奪謡ごご

１
１年制

日ごろの工夫と心掛けが必要
市では昨年︑﹁生活排水の処理﹂について︑市政モニターを対象に
アンケート調査を実施︒この程︑その結果がまとまりまし允︒それ

市では︑省資訟対策の一

月・消耗程度ぼ希望価格

連絡先＠七の他の希望条

㈲住所・氏名・電話番号・

分の﹁リサイクル情報セン

件

環として︑平成二年度後期

ター﹂を三月三十日出まで

器具︑ベビー・ 多石用

製品︑楽器︑石油・ガス

▽主な取扱品⁝家具︑電気

家庭に眠っている品物を

品︵おもちゃ︑絵本︑衣類

開設しています︒

め︑譲りたいもの︑欲しい

な刄沓く︶︑スポーツー

有効に利用していただぐた

ものを︑登録しでください︒

なお︑不用になったもの

ｍ官Ｅ︵食器︑洗剤︑衣類︑日

レジャー用・Ｅ︑一般家庭

について高い認識を持っておられること︑汚染防止のため家庭でい

か生かすことが目的ですの

修理不要なものに限りま

ろいろ工夫をされていることなどがわかりました︒環境問題が大き

す︒転売や趣味などを目

宇治市議会は︑昨年十二月

二十一日の十二月定例会で︑

は取り扱いません︒

あるもの︑食品︑生き物

希望者は︑電話︑はがき︑

と考えています︒

んに広く呼び掛けていきたい

規格・品質な芦②購入年

▽登録項目・・・山品名・型式・

的なｙるもの︑医療用機

習浬とを除ぐ︶︑学習用

の汚れにつながっていること

た︵表３参照︶︒環境汚染・健

来庁で︑リサイクル情報

品︵雑誌︑文具か際く︶な

響している﹂が最も多く百一

を認識されています︒

材︑コレクション要素の

で︑無償かできるだ帰積

人︵六一・二％︶︒﹁ある程度影

て︵表４参照︶は︑目分量でな

センタよ自治振興課内・

べ再利用の価値があり︑

く取り上げられている今日︑一刻も早い公共下水道の整備が期待され
ますが︑同時に︑一人ひとりが︑家庭から川を汚すものを流さない

響している﹂の五十八人︵三

康には︑合成洗剤よりせっけ

く︑きちんと規寓果寺るこ

内線３８５︶に連絡を︒

でお願いし示ｙ︒

によると︑家庭からの生活排水が川の汚れの原因になっていること

岩渕淳さん

▽登録方法・・・品物の提供者・

ようにする心掛けが必要となっています︒

排水の処理に対する意識を把

の汚れの六〇％以上が生活排

んが良いとされていますが︑

今回の調査は︑日常の生活

握し︑環境行政の一層の充実
五・二％︶を合わせると︑ほ

水といラ結果が出ています︒

る洗剤についてお尋ねしまし

を図っていくために行ったも
とんどの人が︑牛活排水が川

とが大切です︒

実際︑京都府の調査では︑川

のです︒

現実には︑八七・九％の人が

なお︑その使用方法につい

０

希望の条件がほぽ一致し

▽品物の取引方法・・・提供・

た場合︑情報センターか

互豪者に連絡し︑当事

者間刄Ｅし合っていただ

空濠ｙ︒結果は十日以内

に希望者から情報センタ

ーヘ報告を︒

欠陥︑その他の問題が生

▽問題などの処理・・・故障︑

じた場合は当事者間で解

決戦市は一切責任か負

いません︒︵自治振興課︶

老人保健センター｢五和の園｣カウンセラー
伊東員理子さん

また︑洗濯に使っておられ

選任

岩渕淳さん︵六十三歳︶を教育

委員に任命することに同意し

ました︒任期は︑二年十二月

二十六日から六年十二月二十

また︑二土八日に開かれた

五日までの四年間︒

教育委員会臨時会で︑岩渕委

員が教育委員長に︑同職務代

理者には大谷賓委員︵五土ハ

歳︶が選任されました︒任期

はいずれも︑二年十二月二十

｢高齢期をどう生きるか｣

市政だより一月二十一日号は︑都合に

より二十日︵日︶に新聞折り込みします

高齢者生活実践発表会

調査に当たっては︑選挙人

合成洗剤を使用されています︒

まず家庭での気配りを

０

・1411

暮らしの中での工夫は
古スト″キングなどを取り付

(複数回答あり)

