の実施や︑地域での
防火意識の高揚が︑成果をもたらしたものと考えられます︒救急出動は
三千二百二十三件で︑六十二年より百四十三件増加︒一方︑救急車の正し
い利用により不搬送は二十一件減少しています︒市消防本部は今年︑救
急業務開始三十年目を迎えます︒市民の大切な生命や財産を守るために︑

忘れたりしたことが原因とな
っています︒また︑たばこは︑

り出動した結果︑不搬送が二

消したはずのものが再燃した

放火などを除けば︑火災の

百二十四件ありました︒前年

出火原因では︑放火︵疑い

多くが日常牛罵一のちょっとし

より二十一件減少しています

り︑不適当なところに放置し

年に比べると二十三件奈ハ幅

た不注意から発生してい未了︒

が︑これは救急車の適正利用

を含む︶が六件︵一八・二％︶

に減少しています︒次にスト

日ごみから市民一人ひとり

について︑市民の皆さんの理

で依然ト″プ︒し妬しながら

ーブによるもの五件︑たばこ・

が防火意識を高め︑放火され

解と協力が得られたものと考

また︑救急出動の要請があ

ガスこんろが各四件となって

ない︑火災盈匙こさない環境

毒丁︒

います︒ストーブは︑火を消

づくりに努めましょう︒

たために出火しています︒

さないまま給油したり︑ガス

市消防本部では︑救急業務

えられます︒

開始以来︑今年で三十年目を

救急出動件数は三千二百二

で︑六十二年に比べ五十三件

啓発を図ると共に︑体制の強

迎令子︒この間︑六十三年十

十三件で︑昭和六十二年より

増加しています︒急病・交通事

化に努めることにしています︒

不搬送は21件減少 救急

こんろは︑天ぷらなべ聚掛け

放火︵疑いを含む︶は︑六十二

なっています︒

常に迅速な対応に努めていますが︑今後一層︑市民の皆さんのご理解と
ご協力をお願いします︒

んでした︒

放火は大幅に減少
昭和六十三年一年間の火災

四月が各五件と比較的多く︑

月別の出火件数は︑二・三・

二年に比べ二土ハ件減少︒損

少ない月は六・十・十一月で

発生件数は三十三件で︑六十

害額も九千八百六万八千円と︑

件数は二・八件で︑発生間隔

各一件でした︒月平均の出火

は十一日に一件の割合となっ

大幅に減少しています︒
火災の種別では︑建物火災

ています︒
り災による被害は︑死者二

が二十九件︵八八り︶でご八

内十七件が住宅など居住関係

人︵内Ｔハは焼身一自殺︶︑負

十二年より十五件減少︒その

建物からの出火となっていま

傷者七人︒焼損面積は︑建物

百四十三件増加︒搬準人数は

故によるものを令幻せると︑

昭和63年火災・救急統計から

第六回宇治市消費生活展は︑

二月四日出︑五日閣の二日間︑

市産業会館で開催︒両日共︑比

較的穏やかな天候に恵まれ︑

二千五百人が来場し︑会場は

食生活と健康コーナーでは︑

熱気にあふれていました︒

身近にある薬草の展示やみそ

汁の塩分測定などが行われ︑

家族の健康を預かる主婦たち

が真剣に話か聞いていました︒

また︑生活情報コーナーでは︑

消費牛活モニターが歯ブラシ

や紙おむつ︑靴下などの試

買調査結果を展示︒若いおほ

さんらが熱心に目を通してい

ました︒この外︑ゴミとして

出された家具などで︑居間を

作ったリサイクルコーナーで

は︑訪れた人も物の豊かな時

れているぷっでした︒

代の暮らし方を︑考えさせら

月曜日。祝日休館

す︒車両火災二件︑その外が

三千二百五土ハ人で︑六十二

全体の七七・四％となってい

歴史資料館

エ八百七十八平方メートルと

年より二百土ハ人増加してい

新美雄二さんを選任
水谷光孝さん
公平委員に
ます︒
月別の出動件数では︑十月
の二百九十七件が最も多く︑
少なかったのは一月の二百三
十五件︒月平均では二百六十

