87,552人

女

89,430人

ごみの分別・減量にも工夫
市では昨年︑﹁清掃問題に関する市民意識﹂について︑市政モニ
ターの皆さんにアンケート調査を実施︒このほど︑その結果がまと
まりました︒それによると︑リサイクル事業に強い関心のある事
や︑ごみの分別・減量にもいろいろな工夫をされている事が分かり
ました︒一方︑市への要望では︑燃えないごみの収集回数の増加な

改元年度市政モニター百九十

ど条件整備を求める声が多い事も分かりました︒

最近の人口急増と生促錫

二人にお願いしました︒回答
者は百五十八人︑回収率は八

の高度化︑隻采準の向上な

また︑﹁ごみの減量﹂につ

どにより︑家庭や事業所など

まず︑﹁学治市が︑家庭の

いても︑﹁生ごみは水切りを

二・三％でした︒
ころ︑﹁燃えるごみ︑燃えな

から出されるごみや産業廃棄

いごみの容器か分けている﹂

やリサイクル事業など︑ごみ

時代忿反映して︑古紙回収

クル奮隊いて︑それぞれの周

いました︵左表参照︶︒リサイ

た利用されてい求でか﹂を伺

をお寄せいただきました︒

する﹂など︑いろいろな方法

袋にいれて﹁割れ物﹂と明記

別々に分ける﹂﹁割れ物は別

物の量は急激に増加していま

ごみ収集以外に行っている次

も資源として見直されるよう

知度は一定の水準に達してい

どの工夫が寄せられました︒

余分な包装は断っている﹂な

﹁買い物の時︑不必要な袋や

だけ古紙回収に出している﹂

よくしている﹂﹁紙はできる

の業務を知ってい束ふ︑ま

になりましたが︑一方ではご

36・１％

﹁全町内でリサイクルを﹂が

ると思われ︑特に粗大ごみに

四％︶と高い数値忿ｙしてい

みの大型化なμ石目立ち始め

今回の調査は︑清掃問題に

康す︒しかし︑利用度となる

ついては百四土ハ人︵九二・

ついて皆さんの意見をお伺い

25.9

リサイクル（瓶,缶類の回収）

23

14.6

利用したことがない

39

24.7
146

92.4

犬、猫などペットの死体処理

119

75.3

溝掃除のごみ（土）

から

新春恒例の宇治市消防出初

め式が︑一月七Ｅ午前十時か

ら︑府立宇治公園中の島で行

式典には︑消防職員や消防

われました︒

団員︑各事業所の自衛消防隊

員︑幼年・少年・婦人防火ク

式典の後︑自衛消防隊の消防

ラブ員ら七百十五人が参加︒

訓練や宇治・堀池の私立幼稚

園児らの鼓隊演奏︑広芝少年

消防クラブの防火たるみこし

が披露され︑寒風のなか約千

λの市民からは盛んに拍手が

最後に火魔完封か鵡う一斉

送られました︒

放水が行われ︑色を公ぢの

水のショーが牢治川畔に繰り

広げられました︒

文化財防火デー

一月二土八日は﹁文化財

けましょう︒

次の正しいマナーをｇにつ

ら守るため︑一人ひとひが

みんなで文化財を
火災から守ろう

和二十四年に︑法隆寺金堂

防火デー﹂︒この日は︑昭

・文化財の付近では︑たき

ラおう︶堂や宇治上神社本

文化財特別査察や社寺総合

ら守うコ﹂をスローガンに︑

﹁みんなで文化財をぷハ災か

二十二日から二十八日まで

なお︑消防本部では一月

ない︒

・子供には﹁火遊び﹂をさせ

使わない︒

火やたばこなどの﹁火﹂を

から出火し︑国宝の十二面

化財をぷハ災・震災などの災

害から︷Ｋｖr＼ｉｊｃ｡.ｒ＼ｂ{化財

愛護思想の高揚を図るため

に設けられました︒

殿などの国宝をはじめ︑多

本市には︑平等院鳳凰︵ほ

でよい﹂と答えた人が七十人

︵消防本部︶

