▼最終走者通過後︑車両は通行可▼車両は選手の

マラソンコースでの駐停車はできません▼交通規制・

直前の横断や︑選手を追い越すことはできません▼

う回については警察官の指示に従ってください▼交

・

ト！
nno□⊇二
通規制道路以外の道路も混雑が予想されます︒ご協

−−
1

1

1

1

課
報
広
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温かい声援を送ろう
５︒・の部太陽が丘←市役所前←宇治橋通り御旅所付近折り返し←︵元のコー

距離別コース

1

１
スを戻る︶

10″・の部太陽が丘←市役所前←宇治橋通り←県通り←平等院南門前←白虹橋
付近折り返し←平等院南門前←本町通り←御旅所←市役所前４太陽が丘
20．・の部太陽が丘←市役所前←宇治橋通り←県通り←平等院南門前←白虹橋
←︷于治川右岸←朝霧商店街←府道北上←黄槃台←黄槃公園折り返し←川東京大
線←宇治上神社前←宇治川右岸←白虹橋←平等院南門前←本町通り←御旅所←
市役所前←太陽が丘

昌§沿
Zl㎞
尚し
尚
琵:沿

贈

交通規制にご協力ください

1

９：﹈

Ｉ

交通規制図
自

／
２

87,630人

太陽が丘スター
お願い

力をお願いします︒

おとなりに
あげる安心
火の始末

京都府では︑宇治市夕ほ︒

岳ｙチる府下南部市町で

の引き続ぐ地価の急激な上

昇に対５するため︑国土利

用計画法に基づき︑宇治市

内の監視区域︵市街化区域

全域︶における土地取引の

届出対象面積を引き下げま

す︒

これにより︑平成二年二

第７回宇治川マラソン大会は、２月25日剛、午前10時に

昨年を上回る2,094人が参加。遠くは埼玉、神奈川などから
も集まったランナーが、５キロ、10キロ、20キロの３部に

ぜひ温かいご声援をお送りください。なお、当日は交通規

分かれて、それぞれゴールを目指します。市民の皆さんも、

制が行われます。ご協力ください。

2月25日（日

▽一般家庭や地域などを

訪問し︑防火対策を推進▽

事業所への防火査察盈犬施

管理︑火気取り扱い状況な

し︑消防用設備などの維持

ど︑防火管理についての指

導を推進▽山火事を｀楚し

た消防訓練の実施▽危険物

・高圧ガス車両等の街頭検

皆さんも我が家からぷハ事

査の実施︒

か田さないぶフ︑今一度︑

火の取り扱いについて注意

Ｌ蛋しょう︒また︑家庭でも

ント﹂を実行してぐださい︒

次の﹁火の用心７つのポイ

げ捨てをしない

①寝たばこや︑たばこ心投

ターで遊ばせない

②子どもは︑マッチやライ

をしない

③風の強いときは︑たき火

その場を離れない

④天ぷらを揚げるときは︑

のを置かない

⑤家の周りに燃えやすいも

⑦ストーブには︑燃えやす

⑥ふろの空だきをしない

また︑その目標か速成す

街化区域で百平方メートル

以上︶は︑従采どおりです︒

六日〜平成五年三月三十

☆期間・・・平成二年二月二十

化区域全域

☆監視区域⁝宇治市の市街

る場合は︑契約か結泌ハ週

一日

ートル以上

☆届出対象面積・・・百平方メ

問い合わせは用地課︵内

☆届出先・・・市済用地課

線３８１︶へ︒ ︵用地課︶

出対象面積︑五千平方メー

外︵同︑一万里八メートル

トル以上︶と都市計固区域

なお︑市街化調整区域︵届

必要となります︒

府知事あてに届出ることが

間前までに︑市夕経由して︑

トル以上︶の土地取引をす

以上︵従来は三百平方メー

監視区域の届出対象面積変更

︵消防本部︶

いものを近付けない

