89,518人

荒巻知事が再選

場・宇治橋通りで､｢･90宇治花と緑のキャンペーン｣を開

ます緑豊かなまちづくりを進めていきましよう。
︵一八︑四二〇票︶

三〇三︑二七九票

次点木村万平豆＝一所属

︵二九︑〇〇六票︶

五〇三︑六二三票

当選荒巻禎一２

︵知事選挙﹀

︵︶は宇治市得票数

選挙の結果

府議会議員に池本氏

六日から四年間︑池本議員
の任期は四月十一日から三
年四月二十九日まで︒とも
に︑府民のための府政夕遥

中止。問い合わせは環境保全課・内線356へ）。
本市では、来年５月に全国植樹祭も開かれます。これを機に、ます
︿府議会議員補欠選挙﹀

花と緑のキャンペーン
・日時
４月29日㈲︑午前９時半〜
・内容
・﹃みどり﹄のオープニング

小学校の鼓隊の先導に
より︑﹃みとひ﹄のパレ
ードを一行いまず︒当日︑
飛び入りでの参加もＯ

って︑緑の啓発但して

Ｋ︒あなたが主役とな
出発式典吊役所前広

セレモニー

みませんか︒

おりの配布

・球根セ″ト︑花の種︑し

場︶

レート

・宇治橋通り﹃みどり﹄のパ

環境保全課へ︒

システム20台を備えた研究所内の教育工学室

ト開所式の後出席者に公開された︑コンピューター

情報化・国際化など︑社会

教育の分野でも様々な課題が

の急激な変化や進展に伴い︑

生次れてきてい未了︒市教育

委員会では︑このよシな状況

に対応するため︑平盛小学校

内に教育研究所を開設︒四月

この研究所は︑今後建設予

四日に開所式を行いました︒

定の㈹宇治市総合教育センタ

よ酉多業務のうち︑教職員

研修・教育研究機能などの基

礎を固めるため︑校舎の一部

を借りて開設されたもの︒中

には︑コンピューターシステ

ム二十台︑ＬＬシステム二十

一台などを設置︒教育研究員

として市から委嘱を受けた市

立小・中学校教職員二丈ら

が中心となり︑研修や研究を

Ｉ

進めていきます︒

吉幾三ショー

午後２時と６時︵２回公演︶

４月29日︵祝

宇治市文化センター︵6R2111︶

●主催・問い合わせ

(当日各500円増)