︵四四・三％︶おＧれました︒

す︒郷土の文化財夕ぷハ災か

消防訓練を行います︒

ます︒

欠凶って行きたいと考えてい

して︑清掃行政の一層の充実

で快適な住みよい都市舎昂

十分参考にして︑今後︑清潔

市では︑今回の調査結果を

見がありました︒

数聚増やしてほしいとい.m

人の中にも︑夏季・年末は回

た︒﹁租行でよい﹂と答えた

か超えている事有分かりまし

土ハ人︵五四・四％︶と半数

を希望ずる人が︑︿Ｂせて八

一方︑﹁月三回﹂と﹁月四回﹂

くの貴重な文化財がありま

集回芦については︑﹁男行

また︑﹁燃えないごみの収

壁画の大半が焼失したこと

41

から︑国民的財産である文

38.0

古紙回収

五十七人︵三六・一％︶︑﹃希

60

望ずる町内会で行う﹄が四十

と︑どの業務も決して高いと

29.9

使用済み乾電池の回収

次に︑﹁現在︑試行的に五
は言えないぷコです︒

47

町内会で取り組み中の瓶・缶

し︑身近な要望事項を把握す

22.3

溝掃除のごみ（土）

七人︵二九・七§︶と︑リサ

27.2

35

類のリサイクル事序につい

43

犬、猫などペットの死体処理

次に︑﹁燃えるごみ︑燃え

るために行いました︒

ています︒

﹁プラスチ″ク︑缶類︑瓶を

す︒また︑質的にも多様化し

消防出初め式

てきています︒

無火災の願いを込めて
粗大ごみ（臨時、有料）

対象は︑選挙人名簿の中か

率（％）

イクル事業に強い関心のある

0.6

人数(人)

事がラかがえます︒

ｌ

てお聞峰したところ︑﹃対象

31.0

知らない

を全町内会に広げるべき﹄が

49

ないごみの分別収集で気をつ

52.5

リサイクル（瓶、缶類の回収）

けられている点﹂を伺ったと

83

ら年代・性別・地域を考慮し

58.9

古紙回収

た上で︑無作為に抽出した平

65.8

93
粗大ごみ（臨時．有料）

リサイクルに強いこ関心

元年度市政モニターアンケート

古紙回収にご協力を！

古紙ニの量は︑およそ立
木二十本︵直径十四り︑長さ

済掃彙務の周知度・利用度調査（複数回答）

１

男

９：ｌ

第870号

176,982人（前月比12人増）

／
Ｉ
(1990年)

口

八μ位の木︶をパルプ化した
握易量に匹敵し康ｙ︒古紙
利用がなければ︑パルプ材は
更に膨心篁が必要となりま

▲市政モニターのつどい（昨年5月13日）

課
報
広
編集
l●●●●●●●●●●●●●●･●●●･●●●･

宇 治 5 l 琶33番地

人

１月26日

A｡文化Mを火災から守ろう

す︒古紙の利用は︑地球の森
林資源を保護し︑環境保全に
もなりまず︒また︑ごみの減
量で︑又処風経費の節約に
もなり未了︒
市民の皆式λも︑本市の古
紙回収事業や民間業者のチリ
紙交換などを利用し︑ご協力

︵清掃事務所︶

をお願いします︒

1073

104

使用済み乾電池の回収

〈利用している彙務内容〉

竃話（0774）22−3141

57,853世帯(前月比45世帯減）

率（％）
人数(人)
〈知っている業務内容〉

平成２年

世帯数

京都府宇治市
発行

ロ
人
の
市

〒 6 1 1 京都府宇治市

察
（平成2年１月１日現在）

●毎月l日･11日･21日兌行

市消費生活モニター活動の一環として試買
調査を実施︒その調査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︑日
ごろ何げなく使っている身近な日用品につい゛