ノ山90−34・56歳︑再任︶

水谷光孝さん︵大久保町北

一月二十七日に開かれた

と︑新美雄二さん︵開町57・

九件となっています︒
一日平均では八・八件︵六

期満了に仔つ公平委員︵二

市議会十二月定例会で︑任

す︒

63歳︑再任︶で︑任期は平
成五年二月二十五日までで

十二年は八・四件︶で︑約三

人︶の選任が同意されまし

この程選任されたのは︑

た︒

時

二件で︑林野火災はありませ

ついウッカリでは済まされません。

来場者はいずれも高い関心を示していました。

午前9時〜午後5

4月16日まで

火災
▲なべの掛け忘れでガスこんろから出火。

消費生活展に2,500人

時間に一回救急出動したこと
になります︒
内容は︑第一位が急病によ
るもので千四百二件︵四三・
五％︶かａめ︑六十二年に比
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火災は減少・救急は増加

1989年（平成元年）２月11日発行（2）

市消費生活モニター活動の一環

ゴミを入れるには割高
水切り袋

るカレー︑シチューなどは

流れにミ処置に困った︒

また縦に引っ張った時は強

いが︑横に引くと弱く︑破

れた︒

結局︑値段は高くても︑穴

が多く材質の良いものが一番

使いやで﹈く︑洗えば何度も使

として︑身近な日用品についての
試買調査を行いました︒その調査

えて得だといラ結論が出まし

･ろいろな商品や、あの手こ

使ラ水切り袋は︑最近数多く

台所で出る生ゴミの処理に

穴の多いもの程良い︒穴の

や質によって違ラが︑袋の

スト″キングについても調べ

廃物利用されているパンティ

今回︑水切り袋の代わりに

自分で刻もう

市販されますか︑それでも

野菜は通常︑水洗いの後

細菌の栄贅源−

Ｉカツト野菜は

カット野菜について

野菜はやっぱり

︲カット野菜とはＩ

近年︑︒ヵ″ト野蓼を利

用する人が増えています︒

多くの細菌が付着していま

少ない袋は水切れが悪く︑

す︒ヵ″ト野菜では︑更に

出回っていホヂ︒そのうちの

ツやニンジンなど忿あらか

カット野菜とは︑キャベ

性が良く︑見た目の悪さを除

ありますが︑紙面の都合で掲

ー

するので︑なるべく熱い湯

を容量いっぱいまで入れて

１ かし︑便利な力″ト野

菜は︑また︑多くの欠点も

含んでいるのです︒

−栄養価の損失︲

ビタミンＣは水にさらす

だけで溶け出します︒刻ん

だ直後のものに比べると︑

市販の力″トキャベツに含

まれるビタミンＣは︑当日

加工のもので半分程度︒前

日のものだと︑更にその半

分位になります︒ほかのビ

タミン類︑カルシウム︑カ

リウムなどの成分も︑時間

の経過と共に減少します︒

夫しましょう︒

に富んだ食卓になるぷっぶ

心な手料理でバラエテ″１

ト野菜を安易に使わず︑安

刻むのが一番︒割高なカッ

面からも︑調理する直前に

野菜は栄養面からも衛生

も失われます︒

ただし︑細菌と共に栄養価

細菌を遊離させましょう︒

入し︑流水で十分洗浄して

出来るだけ新鮮なものを購

は︑製造年月日を確認して

カット野菜か莉用する時

洗ってからＩ

−利用する時は

なるのです︒

一層︑細菌が繁殖に吊すく

出してきて︑時間がたつと︑

栄養分を含んだ水分がしみ

そして︑野菜の切り口から

新たに細菌が入り込みます︒