・問い４ａｃ＼

自然に親しむハイキング
て市公園公社理事長・麓次

ご参加ください︵講師とし

郎さん︑京都府立大学助教

・日時
４月29日㈲︑午前10時半〜

團までに環境保全課か京都

参加希望の人は︑４月25日

・申し込み・問い︷Ｂせ

授未城尚正さんらが参加︶︒

午後４時
・場所
天ヶ瀬森林公園

豊かな自然に触れ︑樹木や

・内容

(ｆｔc3450︶へ︵参加は

府宇治地方振興局農林課

府内在住の人に限る︶︒

鳥について語旦−い︑記念
植樹但量子︒キャンペー

プレイガイド

研修・研究などに活用

☆席4,000円

恥ﾌﾞｹ為゛哨こ
ンに参加した人も︑終了後︑

☆Ｓ席5,000円

棋島・伊勢田小学校の
金管バンドー冠第二

︵二八︑主八五票︶

一八︑七〇四冒一一

次点内山徳秋＝共産

︵一七︑三七訪ｔ︶
なお︑知事選挙における
宇治市での昼綴西茨の
とおりです︒

男 五九︑一二六人

▽当日の有権者数

女 六二︑五二〇人
計 一二Ｉ︑六四六人

男 二四︑〇三五人

▽捉害数

女 二四︑四六〇人

三九・八七Ｕ

三九こ二Ｕ

四〇・六五Ｕ

計 四八︑四九五人

▽侶墨
男
女
計

UHF34ch

さん

宇治市教育研究所を開設

新緑ハイキング〜

ング」も行います。ご家族そろってご参加ください（少雨決行、雨天
三二︑三八六票

〜ざくらまつりと

催。当日、天ケ瀬森林公園では、府との共催で「自然に親しむハイキ
当選池本謙作︱自民

文化センター大ホール

地球環境保全"が世界規模で叫ばれています。そ

めていくことが期待されま
す︒

KBS京都TV

京都府知事選挙と京都府
議必＼議員補欠選挙は︑去る
四月八日に行われ︑知事に
は荒巻禎一さんが再選洽れ︑
府議会議員には池本謙作さ

荒巻知事の任期は四月十

わやか宇治

んな中、市では、４月29日励・みどりの日に市役所前広
池本 謙作

市文化センタ‑／市観光t?,会(観光案内f/T)／松下時
計店(伊勢田センター前)／フィーリングショップあ
らき(近鉄大久保駅東)／小山瑞泉堂(西宇治高校正
門西)／うさぎ堂(近鉄小倉駅前)／あたり屋{伐島紫
ケ丘団地12筋}／黄i^裏局(宇治小学校西)／ジンノ
書店(京阪木ｷ魯駅西)／手芸とカメラのマツモト(御
蔵山商店街中央)／宇治書店(宇治橘通り商店街)／
西小倉コミュニティセンター／富士書房(近鉄久津川
駅前)

４月21日(土)

さ

テレビ広報
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宇治
んが選ばれました︒
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87,690人

今、

課
報
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177,208人（前月比100人減）
男

花と緑の
キャンペーン
荒巻禎‑さん

●毎月1日･11日■21日5E行

第879号

口

'90
￡

竃話(0774）22−3141

平成２年
(1990年)
人

〒611京都府宇治市
宇冶琵琶33番地

58.028世帯(前月比46世帯増）

京都府宇治市

世帯数

発行
傘

ロ
人
の
市

月I日現在）
（平成2年4

ニター︵二十五人︱左表︶が

平成二年度の市消費牟居モ

願いし康ｙ︒ ︵自治振興課︶

依頼したときは︑ご協力をお

た︑モニターが各種の調査を
合わせ⁝歴史資料館︵豊⑩1

好さん▼入場料・：無料▼問い

▼職種・応募資格・・・○幼稚

登録者募集

アルバイト

決まりました︒この制度は︑

お知らせ

宇治文化・芸術懇話会展

譲︑橋本房男︑森本岩雄︑

▼出品作家・・・︵洋画︶９麻原

ところ・・・歴史資料館展示室

４／25〜５／６歴史資料館で
第六回宇治文化・芸術懇

この展覧会には︑市内の

矢野喜久男︵彫刻︶＝藤庭賢
一︑村上泰莫工芸︶＝小林
尚玖︑三浦景生宙Ｔ古谷

最低
価t3
最高
価格

311︶へ︒ ︵歴史資料館︶

モニターに︑消費者の立場か
らの意見や要望・苦情など︑
生活の実態を市に報告してい
ただき︑市民牛活向上のため
園教諭ａ同教諭免許を有する
美術家︑音楽家︑学者など