過ぎになる傾向が見られた︒

伍某萌な合成洗剤は︑使い

て洗っている人も多く無

スポンジに直接原液をつけ

た割合で表示されているが︑

用量が︑芦瓦も水に溶かし

Ｏ使用方法として︑標準使

て︑モニターが日常生活で使用してみた感想
や使い勝手をまとめたものです︒

比べてみたら
台所用洗剤
められている︒成分欄には︑

が多く︑赤ちゃん用洗剤に

○合成洗剤には香料の使用

強い香料が便われていたの

性の悪いものもあり︑環境汚

す︒電池は︑種類で形も違っ

じたものか選ぷことがｔハ切で

る篇ぶら︑泡立ちが艮いと

mｓ．たいものです︒そのた

ると︑安全性の高いせっけん

の影響や環境汚染な刄奥え

ることはありません︒人体へ

の忿璽が目に見え︑使い過ぎ

必要とする機器︵ラジカセな

低下が少ないので︑大電流を

器に︑アルカリ電池は︑電圧

ので︑一度に長ぐ倣りない機

時々休ませると力が回復する

遼い未了︒マンガン電池は︑

てぃ康ふ︑放電性もかなり

染も心配されていまず︒
一方︑せっけんは︑泡立ち

汚れ落ちが良いといヶ錯鴬に

ど︶に適してぃまず︒

も適当にあり︑粉末や固型な

陥ることがあり１ ふ︑合成

めにも︑せっけん牟貧使い

には驚いた︒

洗剤は︑食器に残留しゃすく︑

やすく身近で購入できるよ

泡立ちか洗浄力の目安にす

手荒れの経堅君多ぐ見られ

うになってほしいものやす︒

汚れ登賢子界面活性剤の

にやさしい﹂などの表現が

﹁手荒れが少ない﹂どか﹁手

せないものになり︑家庭でも

今や︑乾電池は生活に欠か

は︑高性態や富ｋ痔続時

高性能＊J>ｒ＼ｉＪつているもの

ン電池よ汀も二倍程度持続

い切るのに役立つでしょう︒

ものに回すなど︑乾電池m

ができるので︑弱電池で動く

は︑電池の消耗度かみること

なお﹁バッテリーチエ″カー﹂

種類表示は次のとお輿子︒

単二は三年間と在れてぃまず・

三は製造日から二年間︑単一・

器具故障に対するもの︶は︑単

じβれた︶︒補償︵漏電による

が︑小今そ読みにぐぃと感

ょう︵底面に表示征れてぃる

製造年月日表示を確かめまし

また︑電池か購入する時は︑

ます︒種類によっては生分解

使用目的に応じて

乾電池

種類が表示されているが︑

乾曇翠便った機器が増えて

間が長くその分︑価格も

日ごみから︑せっけんの方
だ晟洗剤よＦ湿厩面・環

ふ晟洗剤の場合は︑同じよ
あり︑調査期間中特にひと

い未了︒そこＩマンガン電

高くなっていたが︑時間当

○合成洗剤には︑いＶれ≪)

境面で泄れているといｐれて

之流分なのに︑液性が中

い手荒れはなかったが︑せ

池十二種・アルカリ電池五種

時間を調べてみました︒

い求ふ︑両者の違いを調べ

性のものと弱酸性のものと

っけんのぶりに手荒れのな

五円程度の差が男瓦︒

カーによって︑時間単価に

安価となった︒また︑メー

たり刄︒︑高性㈲舶の方が

○ マンガン電池の場合︑超

るため︑食器などの洗浄に使

があった︒せっけんは︑脂

ミミ

末︶や脂肪酸カリウム︵液

２ 所用洗剤十八種類につい
て︑調べてみました︒

で︑ペンライトか便った持続

液体の合成洗剤が多ぐ並べ
体︶が主成分で︑液性はど

はたさとほうきの働き

ン電池に比べてＩ蚕泥り

○ アルカリ電池は︑マンガ

時間が長かった︒メーカー

はぼき

せ持ち︑掃除機の先端部に取

間の差はあまひなかった︒

五グラム程度重ぐ︑マンガ

昨一付けて使シ部品ぽぼ芦

一た
一ｆ
●ＫＰ
・Ｊ
●ほ
一うきの機能が併
は

は︑ホコリ＊ＰＪの程度吸引す

現在︑いろんな電池が出回

るのか︑三種類の効果を調べ

ってい求ふ︑雷管的に応

じの︒はぽ'(Ｈ)︒は︑ゴミは吸

みました︒

機能の機種・四種類を調べて

利なのか︑みじん切訟ぼの

カッターがあればとの程麿便

とはで孝ません︒どうしても

い取るが︒汚れ乍霊敢るこ

○電動式とチ靭式か氏べる

Ｏ容量によって一度に切れ

いとぐらつく︒

野菜をカットする手動式は︑

ｊＩ〃

容器を固定になが届応な

￥ Ｉ

両者の価格の差が大嘉かっ

ＩＩ

る方が︑きれいになるのでは

地球の環境をまもる商品にエコマー

暮ら

しの

豆知

識

●i UM. SUMのこと.SUMはＰをつける．単lは20､単2は
14,単3は6.例えば.
R20Pは超高性能の単1のこと．
●2アルカリ電池も単1,単2,単3は20,14、6で表す。
た︒上下運動や回転運動で