みまず︒

るため︑次のことに取り組

予防対策の強化︒

予防対策の強化⑦車両火災

害防止対策の推進⑥山火事

険物︑高圧ガス等に係る災

災発生防止対策の推進⑤危

保④乾燥時及び強風時の火

対象物に係る防火安全の確

多数の人が出入ひする防火

店・旅館・飲食店等不特定

ける防火対策の推進③百貨

の徹底②家庭及び地域にお

を中心とした死傷防止対策

春の火災予防運動

には届出が必要となります
100㎡以上︵市街化区域︶の土地取引

①高齢者︑心身障害者等

防火活動か好い未了︒

中︑次の重点目標を掲げて

消防本部では︑運動期間

しょう︒

や財産夕守るぶ？心掛けま

って︑火魔か京︿切な生命

一人ひとりが防火意識か痔

生しやすくなるこの時期︑

窪気が乾燥して火災が発

防運動を展開し示ｙ︒

スローガンに︑春の火災予

あげる安心火の始末﹂を

から七日まで︑﹁おとなりに

消防本部では︑三月一日

3月1日〜7日

月二土八日以後︑市内の市

1085

太陽が丘をスタート。今大会には、中学生から85歳まで、

トゴールを目指し力走︵昨年の宇治川マラソン︶

）午前10時

1990年）
男

宇治琵琶33§地

177,107人（前月比125人増）

●毎月1 日･li日･21日発行

第873号
89,477人
女

竃ss (0774）22−3141

口

平成２年
57,906世帯（前月比53世帯増）
人

京都府宇治市

〒611京都府宇治市

口
人
の
市

（

世帯数

発行
傘

（平成２年２月１日現在）

第７回宇治川マラソン大会

Ｉ・．．．．．．．．．．．．．．．．

※府道京都宇治線の黄II・京阪宇治駅間は。南行き一方通行になります。

市では︑老人の生きがい対

とで健康を保ち︑交流少深め
ていただぐために︑孝人園芸
ひろぱを開設︒六十歳以上の

今回は︑伊勢田老人園芸ひ

人に無料でお貸ししてい未了︒

ろばの利用者を募集します︒
▼５募で政る人人吊内に

お知らせ
みそづくり講習会
無添加・低塩分のみ ｀つぐ
り敬こうじづぐ昨﹈から学ん

3月1日〜3月20日
固定資産課税台帳の縦覧

更や家屋の新増築・滅失な

なお︑土地の評価は︑登
記地目に関係なぐ︑現況に

▼ときＬ：３月１日團Ｌ１

よる評価となっていまｙ︒

月20日脚︑午前９時１午後

申し甲・評価額などに不服

課︵市９屏Ｌ階︶▼不服の

章柔７︶▼ところ・・・資産税

ｔ時︵土・日曜日も縦覧で

償却資産を所有してい泰人

のある人は︑３月30E1ま

どをした人︑土地や家屋・

は︑この機会にぜひご覧ぐ

でに︑文書で固定資産評価

ださい︒縦覧には印鑑が必

⑩1311︶へ︒︵歴史資料館︶

問いふＢせ・：歴史資料館︵豊

筆夕終えて▼参加費・・・無料▼

テーマ・・・﹁字治の佛たち﹂の執

資料館嘱託・安藤佳香ポ刄▼

民館展示集会室▼講師・・・歴史

１時〜ｔ時▼ところ・・・中央公

▼とき・・・３月８日内午後

どについて語り未了︒

の執筆者が︑南山城の仏像な

宇治文庫Ｉ﹁宇治ら匹だち﹂

歴史サロン

４３１︶︒︵選挙管理委員き

会事務局︵市役所︱階・内線

す︶▼ところ・・・選挙管理委員

時︵土・日曜日も縦覧できま

９日吻︑午前且蜃Ｔ牛後５

要です︵本︿以外の人が縦

困っている市内在住者②同居

がで孝乖ｙ︒ ︵資産税課︶

屠か同居しようとする親族

審査委員会に申し出ること

・・・市販の履歴書に最近６ヵ月

︵内縁関係や婚約者も貪−︶が

覧する場合は︑本人のm

以内の写真をほり︑２月28E