話会展が開催され未了︒

人○学校給食調理員＝調理師
で構成する宇治文化・芸術
懇話会の美術関係者の作品

免許の有無は問いませんｏ幼
稚園と小・中学校用務員人幼

蒼韻︑森鵬父▼入場料・：無
料▼主催・・・宇治文化・芸術

部屋室長・片山高︷ん▼受講

1108

ど▼指導：大山医院きこえの

べ活発な市民交流が続い

両市の末長い友好交流と

ています︒

七月一日︑カムループス市

で友好都市盟約の調印式が

行りれます︒調印式には︑

市民の皆さんによる調印団

次の要領で団員か募集し

夕結成して出席します︒

車ゐで︑ぜひご参加くだ

さい︒

８日間

▼とき⁝６月29日廊〜７月

ープス市ほか

▼訪問先・：カナダ・カムル

市内に勤務している人︶

▼募集人員・・・20人︵市民か

航手続き・個人的性質の

▼費用・：約六十四万円︵渡

費用︑サービス料は除く︶

でに秘書課︵内線２０８︶

▼申し込み・：５月10日閑ま

へ電話か来庁で︒

▼その他⁝応募者が多い場

︵秘書課︶

合は抽選により決定しま

す︒

容・：四季折々の花▼指導・・・野

・：市内在住の視覚障害者▼内

口華子さん▼参加費・・・花代の

実費︵八百円程度︶▼持ち物⁝

はさみ▼申込期間⁝４月23日

囲まで︒ ︵社会福祉協議会︶

▲印は減

ドスピーチーカタカナ新語な

ネスカフェエクセラ
瓶入150 g
859 A0.7 0.6％3 1719
そタヶヤミソllf354 0.3 7.3 371 297
普通品１斤
食／ぐン(スライスしたもの) 168 ０ 9.1 180 144
it il代 ワイシャツ
白の長そで
168 3.7 12.0216 140

形・短文の聞きとり・キュー

▼とき⁝５月３日㈲︑午前

インスタント
コーヒー

十一月に訪問団夕迎凡るな

み

人▼内容⁝基本的な言葉のロ

務は除ぐ︶▼主伴・・京都大学

隣・金銭貸借・相続など︵税

治市民心一館▼相談内容⁝近

10時〜午後４時▼ところ・・・宇

無料法律相談

線３１３︶へ︒︵保健予防課︶

ワラエリヤ市︑中国咸陽市

に続く三番目の友好都市と

して︑カナダーカムループ

ス市と友好都市盟約か帰結

両市の間では︑これまで︑

することになりました︒

宇治市から調査団夕派遣し︑

カムループス市からも昨年

料⁝無料▼持ち物⁝筆記具︒

︿生け花教室﹀

▼とき・・・４月27日倒から毎

月第４金曜︵７・８月を除く︶︑

10回︒午後１時半Ａ時半▼
ところ⁝総合福祉会館▼対象

しよう油キ･;･コーマン濃口
ボリ容器入11
254 A3.1 6.3 297 203
砂
楯上白U8
238 2.1 3.0 290 194
小麦粉 日肩小麦粉フラワー
lkg（薄力粉）
192 ▲2.5▲6.8 232 142