と︑電動式は早くできるが︑

必要な物ではなぐ︑やはぴ掃

PR

い状態にはならなかった︒

られ︑せっけん︵液体・固
れも弱アルカひ性だった︒

液性００００００

型・粉末など︶は比較的少
なぐ︑手に入れにくい状態
だった︒
Ｏ台所用洗剤は︑家庭用品
品質表示法によって︑下表
のぷっに表示ずるこAJ？:定

成分００００００

各グループでの熱心な調査の

てみ奔に巡︒

吸引口に生地が吸い付かな

○衣類・カーテンなどには︑

調理用野菜カッター

玉ネギ︑ゆで卵に便利

乾電池の種類と表記
ないでしょラか︒

除機夕かけ︑ふ'ifｔsＶ'＾じ忿ず

，
マンガン乾電池
アルカリ乾電池

SR
CR
MR、NR

酸化銀電池
リチウム電池
水 銀 竃 池
空気ボタン電池
・

‑ ‑ Fl

肪酸ナトリウム︵固型や粉

tす。街角でちよ

Ｏスーパーや小売店では︑

○○○○

r返事など、日常

表
記
Ｒ※１
LR※２

類
種

００００００
品名

結果が報告されました︵昨年11

によっては︑傷をつけるの
ではないか︒

ひさ肉奎哭双理や野菜嫌

洞った時などは、

台所用洗剤の表示

月加日︑モニター学習会で︶

いので便利である︒じゅう
たんなどの大きい物は︑時
間がかかるが︑毛類・砂・
ほこりなＳv)がきれいに吸い

力が弱くなる︒先が細いた

○ゴミが絡み付ぐと︑吸引

いの子戸石が増え︑野菜か細

取れる︒

かくする作業が多くなってき

○狭い所にもスムーズに入

め︑既つま口が起こりやす

kじめ、お年寄り

ているよｙつです︒調理用野菜

りこみ︑電話機のすき間や

iつています。ま

ほうきで掃いて吸い取る感

く︑度々洗弓必要がある︒

)へ。

電気製品・天井・雪見障子
のほこSiなど蔵飛び散ら
さずに吸い込むが︑先が針
金のはぽきは︑取昨扱い方

:、いろんな情報

用途００００００

if、最近の消費者

・−−−
ーミ

確かなものを選ぼう

消費生活モニター試買調査結果から

暮らしの情報

iをした話は、決

−・・・
ミミ

1990年（平成２年）１月21日発行（2）

クが付いています。

1074

暮らしの情報
つと答えたアンケート、かかってきた電話でのあいまい4

新聞の折り込みには︑毎日
し︑直接商品か見て︑説明を

とても楽しいことです︒しか

通信販売で商品忿貝うのは︑

きれいなカタログ舎兄で︑

一兆円夕超えるといｐれまず︒

段階での通信販売の売上高は

といったこともあり康す︒

かない︒連絡しても通じない﹂

いで申し込んだのに品物が届

どい場合になると﹁代金前払

芦れた﹂などです︒もっとひ

つて来て︑その代金まで請求

慣付けると︑虫歯予防や歯の

毎日︑歯磨きと一緒に習

とはいえますが︑総合的には

するときには︑あれぼ便利だ

でｙ︒たぐ λみじん切りに

とい｀わけにはいかないぶコ

も親に相談 ｊ予︑泣き寝入

あわないためにも︑家族で一

100％古紙使用のトイレットペーパー

２月28日
まで開設

市では︑直叙・リサイ

クル運動の一環として︑不

用品情報センター欠二月

二十八日團まで開設してい

現在登録鳶？いる品物

は︑次のとおりです︒

︿譲つてほしい﹀

整理たんす︑本棚︑ダイ

ニングテーブル︑洋服たん

す︑ワープロ︑カラーテレ

ビ︑電気掃除機︑パソコン︑

冷蔵庫︑バイオリン︑ギタ

ー︑電子オルガン︑ピアノ︑

ガスこんろ︑石油ストーブ︑

自転車︵大人用︑子供用︶︑

ベビーカー︑歩行器︑すべ

以台︑三輪車︑平均台︑マ

ット︑ハイチェアー︑ベピー

カー︑ミシン︑水中ポンプ︒

エアコン︑アイロン︑ズボ

５接セ″ト︑もちつき機︒

ンジ︑石油ストーブ︑自転

ンプレ″サー︑高速ガスレ

車︵大人用︑子供用︶︑ふと

ん︑座いす︑ミシン︑マッ

トレス︑ウサギ小屋︑洋か

つら︑パソコン︒

不用品情報セン

電話台︑シングルベ″ド︑

︵譲りたい﹀

ター

ダブルベッド︑回転いす︑

不用品情報センター

ご利用ください

環境に関する雑誌または書籍
(再生紙を使用するものに限る)