容器︑作業Ｔ？ハな丿から

まな板︑包丁などの器具類︑

菜いためも包丁やまな板を

ｉ＞ｆｉ刻み︑パ″クしたもの︒

てみましたが︑水切れや通気
・和紙のものは水切れが良い
と思っていたが︑濃度のあ

頼りない︒二重植毛のものは

ヂ

mず︑野菜くずを出

に作ることが出来︑利用者

にはその手軽さが受けてい

るのでしょう︒一方︑メー

ことで︑商品価値の少ない

載出来ません︒ご希望の方は

ここ数年︑従来の魔法びん

カーにとっても︑加工する

やすい︒適当な弾力がある方

った歯ブラ公金ぶ努力が必

要なのではないでしよシか︒

のが多かった︒衛生面から考

商工観光課までご連絡くださ

小さ過ぎても磨きにくい︒

えれば密でない方が良いと思

い︒︶

︵調査結果は詳Ｌｙぐ表にして

用五種類聚選び︑実際に使用

われるが︑少な過ぎるものは

日常的に紙おむつか莉用し

に代わってステンレスボトル

一本あると便利
ステンレスボトル

おにさん達が非常に増えてき

た︒﹁手間が掛からす洗う必

ている人に話欠聞いてみまし

には︑無理があった︒

ています︒そこで︑パンツタ

メリットがあるぷつです︒

野菜を高値で売れるという

以上が調査結果ですが︑結

ものの方が使いやすかった︒

菖Ｅで値段が安くシンプルな

良いとは言い難ぐ︑む１ ろ普

値段・・・高いものが必ずレも

が磨声馬ナい︒

すぐな方が毛先に力が伝わり

柄・：曲かっているより真っ

とつ感じ５れない︒

毛先の工夫⁝効果がもうひ

歯ぐきに適当な刺激がある︒

けばお勧めです︒

手で絞らなぐてはならない︒
調べてみました︒
つ水切れの具合は生︒コミの量

毎日必ず使う歯ブラシ︒各

自分に合ったものを
歯ブラシ

これを使えば︑サラダも野

四種類について︑使い勝手を

でしよシか︒

るにしては割高なのではない

は︑捨ててしまうゴミを入れ

た︒いずれにせよ︑水切り袋

結果の一部をお知らせします︒こ
れは公のテスト結果ではなく︑モ
ニターが日常生活で使用してみて

lしています。しかし、本当

感想や使い勝手をまとめたもので
す︒

つ抗菌防臭︑吸汗吸湿︑静電気

目的に応じて
パンティーストッキング

日常よく利用するパンティ

社それぞれに工夫を凝らし販

防止加工︑ヒ″プア″プな
どのものがあり︑必要や目

売していますが︑果たして宣

植毛状態⁝千二百〜千三百

ーストッキングには︑高価な

的によって便い分けるべき︒

伝通りなのでしよシか︒市内

本が四列に植毛されているも

局︑宣伝などに惑わされるこ
ものから安いものまで非常に

傷つきやすいものだけに取

スーパーで入手しやすいもの

となぐ︑目的と自分のロに合
多くの種類があります︒メー

昨扱いにより耐久性が変わる

か阜ハ人用十一種類︑子ども

して︑その結果をまとめてみ

カーや値段によって違いはあ

ので︑価格にこだわらす︑目

ました︒

るのか︑七種類のもの盈留一

的に応じて選びたいものです︒

ブラシ部分・・力亘１ ても

つ価格は百十円から千円と様

､ない事や困った時などは、

赤ちゃんに合わせて
紙おむつ

し︑調べてみました︒

々で︑高価なものは装着感
やフ″″卜性が良かった︒
ただに柵久性は︑特に高価

a@3l4i)へ。
1光課内

最近︑紙おむつか莉用する

一イプのもの六種類とシートタ

ライスピサ

なものか際けば値段に余り