状か承諾書も必要︶︒

午後︑︱鳳習伽午前︑３月

困までに高齢者福祉課︵内線

挙人は︑縦覧期間中に文書で︑

おはなし会

ドヘルパーとして重度肢体

総合福祉会館▼対象・：ガイ

後Ｌ時１ぞ時半▼ところ・・・

員・：障害者17人︵申し込み

級の人︑ボランティア▼定

▼対象・・・肢体障害Ｉ級・２

▼行京苧・鈴鹿サーキ″ト

解散︵ともに総合福祉会館︶

ソフトバレーボールは︑

人︵選手兼任可︶・選手４〜

上の女子・４人Ｏ一般の部

10時45分集合・午後５時解散
︵ともに観光センター︶▼行き

▼とき・：３月11日㈲︑午前

市民観光ツアー

に増えまし巡︒︵中央図書館︶

貸し出しできる冊数が︑五冊

貸し出しをします︒今年から︑

本や読みものなどの︑展示と

をテーマに︑春に関係する絵

〜るの本︑は〜やく来い／﹄

した︒三月三十日幽まで﹃は

今回は﹁春﹂の本を集めま

主題図書展示

児童書コーナー

1511︶へ︒︵中央図書館︶

い合幻せ・・・中央図書館︵豊⑩

もだげ︶▼参加費・：無料▼問

ら示学校低学年︵入場≪ＨＡＪ

かせ︑紙芝居▼対象・・・幼児か

この公表価格は、２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｡(自治iSII‑課)
︵市民体育課︶

先・・・観光センター←平等院←

昼食←三挺戸寺←万福寺←橋

寺←宇冶・字治上神社←興聖

寺←観光センター▼対象・・・市

内在住・在勤の人▼定員・・・100

人︵先着順︶▼参加費・：無料

︵昼食は各自持参︶▼応募方法

年齢・電話番号︵Ｌ枚にＩ人ま

・・・往復はがきに住所・氏名・

側︵必着︶までに︑凹宇治市観

で鴉記可︶を記入し︑３月５日

光協会︵〒Ⅲ奎曙川２・豊⑩

3334︶へ︒︵商工観光課︶

ＯＡ講座

城南地域職業訓練センター

では︑次のＯＡ講座を開催︒

舜け付けは︑二月二十二日團

︵商工観光課︶

から︑同センター︵公6068

8︶で︒

日清小麦粉フラワー
1 kg (i≫力粉）

でみませんか︒
▼内容・とき・・・︿こうじづ
くりＴ２鳳習吊︑午後１時
半Ｌ４時︿み吸つくりＴ３月
２日倒︑午前10時〜正午︒ほ

１日團午前・午後のいずれか

ある③市内在住の７ｒ︿の保証

かに準備として︑２月習励

１回の作業分担あり▼ところ
３４２︶へ︒︵高齢者福祉課︶

人がある④基準収入額︵同居
親族数などで異なる︶がある

日囲まで▼申に込み・・・２月26

▼募集案内書の配布・：３月５

持ち︑月ト金曜日の５日間勤

日皿Ｔ３月５日側までに住宅

▼応募資格・・・保健婦資格を

嘱託保健婦の募集

・：木幡公民館▼対象・・・市内在
住で準備にも参加できる人▼
定員・・・15人︵先着順︶▼材料費

エプロン▼講師・・乖活改善グ

務できる45歳までの人▼申し

・・八百円▼持ち物⁝筆記用具︑

ループ・村田叔子吸ん▼申し

︿横島吹前団地﹀

選挙管理委員会に異議を甲し

▼とき⁝２月21日ｗ午後
３壁Ｔｔ時▼ところ・・・中央
図書館集会室︵おはなしのへ
や︶▼内容・・・おはなし︑よみき

障害者の介護宮隻手岑人

叉○ファミリーの部＝夫

▼とき・：３月Ｕ晶︑午

８︶へ︒

インスタント
コ‑ヒー

み

ネスカフェェクセラ 847
1.3▲0.2 ％3 711
瓶入150 g
そタヶヤミソ1kg 357 2.6 1.7 376 299
普通品1斤
食／々ン(スライスしたもの) 171 A0.6 11.0185 144
洗if代 ワイシャツ
白の長そで
167 3.1 11.3206 140