糸ようじ

杢答に切ってか旭帛する

かい糸のものは︑ほつれや

健康に役立つのではないでし

りしている場合もあるぷつ で

度︑通信販売気胞？器場合

の迢励載ってい濠万一︒中に

廃木材再生品
(有害物質を含まないこと)お

る量に差があるが︑切る野

けのものは︑慣れるのに技

すく︑すぐ使えなぐなる︒

よシか︒歯並びによって使い

丁とまな板なしで料理を作る

また︑糸の太いものは︑ 歯

命まぴ必要な物だとはいえな

ウトサイダー業者には︑協会

また︑注文していない商品

の注意点について︑話し合つ

代金一屡傘つことのないぷコ

は﹁身長が高くなる﹂︑﹁簡単

り
で
す

廃プラスチック再生品
(100％廃プラスチック利用のこと）

菜の量が多い場合は重宝で

術が必要︒また︑奥歯には

自分に合ったものを
ある︒特に︑玉ネギ・ゆで
卵には便利︒

にくっついて︑取ひ出すの

Ｏどの器具も︑材料が容器

に時間がかかる︒後始末は︑
ヵ″ターが鋭利なので︑注

類︑実際に使って調べてみま

野菜ヵ″ター・⁝やはり︑包

意しないと危険︒

した︒
届きにぐい︒

野菜をいったん容器に入る

○糸には︑適度な張りのあ

の間に入ると出にぐぐ︑歯

勝手が違うので︑自分に合っ

いぶつです︒

るものが使い良い︒やわら

に良くないのではないか︒

た物か選びたいものです︒

○柄のついていない︑糸だ

申込商品の迢陛︑商品な

ます︒譲ってほしい・譲り

たい品物があれば︑電話か

の自主規制が及びません︒こ

す︒

が︑代金引換郵便で送βれて

てぐださい︒
なぐ︑私書箱だぼ表示して

料の額や利息などに注意し︑

録しでｙｙださい︒

てお孝ましょう︒

どが手元に届くまで︑保存し

台所流し台水切り用三角コーナー

はがきで︑センターまで登

231 906円70)円

②クーリングーオフはでき
ない

オフは認められていません︒

のため︑業者の選定も十分検

通信販売には︑クーリングー

返品条件がａｊ.ｒvｔ＜つているか︑

討してからにしましょう︒

来ることがあり水子︒家族に

子供たちがこシした被害に

商品が気に入灸肪と底唇Ｅ

きましょう︒

確認するなどして︑うっかり

できるかと７か︑確かめてお

③私番箱だけは要注憲

いる業者は︑トラブルが発生

会社の営業所在地の表示が

か設け﹁品質・素材・性能・

高い買い物だと後悔しないよ

ゃをはじめ︑いろんな商品

ンガの本などにも︑おもち

小・中学生向けの雑誌やマ

花盛り

子供向けも

形態・色彩・量目・大mU'

したとき︑連絡が￡ｙに困
ること旦宕乖ｙのｖｙ ｓjｔｏ
た方が良いでしょう︒
④利息にも注憲
代金の前払いは︑一部であ
っても擢発労が艮いでしょ

mめるときは︑商品や役務

う︒分割払いの場合は︑手数

の内容について︑数多くの情

が抜群になる﹂などのキャッ

にやせられる﹂とか﹁記憶力

チフレーズで︑器具類などの

うにしましょう︒

くのは不可能としても︑購入

係もあり︑あらゆることを畳

てい未了︒広告スペースの関

商品な芦の誇大広告も草ｙし

を可能な限ひ多く表示ずるこ

製造者名・取征扱い方法など

注意Ｌ差しょう︒

では︑独目に﹁広告表示系準﹂

そのため︑日本通信販売協会

しかし︑この規定は︑商品

示しなければなりません︒

合︑返品できるかど之ぶ表

品物が広告と違ったよ｡？sＨ場

定めていまｙ︒例えば︑届いた

表示事項蔵皐上表のとおり

賦販売法﹂などでは︑広告の

そこで﹁訪問販売法﹂や﹁割

えるでしょう︒

告﹂が通信販売のすべてとい

上手に利用しよう︑通信販売

のぷフに美しい通信販売のチ
舜けて買うのではないので︑

通信販売は

ラシがはいっていまず︒ダイ
申し込み後のトラブルも多く
法律などで規制

例えば﹁届いた品物がカタ

一兆円産業

レクトーメールでカタログが
見ら元康７︒

広告表示事項を
送られて来たり︑テレビやラ
ジ玄胞ったコマーシャルも

気軽に消費生活相談室(市役所自治振興課内、内線385

報か掲載している広告金屋

全国に︑通信販売の業者

▲印は減

花･χ1
次
の
と
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⑤信用できる業者を
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子供の中には︑親に内緒で
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限

品
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制
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湿
空びん回収ポスト
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kg
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砂■
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価格状況

近年は︑大企業が通信販売

条

申込有勣期限

封前月比

まＫつまり︑これらの﹁広

品

台所流し台水切り用ストレーナー

（1月分）
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花王エッセンシャル
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返
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︿要約筆記講習会﹀

要約筆記とは︑聴覚に障害

か痔っ﹁中途失聴者﹂︑﹁難聴

者﹂が
福
祉
参加の
してい
お
ゑ冒
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などらせ

で︑話の内容奎間単に毒こめ
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宇治の歴史と文化を学
体験発表など▼講師：大山医