聴者と中途失聴者▼定員・・・20

祉会館▼対象・・・市内在住の難

45分〜正午▼ところ・・・磐福

▼とき・・・４月24日㈹か逗

月第４火曜︑１９一回︒午前９時

＜読話教室﹀

ス⑩0857︶へ︒

申し込みは︑社会福祉協議

会︵豊⑩５６５０・フ″″ク

学生法律相談部︒ ︵広報課︶

デイ・サービス

・830

10日㈹までに保健予防課︵内

鶏
卵Ｍサイズパック入
10個
食用油 日清サラダ油
ポリ容器1000g

209 15.5 19.4307 132
168 ▲7.2 21.7194 132
446 1.1▲1.5 564 204

キャベツ中玉約i㎏

の施策の資料とするものです
第
4回
1
歴史サロン
が一堂に展示されます︒
▼とき⁝４月25日伽〜５

稚園﹀女性︿小・中学校﹀性
別は問いません▼申し込み・・・

消費者物価

I現金
ガソリンレギュラー1
売り

消費牛活は︑私たちの暮ら
しと切ひ離すことのできない
衣・食・住をはじめ︑健康や契
戦国期の茶人・千利休をほ

近畿青年洋上大学
参加者を募集
▼訪問先・：中国天津・北京・
大連︑韓国釜山・慶州▼期間
⁝８月２日︸T14日脚▼応募

男1}
l∽g

バレイショ

じのとする堺の商人たちの生

懇黄居実行委員会︒
︵文化センター︶

オークダンス同好会︒
吊民体育課︶
軟式テニス大会
▼とき・：５月６日㈲︑午前
９時から▼ところ・・・黄栞コー
ト▼種目上般男子・女子︵高

資格・：府内に住み︑20歳以上
30歳以下で︑青少年団体活動
に意欲のある人︵選考あり︶▼

すき焼用

市では︑スリランカ国ヌ

分）

(til用
粉石けん

約なぺすべての牛活分野と

月６日間︵５月１日㈹は休
館︶︑午前９時〜午後５時▼

貝習俗の毎週火・金曜︑全６
回︒午後７時半１９時半▼と
ころ・：広野中学校▼対牢：中
学生以上の女性▼定員・・・30人

フォークダ︒ンス

︵先着順︶︒ 吊民体育課︶

初心者講習会

校生以上︶▼参加費⁝Ｉチー

定員・：60人▼参加費・；十五万

ム八百円▼申し込み⁝当日直
接会場へ▼問い合わせ⁝的場

円▼申し込み・・・５月１日脚ま

ｙとき・・・４月30日卯︑午前

一さん︵豊⑩1286︶へ▼主

10時〜正午▼ところ⁝宇治公

催⁝宇治市軟式庭球協会︒

おはなし会

62︶へ︒ ︵青少年婦人課︶

でに青少年婦人課︵豊⑩51

民館▼内容・：基本ステップな

帚民体育課︶

城南地域職業訓練センター

ＯＡ講座

ど▼参加費・・・千円▼持ち物・・・
体育館靴かゴム底の靴▼申し
込み・：当日直接会場へ▼問い
合わせ・：岡村光芳さん︵ａ⑩
4343︶へ▼主催・・・宇治フ

３時半〜４時▼ところ・・・中央

▼とき・・・４月25日困︑午後
申し込みは︑同センター︵き

では︑次のＯＡ講座を開催︒
文もしていない旨の手紙を

図書館集会室︵おはなしのへ

格証明書の写し奮ほえ︑５月

み・：市販の履歴書に保健婦資

できる45歳までの人▼申し込

持ち︑月人阪の５日間勤務

▼応募資格・・・保健婦資格を

嘱託保健婦募集

511︶へ︒ ︵中央図書館︶

合わせ⁝中央図書館︵普⑩1

だけ︶▼参加費・・・無料▼問い

ら小学校低学年︵入場は子供

かせ・紙芝居▼対象・・・幼児か

や︶▼内容・：おはなし・よみき

⑩0688︶へ︒︵商工観光課︶
栄子︒

添え︑相手の着払いで返送

この握矢切なことは︑

して１

返送したことが証拠に残る

お持ちですか︑健康手帳

20（4月

台所用
ラップ

かかわるものです︒

入し︑写真をほり︑教育委員

市販の履歴書に必要事項を記

▼とき⁝４月27日吻︑午後
会総務課︵内線４６４︶へ︒

章Ｊについて語り合います︒

２時〜４時▼ところ・：中央公

市民スポーツ教室
参加者募集
参加費は無料︑気軽にご参
加ください︒申し込みは市民
体育課︵内線４７８︶へ電話で︒
︿親子バレーボール教室﹀
▼とき・：５月７日囲から24
日俐までの毎週月・木曜︑全６
回︒午後６時〜８時▼ところ
⁝黄梨体育館▼対象⁝小学生
︵４年生以上︶とその親▼定員
⁝20組︵先着順︶︒

▼とき⁝５月８日㈹から25

︿女子ソフトボール教室﹀

律に定められています︒
この保管期間中は︑商品

乖ゐで︑商品奎便用した

の所有権は販売業者にあり

り︑紛失や汚損のないぷワ

ぶっにしておくことです︒
使用は購入の承認

注意が必要です︒
もし︑業者が返送を指示

ただし︑期間中に商品を
使用すると︑たとえ家族に
送られてきた商品か禾人の
留守中に使ったとしても︑

代金を支払幻なければなり

て何？

ません︒

購入を承諾したことになり︑
してきても５じる義務はな

また︑代金引換郵便に

く︑引晨君に来たら渡せ
ばよいのです︒

ますので︑受け取る際には

よる悪質な手口が増えてい
ておくことや業者と顔欠Ｅ

十分注意しましょう︒

しかし︑そのまま保管し

わせることを避けたい場合

ティッシュ
ペーノ々−

モニターは︑日常の買い物
や契約などで感じたことを市

民館会議室▼テーマ・・・千利休

十四日間は
そのまま保管を
送り届けられた商品か購
入する意思がない場合は︑

﹁送付のあった日から数え
て十四日間︵販売業者に商
品奎Ｗ最るぷっに請求し
た時は七日間︶経過しても
その業者が引き取らない場
合は︑その商品を目由に処
分することができる﹂と法