三丈で︑５募多数の場合

住の坦班ヤ︒募集人数は

小学校四年生になる市内在

対象は︑平成二年四月に

は︑団員を募集してい康司

宇治市少年少女合唱団で

開設中の不用品情報セン

ターは︑二月末で終了しま

す︒譲ひたい物︑譲ってほし

い物がある人は︑同センタ

よ息屋興課内︑内線３８

中の品物は次のとおりです︒

５︶へご連絡匁現在︑登録

︿譲ってほしい﹀

整理たんす︑本棚︑食卓︑

洋服たんす︑平机︑整理棚︑

応接三点セ″ト︑ワープロ︑

あんま機︒︵自治振興課︶

ピアノ︑ライザー︑ベッド︑

んす︑水屋︑電子オルガン︑

ストーブガード︑ベピーた

ウサギ小屋︵小︶︑洋かっら︑

行器︑ふとん︑マットレス︑

ター︑自転車︵子供用︶︑歩

器︑ガスコンロ︑温風ヒー

油ストーブ︑ガス湯沸かし

ン︑ズボンプレッサー︑石

っ１ 機︑エアコン︑アイロ

テーブル︑パソコン︑もち

転いす︑和だんす︑ガラス

電話台︑応接セ″ト︑回

︿譲りたい﹀

ノ︑ガス炊飯器︒

プ︑ウサギ小屋︵大︶︑ピア

ミシン︑学習机︑水中ポン

など︶︑ぷらさがひ健康機︑

ー用品︵三輪車・ベビよ

車︵大人用・子供用︶︑ベビ

ザー︑石油ストーブ︑自転

太鼓︑ギター︑シンセサイ

パソコン︑冷蔵庫︑電話機︑

カラーテレビ︑電気掃除機︑

︵社会教育課︶

７５︶へ︵電話・郵送は不可︶︒

て︑直接社会教育課︵内線ｔ

六日側までに︑印鑑か痔っ

二月二十二日叩二月二十

は抽選し示で﹈︒申Ｌ込みは︑

唱団団員を募集
宇治市少年少女合

しよう油キッコーマン濃ロ
ポリ容n入1 t
砂
糖上白Ug

住民登録か外国人登録をして
いるＯ平成２年４月１日現在

芸ひろば夕莉用していない▼

で満60歳以上Ｏほかの考人園

137︵府道八幡宇治

区画数と所在地・：61区画︑伊
勢田町毛語
線の西小倉バス停から東南へ
徒歩５分︶▼利用期間⁝平成
２年４月１日〜平成４年３月

15日▼区画・・・Ｌ世帯１区画︑
一⁝一平方μ▼申し込み・・・３月７
日團までに︑本人が印鑑夕痔
つて︑高齢者福祉課︵内線−１
３︶へお越しぐださい︒応募が
多数の場合は︑抽選し示ｙ︒
︵高齢者福祉課︶