ふ福祉会館▼内寮・

４

2/23 現地学習
歴史資糾館館長
it ふ1‑‑f‑昌
吻 一市内遺跡･古墳･資料館−

おり▼ところ・・・木幡公民館▼

対象・・・市内在住？ハ▼定員・：

40人︵先着順︶▼受講料・：無料

▼申し込み・・・１月習昴から︑

木幡公民館へ電話か直接来館
︵木幡公民館︶

高齢者料理教室

で︒

栄養のバランスか珊えたご
はん料理奎貨単子︒
▼とき・・・２月７日叫午前
９時半ト午後Ｌ時▼ところ・：
小倉公民館▼内容・・・高齢者の

料理実習▼対象・・・市内在住で

60歳以上の人▼定員・：25人
︵先着順︶▼参加費・：無料▼持

盃脳できる人▼定員・・・25人

終了後もサークルの会員とし
▼持ち物⁝筆記具︑小さい懐

上のテとその親▼定員⁝

り▼ところ・・・中央公民館実習

定員・・・印人︵先着順︶▼持ち物

保育は特に設けませんが︑子

電話か直接来館で▼そのａ...

月22日間から︑中央公民館へ

﹃ＡＷＯ^ＣＶＣ＾﹄▼申し込み・・ｉ

中電灯︑防寒具︑あれ妓眼鏡
・・・開講時に連絡▼参加費・：無

ぐ轍武可．︵中央公民館︶

室１▼対象・・・市内在住の人▼

▼参加費・・・無料▼講師・・・明星
料▼指導・：人形劇サークル

100人

もの学院・福知和子さん▼参
天文館館長・江上賢三 兄▼

︵先着順︶▼講師・・・福知和子き

加費・：無料▼申し込み・・・小倉
協力・・史聊ハ文同好心一﹃夢見

▼日程・内容・・・下表のとお

てみたい人︑m加＊J°

地〜

人形劇づくり教室

直接来館で︒ ︵中央公民館︶

から︑中央公民館へ︑電話か

き▼申に込み・：１月22日囲

公民館へ電話か直接来館で︒
︵小倉公民館︶

冬の親子天文教室

▼とき・：２月２日圖︑午後
７時ｒ９時▼ところ・・・中央公

民館▼テーマ・・・冬の星座と月

木星・星団・星雲と皆既月食
▼対象・・・市内在住の小学生以

た事項は統計か作成するため
にだにｙｐれ︑それ以外の目
的で使用会笞ことはありま

︵企画課︶

せん︒ご協力をお願いし示す︒

農業委員会

さい︒ ︵農業委員会事務局︶
︒文書の書き方教室
読書推進講座として﹁文書
の書き万に教室を開催︒自分
の意見や経験戻入書にいかに
書くのか︑学習しまず︒

ので︑五年ごとに行ｐれ︑今

の現況などを知るＺずるも

林家の戸数や経営面積・経営

施し示ｙ︒この調査は︑農家・

急︑農業委員会事務局へ提出

載申請書聖木提出の人は︑至

現在︶を調査していまず︒登

簿に登載できる人︵一月一日

農業委員会では︑選挙入名

順︶▼講師・・・京都新聞社社会

できる人▼定員・・・30人︵先着

象・・・市内在住で３回とも出席

ころ・・・中央図書館集会室▼対

いずれも午前10時〜正午▼と

２日岡３月15日閑︒時間は

▼とき・・・２月習吊︑３月

後の農林業の各種振興施策に

してぐださい︒申請書が提出

役立てβなぞ︒

部・清原邦雄さん▼受講料・・・

来館で︒

︵中央図書館︶

︵容⑩1511︶へ電話か直接

されない場合は︑選挙人名簿

千円

合がありまゐでご注ｌｉvだ

二月一日出前後に農家・林

示す︒調査し

無料▼申し込み・・・中央図書館
旬までに回収１

なお︑手帳の交付・再交付申

おはなし会

３時半ト４時▼ところ⁝中央

▼とき⁝１月24日團︑午後

公民館保育室▼内容・：おはな

︿要領﹀

困っている市内在住者である

し︑よみ克笹︑紙芝居▼対象

▼申し込み資格・・・①住宅に

こと②同居者または同居に工

請には印鑑と顔写真︵縦４ｔ

修理申請には印鑑が必要︒ま

フ忌葛親族︵内縁関係や婚

Ｘ横３り︶が︑補装具の交付・

る人は︑必ず禰装具の持参匁

︵商工観光課︶

Ｓ時間は第g講以外、I'ずれも午前lo昨〜

を避け︑睡眠を十分に︒

○規則正しい生活を・・・過労

しょう︒

ため︑次のことを心掛けま