ツキリと断れる勇気を持ち、

関係がなかった︒

･のです。市では、消費生活

消費者生活モニター
試買調査結果から

暮らしの情報

・う。自分にとって使い易い

確かなものを選ぼう

954

主体性のある消費者になりたい4

ものを選ぶ目と.要らない時はハ

お気軽に消費生活相談室（商工l

訪問販売︑通信販売︑連鎖

売等に関する法律の一部忿収

ルを防止するため︑﹁訪問販

は約九〇％で︑その内の約一

び出しを含む︶か受けた家庭

ンの訪問︵路上や電話での呼

ケート調査では︑セールスマ

宇治市が昨年に行ったアン

すが︑消費者は︑じっくりと

主な改正点は次のとおりで

が目的です︒

確保し︑消費者保護を図る事

に︑一層取引の安全と公正を

多様化︑複雑化してきたため

正する法律﹂が成立し︑昨年

冷静に判断して購入・契約す

販売方法をいいます︒

の十一月土︿日から施行され
三％の人がトラブルか経験し

販売についての消費者トラブ

ました︒

る姿勢か痔ちましょう︒

イプのもの一種類につき︑調

使ｍする方が良い︒

ラムになった︒また︑最も

゛は︑満水時の重さが三もグ

が急速に普及していまず︒落

温力はどのようなものなので

小さい〇・五六ｎのもので

要もないので紙おむつだけ﹂︒

歩声やすいので外出時や︑夜

しよラか︒種類の異なる四種

も︑満水時には冠グラム

かった容量一・五むのもの

だけ利用している﹂など︒使

類のものについて調査してみ

盈﹁回調査した中で最も大き

つ価格は徳用パ″クー枚当た

い方やその理由は様々︒それ

ホｒべ

も便利な商品ですが︑その保

りで︑パンツタイプでは三

ぞれに工夫しておβれるぷコ

としても割れず戸外の使用に

十一円から五十二円と幅が

です︒

﹁歩くぷつになったら布より

あった︒シートタイプは二

査してみました︒

十四円︒

２１﹃

︿作り方﹀

①ご飯はす昨粉木で半っぶ

﹂﹂″

マンは輪切りにしてのせ︑

ピザチーズか満遍なくふ

りかける︒

またはオープントースタ

から二百度のオーブン︑

ん切りをふり︑百八十度

ルミはぐに広げる︒

④粉チーズとパセリのみじ

赤ちゃんの意見か佃く訳に

表示ラベルの﹁保温力﹂を下

に子μもにとっては誼いこと

しの状態にし︑四等分し

ひ各メーカー共それぞれ独自
はいかないものだけに︑布・

回ったものはなかった︒

②①にバターとケチャ″プ

だった︒

の特徴？７たい文句にして
紙それぞれの良さか王手に活

が欠点ではあり車ふ︑保温

ｏ保温力は慄れており︑品質

いるが︑実際に使用してみ

ｏ保温力は外のＭ温の変化に

力は優れており︑一本あると

訪問販売法では︑消費者が

購入を承諾廿ず︑業者が商品

衆Ｗ最りに采ないまま一定

期間が経摯義ば︑消費者は

商品念晶に処分してよいと

今回の改正では︑その期間

定めてい未丁︒

今までの﹁三ヵ月﹂から﹁十四

︵消費者の商品保管期間︶は︑

日間﹂に大幅に短縮されまし

た︒更に︑業者に引き取りを

請求した場合は︑請求した日

から﹁一ヵ月﹂とされていたの

③ハムは小４く切り︑ピー

ミシン︑学習いす︑水槽︑ろ

道具︑米びつ︑うす・きね︑

子供用スケート靴︑スキー

オマル︑ぶら下がり健康機︑

車︑双子用ベビーカー︑木馬︑

プロパンガスコンロ︑三輪

ンヒーター︑石油ストーブ︑

ガス湯沸かし器︑石油ファ