課 ︵内線３７５︶へ︒︵住宅課︶

平成二年一月一日現在の農

選挙人名簿の縦覧

農業委員会委員

込み・：市販の履歴書に保健婦

︵保健予防課︶

業委員会萱量挙人名簿m
覧し示ｙ︒名簿に漏れや誤り

▼募集戸数・家賃⁝第１種

出ることができ示ｙ︒この期

などがある場合︑該栄葛選

住宅＝４戸・月額上一万五千

間を過ぎると︑申し出があっ

入居者の募集

市営住宅

︵内線３１３︶へ︒

３月濁忌雷慰に保健予防課

込み・：木幡公民館︵雲⑩82

︵木幡公民館︶︒

資格証明書の写し奮印えて︑

接来館１

90︶へ︑材料費奮ほえて︑直

家庭奉仕員の募集
老人や身体障害者などの家
庭で︑家事・介護や相談・助
言な芦岑ずる家庭奉仕員を募

九百円︑第１種住宅１４戸・

ても名簿に登録できませんの

集していまで一︒

老人や身体障害者︵児︶福祉に

月額Ｌ九士八百円〜二万一千

でご注意ぐださい︒

▼応募資格・・・昭和20年４月

深い理解と熱意のある女子▼

九百円▼応募資格・・・①住宅に

▼期間・：２月卿尽Ｔ３月

募釆人員・・・若干名▼申し込み

▼内容・：車いすの操作と介

多数の握−は︑重度り人を

軟らかいボール忿便い︑だ

婦と小学校４年生ト中学生

前８時半集合︑午後６時

・：２月28日困までに︑参加

助の方法︵実技と講義︶▼指

優先︶・ボランティア20人▼

れＩ湿庭に楽しめるスポ

の家族︵２家族以内で編成

▼とき・：３月４日面︑午

費忿添えて︑最寄りの民生

導⁝城陽心身障害者福祉セ

参加費⁝障害者＝千円︑ボ

ーツです︒家族やグループ

市民ソフトバレーポール大会

委員へ▼問い命りせ・・・計石

ンター職員▼受講料・・・無料

ランテ″ア＝五百円︵入園

可︶○女子の部＝中学生以

お買物のめやす 消費者
物価20（2月分）

３月11日︵日︶黄槃体育館で開催

福祉協議会へ︒

▼申し込み・・・２月28日團ま

でご参加ぐださい︒

車いす介助方法

料・昼食代・交通費などを含

＝中学生以上の男女各Ｚ人

む︶▼申し込み・・・２月28日

前９時〜▼ところ・・黄槃体

▼申し込み・：３月２日吻

肢体障害者の集い
ｇまＸＪに︑社会福祉協議心一

育館▼対象・・・市内在住・在

書で市民体育課︵内線ｔ７

︵必着︶までに︑所定の申込

講習会

へ︒自宅からの往復に■m

ーム▼チーム編成・・・監督１

勤・在学の人で編成するチ

重度の肢体障害の人が外
当日手伝っていただける

が必要な重度障害の人には︑

申し込みは2月中に

策の一つとして︑野罵っくり
忿芒みながら︑土薪平こ

親と子の料理教室

▼とき・・︒３月18E冊︑午
前10時〜午後３時▼ところ
・：総合福祉会館▼内容・・・調
理人形劇観賞・福引き▼対
象・・・母子・父子家庭の親子

でに︑社会福祉協議心一へ︒

電話225650
社協からのお知らせ

︵中宇治老人園芸ひろばで︑２月６日︶

トおいしさ保証付きの手づくりダイコンだよ

利用者を募集

▼定員・・・親子15組︵先着順︶

出する際︑一人では難Ｌて︑

可能な限忿佃亡乖ｙ︒
▼とき・・・３月18日面︑午

パック入

卵ＭサイX
10個

252 ▲0.8 5.4 296 204
237 2.2 0.9 265 172
198
０ 1.0 232 160

小麦粉

日清サラダ油
ポ')容器l四g

食用油

10

男爵lOOg
キャベツ中玉約Ug

19 ▲9.5▲17.4 26

バレイショ

194 11.5 15.5299 103
162 ▲9.5 16.5205 101
456 0.4▲2.6 513 361

鶏

切身100
f

419 ▲1.6 25.8618 297
363 ▲6.7 1.7 597 229

ｋャンプー 液体ポリ容器22OC『
花王エッセンシャル
mm用
粉石けん 2.4k￨
すき焼用
牛
肉中程度100 b

１万円

10 10

（中級）

塩iけ

25cmX
8m

アルミ
ホイル

13:00〜15:30

日

3/11〜5/20

不用品情報センター

サランラップ
台所用
ラフプ 30CI11×20
m

1万4千円

月･木18:30〜21:00 14 20

パソコン(初級) 3/12〜4/26

６千円

・６ 20

ワープロ

回 定 受講料
数
貝
回 囚

問

時

間 曜日

名期

座

鏃観 Ｈ
ぷ 笞器
誇
溺廼 雙眼
地い戦格の
昼をべly藻 忿資
紅霞

ボランティアも募集中です︒

ＯＡ講座の日程・内容

M M siys:C 慟

大変困ってい未了︒皆右λ
の力夕賃しでＩださい︒

価格状況

最低
価格

舗
封≪J年比

剛り月比

平均
価格

格
規
目
品

200 1.0▲8.7 245 101
138 A3.5▲12.1 180 91
237 ０ 3.0 237 236
798 0.4▲2.0 937 515

1/

▼参加費・；親と子Ｌ入︱五
百円︵子がＬ人増えるごと
に二百円追加︶▼申し込み

○

810円 ぼ 25.^88o円 742円
18(店頭
灯
油
18(配達
831 ▲1.4 21.7927 730
t現金
ガソリンレギュラー1
123 0.8 6.0 129 113
売')
ティッシュ
400枚入１箱
ペーノ4−
けUックス･叉コフfィ)
147 4.3▲0.7 173 99

講

第１回

伊勢田老人園芸ひろば

▲印は減

1086