寒い季節M請に過ごす

では︑下表のとおりＯＡ講座

城南地域職業訓練センター

ＯＡ講座

議所・中小止業相談所︒

Ｖ主催＝・宇治市・宇治商工心一

定員になり次第締め切a‑ｍr ｙ

所︵き⑩3101︶へ電話で︒

⁝無料▼申し込み・・・商工心一議

と私のアイデア商法▼参加費

締役︶▼テー了・三種の神器

光夫岑ん︵㈱モリシゲ代表取

会議所大会議室▼講師・・血屈

１時半Ｆ３時▼ところ・・・商工

・▼とき・・ｉ月23E㈹︑午後

立ててみませんか︒

の商法を学び︑企業経営に役

現職経営者の経営哲学とそ

新春特別経営講演会

︵中央図書館︶

館︵豊⑩1511︶へ︒

無料▼問い合わせ・：中央図書

場は子μもだけ︶▼参加費・・・

−−−

５ 2/27人形づく1
(Ⅲ
(火)舞台装置づくり

○体力を落とさない・：栄養
のバランスのとれた食事
かする︒自分に適した運
動を筈心の中にとり入れ︑

ルポ

を聞き津ｙ︒申し込みは同セ

ンター︵豊㈲0688︶へ︒

︵商工観光課︶

血圧の高い人は急に寒い

所に出ない︒

Ｏ風邪の予防を・：ラがいを

十分にする︒風邪やイン

フルエンザは手指を通じ

ても感染するので︑手指

もよぐ洗うこと︒

○風邪をひいたら・：安静を

9:30‑12:00
６ 10 6,000
８ 20 9,000
1!（中高年）
2 /5〜2/28 月･水･金9:30‑15:30

保つ︒入浴︑喫煙は控える︒

栄養価が高く︑消化の良

四回︶︒

三時まで︑一時間ごとに

味︵午前十一時から午後

早春の味覚・宇治十帖

味めぐり﹁橋姫御膳﹂か貴

前宇治駐車場ビル２階︶

もあり未了︒

◆料理賞味会︵平等院南門

に当たるお楽しみ抽選会

はがき五枚セ″トが百人

れぞれ十人に︑宏男絵

１ 凰鍋二人前セ″トがそ

︲百溺の豪雪習

一月七日圓︑宇治中学

校体育館で︑新春茶会︵初

お点前忿繋？巡のは

釜︶が開かれました︒

宇治中wクラブ︑菟道

小︑菟道第二小︑神明小の

牛徒・児童︑堕柾大の留

学生ら約五十人︒宇治中

演劇部員による千利休に

◆拝観︱平等院庭園

展示と賞味会

参加券

参加券は一枚二千五百円

︵六百人限り︶で︑料理賞味

ふるさとの味覚

産品の展示会と賦食コー

◆宇治にちなんだ料理︑土

各種コーナー

奮って襄茄ぐださい︒

ターなどで開催され未了︒

二月十八日聞に︑観光セン

との味到・徊不とｎ味心ご剔

ぶるさと宇戸の味覚を

見て︑食べて楽しむ﹁ふるさ

︵商工観光課︶

ター内・容⑩３ａ４︶へ︒

宇治市観光協会︵観光セン

時間指定可︒問ｋＢせは

⑩１４︶だけ︑賞味会の

話予約は観光センター︵豊

交通社各営業所で発売︒電

駅︶︑宇治商工会議所︑京阪

︵宇治橋西詰・近鉄大久保

観光センター︑観光案内所

前売り券は︑本日から︑

なってい未了︒

お楽しみ抽選券がセ″トに

◆茶だんご製造・賦食会と

宇治にちなんだ観光土産

品の即売コーナー︵観光

センター隣昨兎童公園︶

観光センターなどで
２月18日︵日︶

ナー︵観光センタ・１２階︶

'

ち物・・・エプロン︑三角４ん︑ふ
｀兄︑筆記用具▼申１ 込み・：
１月22日卯から︑小倉公民館

らせ
お知
農林業センサス
農林水産省では︑二月一日

(n)

た︑現在補装具を使用してい

８ 3/20
(火 II ノゝ−サル
持続して行う︒

いもの參良べる︒症状が

重い場合は早めに医師の

滅

へ電話か直接来館で︒
︵小倉公民館・高
齢者福祉課・農林茶業課・食
牛活改善推進員︵若葉の命︶

礼儀・作法教室

人と接するマナｉ︲ふ嵩しぐ
学習卜笙せんか︒
▼日程・内容⁝左表のとお
り▼ところ⁝小倉公民館▼対
象・：市内在住・在勤で︑講座

(I)

未登載とな征伐祭で竟防場

選挙人名簿の調製

３ 2/13
(勾 人形づく0

４ 2/20人形づく')
(火)