ン︑ピアノ︑ガスオーブン︑

ふとん乾燥機︑電子オルガ

ビ︑洗濯機︑ビデオデ″キ︑

機︑電気炊飯器︑カラーテレ

ジ︑冷蔵庫︑アイロン︑掃除

カラオケセ″ト︑電子レン

箱︑ロッカー︑押入れダンス︑

段べ″ド︑整理ダンス︑下駄

︿譲ってほしい﹀⁝本箱︑二

マッサージ機︑郵便箱︒

木鉢︑蚊帳︑スチール書Ⅲ︑

イプライター︑五月人形︑植

ベビーカー︑編み機︑和文タ

ベビースケール︑ブランコ︑

石油フ″ンヒーター︑子供

スストーブ︑石油ストーブ︑

ンヒーター︑ガスコンロ︑ガ

ン︑電気オルガン︑ガスファ

録音カセ″ト︑電子オルガ

粉チーズ……………少々

ーで︑約十五分焼く︒

用し︑何よぴも赤ちゃんにと

便利な商品と言えるでしょう︒

が七Ｅ間から八日間に延長さ

︿注意点﹀

が﹁七日間﹂に短縮 ︷瓦ました︒
設利用権やサービスの販売も

保管期間中は︑商品に手を

ないよ夕注意に蚤しょう︒

つけたりせず︑紛失や汚損し

対象となりました︒
また︑委託販売や紹介販売
も対象に加えβれました︒

商品の引き取り請求は︑文

書︵はがき簡易書留など証拠

現在登録中の品物は次の

9

を塗る︒

ると︑メーカー間でそれ程

左右洽れない︒ただし︑湯︒

たは契約の締結後八日以内は

れ︒三千円以上の現金取引や

する商法をいい毒了︒

量が少ないと保温力も低下

無条件で申し込みの解除が出

また︑駅の構内や商店街の

サービスにも適用か広げるこ

また︑サービスも規制対象

が厳しぐ禁止 ￡笛した︒

って一番いい方法忿弓凡て欲

販売されるぷつになったため︑

路上などで声か掛けたり︑電

とになりました︒

︿注意点﹀

になりました︒

︿注意点﹀

に残るもの︶で行い︑コピー

を残しておくと安心︒業者が

返送を指示しても︑消費者は

応じる義務はありません︒引

き取りに来たら渡芯苫いの

です︒

︹ネガティブーオプション︺

とおりでｙ︒不用品情報セ

パセリ……………････少々

キサー︑レコードプレーヤ 人用・サイクリング・大人

座″︑ホームコタツ︑パンミ ー︑各種自転車︵子供用・婦

バター………………適宜

しいものです︒

適用範囲か広げ︑指定商品も

来るといラ制度がクーリングー

話で親しげに呼び出し︑営業

︿注意点﹀

電話での注文は︑希望商品

の間で広がっていく傾向かあ

の品番や色・柄などの内容を
マルチ商法は︑知人・友人
織
夕対象としていたの
蔵施
明確に伝えて︑相手に復唱し

には︑だれの勧誘であっても

てか
りい︒
まし今
ょう︒
求丁︒
うま売
冨呂組
もつけ話
規
制
まで商品のり再
販
送金は︑証拠が残るぷっに︒

また︑注文した商品の広告

また︑代金引き換え郵便に

ンター︵豊⑩３１４１・商

工観光課内︶へ︑ご連絡く

よるネガティブーオプション

保管期間を短縮

の悪質な手口も増えてい毒す

ださい︒

ド︑洋服ダンス︑食卓テーブ

ーケース︑鯉Ｒダブルベ″

ソファーベッド︑ファンシ

︿譲ります﹀・・・応接セ″ト︑

安易に支払いをせずに︑家族

にしましょう︒

に確認してから受け取るぷつ

ネガティブーオプションと
は品
︑か
業逞
者り
が︑
消売
費り
者っ
にけ
一よ
方う
的と
に
商
｀︱11111111ｓＩ自−自自1111111111111111111111111自自ｌａ−ｓ１１１−︱−−11111−1111111゛