︵教育委員会総務課︶

に連絡したり︑アンケート調

夕犀一んだ堺の商人たち▼講師
・：歴史資料館副館長・源城政

査や物価調査ながり行います︒

返送は不要です
業者が勝手に﹁何日まで
に大事がなければ契約した
とみなす﹂などと決めても︑
消費者が購入を承諾しない
限ひ契約は成立ト羊せんか

︵自治振興課︶

シ‑rンプ―

A0.7 19.4927 793
125 0.8 5.0 129 113
400枚入l箱
け り 本 ッ タ ス ･ ス コ ･ フ テ ○ 139
3.0 4 3.5 173 82
サランラップ
30cniX20m
203
０▲1.0 245 101
25cm×８ｍ
143 1.4▲11.2 194 98
液体ポリ容S220皿
花王エッセンシャル 237
０ 2.6 237 236
2.4kg
805 0.1A 0.1 937 515

アルミ
ホイル

807円 0.4°25.3876円 700円

灯、油 18ぞ店頭
18(配達

価格状況
Urn月比 対ill年比

平均
価格

恪
規
目
品

426 ▲1.6 23.5670 307
367 ▲1.1 1.1 513 214
25 13.6▲3.8 38 18

牛
肉中程度100 g
11 さけ 切身100
g

カナダ・カムループス市への
友好都市盟約調印団員募集

市民の皆さんの意見も︑モニ
ターに連絡してぐださい︒ま

広野町寺山29−2
向 田 マサ子広ff町寺山47−21
大久保町平盛31‑1西大久保団地43‑308
梅原 存子

返拳丿る必要もありません︒

ら︑代金を支払な必要も︑

古橋 キミ江 伊勢田町北山18−11
葎 川 清子 神明石塚63‑44
樋本知子
神明石塚71−6

ネガティブーオプション

す︒

と書いてあるものもありま

消費者コーナー

注文もしていない
のに商品が届く
突然︑注文もしていない
商品が送り届けら元︑﹁必要
なら代金を支払ってぐださ
い︒不要なら八日以内に返
送してください︒返事がな
い場合は購入したものとみ
なし毒Ｊと︑一方的に商品
を売ひ付けよシとする方法
を︑ネガティブーオプショ
ンと言います︒
中には︑﹁難民救援活動や

横島町本屋敷51‑1 7リーンタウン横島302‑305
n 羽咲代
水 田 由紀子伊勢田町南遊田22−18

めやす
・ 昌
言相。
福談に

開町40−7
広lf町寺山17‑203
大森順子
二宮具子

この公表価格は、４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｡(自治振興課)

祉乙。
課゛役
一場立

7.200
ヽ人高自
に齢分
無者の
料福健
で祉康

羽拍子町45−6
子 開町23−4
平野茂子
奥
良
寺内和枝

消費生活モニター決まる
米沢 きのえ 木幡御蔵山39−395
泉
順子
木幡御蔵山39−762
小野it弥子
木幡南端44‑9
中 川 由加里五 ヶ 庄 大 林 2 5 ‑ 6 6 宇 治 グ リ ー ン ハ イ ツ A ‑ 2 0 5
中 原和子
羽戸山二丁目1
−176
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ｉ
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｜

回 定
Ｕ 受講料
数 (人) (円)
(回
時間
期間 曜日
講座名
｀る健
40も康
歳の手

平成２年度消費生活モニター名簿(敬称略）
チャリティーにご協力を﹂

は︑購入の意思もなく︑注

眼
お課状
渡窓態
し口を
しや記

城南地域職業訓練センターのＯＡ講座
ｌ

でて

岡 田 敬子 天神台二丁目l
−101
尾崎悦子
小介町中畑19−15
福井恵子
小倉町堀池39−44
枡井智子
小倉町南浦40‑4府職員住宅B‑304
高 木江f'i子 横 島 町 本 屋 敷 4 0 ‑ l グ I ) ー ン タ ウ ン 横 島 2 0 8 ‑ 5 0 5

ｉ
ｉ
ｉ
ｉ

各種調査などに活躍
地適車田54−41
宇if:蓮華96
折居f;四丁n1 −234
清水喜美于
浅 田典子
小沢
恵

平成２年度
所
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名
氏
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