家に調査をお願いし︑二月中

現在で﹁農林業センサス﹂を実

開講式．オリエンテーション

・・・幼児から小学校低学年︵入
の中に身体障害者福祉法によ

習（B

○保温に注意・・・衣服と寝具

診察欠 ︵保健予防課︶

Iヶ

発表(ゅうあい劇場)、合評

望
９

容
内
回 月日

約者を含む︶があり︑その親族
車いす専用住宅の

って身体障害者壬唄の交付を
営け︵手替吊を含む︶︑その
障害程度がおおひねＩ︑２級

習(I)

７ 3/13練
(幻

盈震に︒暖房中は換気

ﾄJ=∵ﾚ=ﾚ=……………ニ……………ﾄ………ゝ>る

ぢ゛:サ……==し……

６ 3/6 練
関

し︑湿度に毎篠ける︒

回ｍ討ﾕ

11ｒ二言て§

F

人形劇づくり教室の日程･内容

相談は無料︒︵福祉年金課︶

入居者募集
市営住宅の車いす専用住戸

祉法にト多車いすの交付か受

程度で︑かつ︑同法及び児竜福

け︵手誓吊を含Ｕ︶︑それを

の入居者を募集し示ｙ︒
︿大久保旦椋市営住宅︵第２

準収入以内であること▼営け

２人の保証人があること④基

がいること③市内に居住する

常用しているｆｔ体障害者︵児︶

種︶﹀・・大久保町山ノ内３番地
▼募集戸数入居時期・家賃
・：１戸・平成５年４月ごろ・未

︿五ヶ庄福角市営住宅︵第２

定

申し込み・問い命幻せ・：住宅

付け・・・１月22日㈲〜31日困▼

課︵内線３７５︶へ︒︵住宅課︶

種︶﹀⁝五ケ庄福角１番地のＩ
▼募集戸数入居時期・家賃

゛４４ぷふ:,が｀゛f

／

2/21 宇治川のロマン
團 ー古典の世界に遊ぷ−

栄養と健康の話︑米か便った

員▼受講料・：無料▼対象⁝難
聴者に理解舎ふしてぐれる人
▼申し込み・問いふおせ・：１
月31日困までに社会福祉協議

⑩ＯＱ５７︶へ︒

会︵豊⑩５６５Ｏ︑ファックス

なお︑会場にはＯＨＰ．磁
気誘導ループ盈需じ乖ｙ︒

︵社会福祉協議心一︶

中途矢聴者や難聴者もご参加
凭

手足︑耳の不自由な
人の巡回更生相談
▼とき⁝１月22日間︑午後
Ｌ時ｙ３時▼ところ⁝磐福
祉全一館▼相談内容⁝身体障害

１

・・上戸・平成２年５月・二万八

6,000

１

歴史資料館鯨長
辻 ミチ子さん

2/14
團

３

▲実際の要約筆記の様子
者手帳の交付や再交付に必要
な診断︑補装具の交付や修理
に必要な診断▼問いふＢせ⁝
福祉年金課障害福祉係︵内線
３３４︶へ︒

ＯＡ講座の日程・内容

−

愛知県立大学助緻授
秋山 元秀さん

２

講

院きこえの部屋室長・片山高

美しい立ち居振る舞い(2)

宇治の歴史と文化を学ぶ講座の日程･内容

会几︑牢治市要約筆記サーク

金封の折り形

望

師
内
容
2/8 大むかしの宇治
困 一発W,調査の成果から−

京をめぐる道と港

〜正午
ただし第4講は午前9時
4時。
※時間は午後2時〜

教育委貝会職貝

１

回 月日

ル﹁やまびこ﹂・森本真紀さん︑

美しい立ち居振る舞い(1）

初釜

期間
昭日
回数 定員 受講料
時間
講座名
パソコン初m 2/3〜3/31 水・土 18:30‑21:0014 20 14,000
月・木
18:30〜21:00
11
（中級）
2/1‑3/8
10 20 10,000

2月8日から
上松照子さん︑福祉年金課職

日

2/4〜3/18

6.000

!(MS‑DOS)

＼/n〜zm 水・土 18:30‑21:00６ 10
2/1〜2/22 月・木 18:30‑21:00６ 10

ワープロ

2/14
團

２ 2/6
関 シナリオづくり(Ⅱ)

冬を健康に

礼儀･作法教室の日程･内容

木幡公民館で
ぶ講座

１ 1/30班づくり、シナリオづくり(11
(火

寒さに負けず…

間はいずれも午前o時〜正午
豪時

さきはう女性の言葉づかい、

望
Ｖ

容，
内
月日

1990年（平成２年）１月21日発行(4)
り
よ
だ
政
市
治
宇
第870号

正午。
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