ル︑食器棚︑電気ストーブ︑

ピザチーズ…………80

シャンデリア︑電気もちつ 過器︑エアーポンプ︑ボディ

加湿器︑冷蔵庫︑ステレオ︑

サラダ油……………適宜

て︑サラダ油を塗ったア

ピーマン……………1個

以上が調査の結果です︒特

一

ハム…………………２枚

差はなかった︒
つおしっこ三回分を吸収する

増やし︑権利やサービス︵役

オフです︒

所などに誘い込んで英語教材

クーリングーオフは︑必ず

今回の改正では︑その期間

務︶もさ芦れるぷっになりま

や会員権などの高額商品か購

した︒

入契約させるキャ″チセール

書面で︑期間内に業者あてに

代金は一切支払ラ必要はなぐ︑

蜀信すること︒通知を出せば

驀娠った商品は業者負担で

スやアポイントメント商法も

たがって︑路上での現金取引

規制の対象になりました︒し

にも書面が交付され︑クーリ

引き取ってもらえ求ｙ︒ただ

が支い
商
も
マ
と
払いは
後払法
いが安
心ぷ
ｙ︒ルチ商
ナ法
ガ注意
Ｌ笙し
しょて
う︒
などを保管しておくのも艮い

今回の改正では︑マルチま

ないケースもあるので注意し

しょう︒
規で制
を強化
︹通信販売︺
︹連鎖販売︺
誇大・虞偽広告を禁止

でｙｙださい︒

し︑クーリングーオフが出来

ングーオフが適用され乖ｙ︒

︹クーリングーオフ︺
期間を８日に廷長

訪問販売では︑消費者が受
け身的な立場に置かれている
ので︑セ −ルスマンの言葉に
左右されやすく︑購入意思が
はっきりしないまま契約する
ことが少なぐありません︒
そこで︑冷静に考λる期間

通信販売では︑誇大広告や
虚偽広告につβれた消費者が︑
広告と違う商品夕売りつけら
れ未
ト了
ラ︒
ブこ
ルの
が誇
生大
じ・
る虚
こ偽
と広
が告
あ
り

材料（4人分）

分か･
相談を受け付けていますo

として︑購入の申し込み︑ま

ご飯……………４カップ

暮らしの情報

訪問販売等に関する法律の一部改正

に必要なものはどれ位あるでし．

適用範囲の拡大などで
消費者トラブルを防止

私たちの生活が豊かに.なり、V
ネガティブ・オプシ3
ン

ています︒

訪問販売とは︑一般的には︑

禁止行為

契約締結、解除にあたり、暖迫して困悉さ
故.f.に參■≪を隠したり、嘘を告げてはなら
せるir為の禁止
ない（勧丿をするときに限っていた）

今回の﹁法﹂改正は︑キャ″

物品のマルチ商法のみ

家庭に直接セールスマンが来

商品保管期問は3
｛月

適用範囲を拡大

マルチまかい商法を追im
ii務(サービス)、権刊に絡むものを追加
Hi ≪<l範囲

ケチャップ……大さじ２

今月中ですよ

の手の販売方法で購売意欲を剌i5
商品保管期間はl 4日間
引き取'lを裏占に求めると7日間

保管期r≫i引き取りを裏者に求めると１ヵ月

クーリング・ォフを8
日間に延長
硯金取引（3f円以上）についてもクーリン
r ■ォフの適用
クーリンr･ォ‑r
契幻{麦7[I間はク‑')ング・オフか可能
(無条(t解l'))

日常用・回外の品物も訪問

誇大広告、虚偽広告を簾止
誇人亡告 規定なし
連ill販充取引(マルチ商法)

チセールスやアポイントメン

≪i意に參実を告げずに不実を占･げる行為の
改正前に、人を岐迫して困容させる行為の
禁止を追加
禁止
r‑ 法行為の
',' it. 規定

あi,liる鳩<tに交付を義tsづけ
原則的にil交付.inし. 路上や喫茶店等で 記載必要參項にクーリング・オフに閲する
の現金取引は不変
事項を加える
書*" の交付

m品/:けでなく権利,amサービス}にも
適用吋象を拡大

規制範囲 商品のみに適用

ト商法などの悪質な消費者ト

範囲

不用品情報センター

１︑ルームエ７ コン︑電話機︑用︶︒

955

。
遍mis売

見せて説明し︑その場で売っ

指定商品のみ

改
止
改
前
正
改

ラブルが多発し︑また手口も

自宅やihs6.喫茶店辱、営霞所以外の場断 断たにキ■<■･･チセールス、ア.t:イントノン
トセール7.1こよる営業所等での取引を追加
での取引

て︑商品のカタログや現物を

訪問販売

指定商品(ri金属､眼鏡.石材製品等を追加)
指定捕.利(ゴ心フ.テニス等スポーツ施設の
会同権辱)
―叉・人
指■iLii務(ワープロ､竃話機等の')
f.μ等への記政・白蟻・除岑)

脱M

゛

たり︑購入契約をしたりする

訪問販売法の改正のポイント

β
市
治
宇
（3）第836号

2月22日から中央公民館で
女性の勉強室
わが家の食卓一家だんらん

館土曜講座︒今回は︑私たち
の消費牛活にスポットを当て
ました︒お気軽にご参加を︒
▼とき・・・２月18日出︑午後
１時Ａ時半▼ところ・・・中央
公民館▼テー了・﹁飽食時代

お知らせ

就学通知書を郵送

車

しない させない 迷惑駐

・：京都新聞社滋賀本社編集局

生活をみつめるとき卜▼講師

者あて︑就学通知書か蔀一送し

入学する児童・生徒の各保護

今年四月に市立小・中学校へ
めましょう︒

路やその付近の駐車はや

◆夜間の路上青空駐車はや

めましょう︒

︵交通労政課︶

３回▼ところ・・・黄紫体育館▼

１時・午後４時・午後７時の

▼参加費・：四百円︒

エプロン︑三角きん︑ふきん

か侵った工夫料理▼持ち物・：

・飯塚久子さん▼内容・：野菜

指導・：京都文教短期大学教授

ろ・：京都外国語大学︵京都市

対象：15歳以上の人▼定員⁝

⑤対象・：視覚障害者▼とき

▼とき・・・２月25日出︑午後

るための講習会です︒

場雲言地名削しまし

◆荷物の積み下ろしは駐車

ましょう︒

◆二重・三重の駐車はやめ

迷惑駐車追放市民運動展開中2月28日まで
︿ドライバーの皆さんへ﹀

よ心学前の子供を保育︒おや
長・久津間保治さん▼受講料

◆交差点・横断歩道・通学

あなたの食卓を考ぺこれ
つ代二百五十円か必要︒ご希

市教育委員会では先月末に︑

家族のコミュニケーション
からの食事剪収善するため︑

の落としぶ八﹂卜あなたの日常

は食事から︒しふし︑その食
ました︒この就学通知書がま

危険物取扱者試験

だ届いていない人︑国立や私

変更した人は︑学校教育課︵

右京区西院笠目町６︶▼試験

⁝２月28日㈹︑午後１時半〜

▼とき・：３月12日間▼とこ

公⑩3141︶へご連絡くだ

各30人︵先衿順︶▼受講料⁝千

４時▼ところ・：総合福祉会館

円︵要顔写真︶▼申し込み・：２
月12日㈲︑午前９時から直接

▼指導⁝市保健予防課職員︑

書配布⁝午前８時半〜午後５
時︑消防本部・各消防︵分︶署

黄囃体育館︵豊⑩4001︶

試験のための講習会要領を併

ガイドヘルパー

みそ作り︑みそ汁の塩分測定︑

市では︑三月十日ごみか

期限が切れます︒

ら順次︑郵送で交付︵普通郵

便︶する予定です︒また︑

果金人に保険料を納めてお

られる世帯へは︑渠金人が

今回お届けずる新保険証

お届けずる予定です︒

は︑一般国保はあさぎ色︑

退職者は藤色で︑有効期間

は平成元年四月一日から平

旧保険証は︑サインペン

成三年三月三１ 一日まで︒

などで×印をつけて︑市役

所保険年金課窓口に直接持

参か郵送︵〒611宇治員E33︶

なお︑保険料を滞納して

刄返却してください︒

いる人は︑保険年金課窓口

ロン︑三角きん︑ふきん▼参

えの年です︒加入者の皆さ

保険者証屎険証︶の切り防

ってご来庁ください︒

ので︑旧保険証と印鑑か痔

この時に納付相談をします

での切り替４父付となりま

加費・：三百円︒

んが今お持ちの保険証は︑

今年は︑国民健康保険被

一人では外出寥孚﹈にお困

今年の三月一二十一日で有効

︵保険年金課︶

︿折り紙教室﹀

募集締め切りを延長

健康づくり体験手記

市では︑ヘルスパイオニ 以上10枚以内︒未発表の作

集していますが︑好評につ 付先：宇田宇治琵琶33︑宇

﹁健康づくり体験手記﹂冷剪 28日出︵当日消印有効︶▼送

アタウン事業の一つとして ⁚Ｊに限る▼締め切り⁝２月

都市づくりを目指してＩをテ

手記﹂募集係▼応募方法・：

き︑締め切りを二月二十八 冶市役所保険年金課﹁体験

食生活の改善や運動のエ 別紙に住所・氏名・年齢・

日㈹まで延長します︒

なお︑応募作品は返却し

のこと︒

たは学校名を記入して同封

夫︑健頃つくりの苦労など︑性別・電話冶号・勤務先ま

︿募集要領﹀

館小ホール▼内容・：講演﹁21

▼応募資格⁝市内に在庄

″⁝つてご応募ぐださい︒

は﹂︑サークル発表︑全体会▼

定⁝400字詰め原稿用紙３枚 属します︒︵保険年金課︶

・在勤・在学の人▼作品規 ません︒著作権は︑市に帰

ターの展示

展示室︒

︵秘書課︶

日囲▼ところ⁝中央公民館

▼とき・：２月Ｈ日㈲・12

国際平和ポス

国際平和を表した市内児

ます︒

ト﹁レクイエム﹂ほか▼入場料

︵社会教育課︶

童の作品約二百点を展示し

五百円

・・大人１千円︑小学生以下＝

大ホール▼曲目⁝モーツァル

２時開演▼ところ・：文化会館

▼とき・：２月19日間︑午後

５周年記念演奏会

市民混声合唱団

⑩3141︶へ︒︵社会教育課︶

問七Ｂせ・：社会教育課︵ａ

世紀を目指しての生涯学習と

〜午後４時▼ところ・：文化会

ｙとき⁝２月19日㈲︑正午

教育研究集会を開催します︒

ーマに︑第十六回宇治市社会

﹁生涯学習とは﹂−生涯学習

研究集会

社会教育

︵社会福祉協議会︶

掛け▼参加費⁝三百円︒

導⁝南京子さん▼内容⁝壁

▼ところ・：総合福祉会館▼指

２月26日間︑午後１時〜４時

回対象⁝ろうあ者▼とき・・・
ガイドヘルパーを養成します
▼とき⁝２月18日出︑午前
10時〜午後３時▼ところ・：総
︿頑祉会館▼費用・・・無料︵昼

・問い合わせ・・・福祉事務所福

食は各自で負担︶▼申し込み

祉課︵き⑩３１４ ｌ︶か社会

︵福祉課︶

福祉協議会︵豊G5650︶
へ︒
在宅障害者

ティーサービス

申し込みは︑いずれも２月

18日出までに社会福祉協議会
︵萱⑩５６５０︑フ″″クス豊
⑩0857︶へ︒

○対象⁝難聴者▼とき⁝３
月１日團︑午後１時半〜４時
半▼ところ・：総合福祉会館▼

ヘルスパイオニアタウン

りの︑重度の肢体障害を持つ

健康教室など▼持ち物・・・エプ

国民健康保険証の切り替え
新保険証は郵送で交付
人が外出できるよう付き添う

養成講座

食牛痛一改善推進委員▼内容・：

で▼願書受け付け⁝２月15日
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