岩渕淳さんを

までの一年間です︒

１月25日(金)午後1時半〜４時15分

名簿の中から年代・性別・地域

けて︑細かいゴミまでも取り

を考慮したうえで︑無作為に
今や︑家庭で日９ぶら川

一八・三％︵昨年十一月末現

いものですが︑その普及率が

抽出した二年度市政モニター

それでは︑川か斉元いにす

在︶にとμ歪っている現状で

除いている﹂という回答があ

るにはどのぷっにすればよい

は︑生活排水かどのぷつに処

夕汚さない努力が必要です︒

次に︑使い古しの食用油の

た︒その結果︑﹁公共下水道の

か︑記入方式でお尋ねしまし

そこで︑炊事・洗濯など毎日の

処理について︵表２参照︶では︑

市では︑公共下水道の早期

理するかが極めて重要です︒

百九十五人にお願いし︑百六

ることについて伺いました︒

ほとんどの人が排水口に流さ

整備﹂﹁水奮字もとになるも

十五人から回答をいただきま

まず︑流しの調理くずの処

の舎几さないなど︑各自が生

りました︒

まず︑家庭から出る︑炊事・

理について︵表１参照︶では︑

ないぷっにされています︒そ

暮らしの中で心掛けておtＯ.れ

洗濯・風呂などの牛活排水︵し

の他工夫されていることでは︑

した︵回収率八四・六％︶︒

尿忿尿ぐ︶が川の汚れにどの

ほとんどの人が︑調理ぐずを

(表3)洗濯用洗剤は何を使つていますか

問い合わせ：中央公民館豊20

主催：高ip者生活実践発表会実行委員会

直接排水口に流さないぷつに

3.6
1.2
4,2
1.8

２部講演会

１部生活実践発表会

程度影響すると考えておら

▲知らず知らずのうちに川を汚していませんか

れるか伺いました︒﹁大命こ影

きますが︑家庭での気配りに

10.3

６
２
７
３

よって川をきれいにすること

整備に今後共︑力を入れてい

17

廃油回収に出している
そのまま流しや河川に捨てる
そ の 他
回答なし

ができることを︑市民の皆さ

(複数回答あり)

川か河元いにするためには︑

133A

ほとんど使い切り、廃油は出してい
ない

公共下水道はなくてはならな

紙などに吸わせたり固めたりして、
ゴミとして出している

教育委員長に

六日から三年十二月二十五日

文化センター小ホール

ところ

3月末まで開設

26.7
0.6

箱や袋から直接使っている
そ の 他

44
１
コップなどを用いて目分量で使‑っている

66.1
20.0
3.0
33
５
無リン合成洗剤
せっけんと無リン合成洗剤
有リン合成洗剤

72.7％
120人
計量カップで正確に計って使っている

n.＼%

20人
109
せっけん

き

と

活排水に気か配る﹂という意

他

80.6％

﹁せっけんを作る﹂﹁フライパ

(表2)使い古しの食用油はどう処分していますか

注意しておられ

1.2

見が目立ちました︒

(複数回谷あり)

ンなどに残った油は紙などで

２

李す︒その他工

1.2

そ

拭き取り︑焼却炉で焼く﹂と

51.5

２

いう回答がありました︒

85

特に何もしていない

央していること

46.7％

三角コーナーや排水口に網などを備
え．取り除いている

の

高齢期を楽しく有意義に過
ごしている人の実践談や提
案を発表

リサイクル情報センター
(表４)洗濯用洗剤の使用方法は次のどれですか

◆この宇治市政だよりは︑再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆

1201

排水口にゴミバスケットを俑え、
77人
取り除いている

では︑﹁排水口に

（表1）流しの調理くずはどうしていますか

7
?1
1y
?jt

11日 日兄
11

第905号
(日曜･祝日除く毎日午前９時〜午後6時)

電話（0774）22‑3141

（199‑1
0
0
8
4‑0
2
■

京都府宇治市
発行

青少年問題の悩みなどお気軽に

河川浄化は生活排水がカギ！

２年度市政モニターアンケート調査から

り▼ところ・・・木幡公民館▼対
象⁝市民▼定員⁝40人︵先着

六十五歳以上謳にてなる人
の六十五パーセントは︑三大

５０円か必要▼申し込み・・・木

順︶▼受講料・：無料▼保育⁝

幡公民館︵容32・8290︶

成人病︵がん・心臓病・脳卒

成人病は︑病気にかかって

２歳以上の幼児︒おやつ代２

いることに気付きにくく︑少
へ電話か来館で︒
︵木幡公民館・高齢者福祉課︶

お知らせ
昼間里親保育

︵中央図書館︶

産休明け保育と
です︒

市7
民土
講︒
座 ︵中央図書館︶
0
︶曜へ

歳未満○男子２等陸士・海幸
窒す３月中旬まで︑３年３
月新規高等学校卒業予定者︒
詳しぐは︑宇治募集事務所
︵き44・7139︶か市役所企
画管理部総務課︵内線４３２︶
へ︒ ︵企画管理部総務課︶

トレーニング機器
実技講習会

▼とき・・・１月19日出︑午後
１時と３時半の２回▼ところ

上の人︵中学生は不可︶▼定員

・・・黄奘体育館▼対象・：15歳以

1000円︵印鑑が必要︶▼申

・：各30人︵先着順︶▼受講料・：

し込み・・・Ｌ月13日前︑午前９
時から黄奘体育館︵豊33・40
01︶へ︒顔写真︵３？×2.1h
り︶が必要︒ ︵公園公社︶

巡回更生相談

手定や耳の不自由な人の巡

▼とき・：１月21日側︑午後

回更生相談が行われ未す︒

Ｌ時〜３時▼ところ⁝総合福
祉会館▼相談内容・・身体障害
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︒手帳の交付・
再交付申請には印鑑と顔写真
１枚︵４り×３？︶が︑補装具

申し込み・問い合わす：１月

︵貸しスキー代は別場面︶▼

円︑小学牛ほ下＝3000円

︵高齢者福祉課︶

1202

加費・・・中学生以上＝3500

家庭に病人が出た時のた

めに︑家庭での正しい看護

の方法を知っておきたい人︑

家庭で病人や老人の世話を

していて︑看護に不安や疑

問衆抱えている人︑参加じ

▼日程・内容・：左表のと

てみませんか︒

おり▼ところ・：広野公民館

︵先着順︶▼受講料・・・無料

▼対象・：市民▼定員・・・20人

▼講師⁝日本赤士ｆ社京都

府支部・源平久美子さん▼

康管理係︵内線５０旦へ電

申し込み⁝高齢者福祉課健

話で︒

婦人学級を開講

か来館で︒︵広野公民館︶

館︵酋41・7450︶へ電話

必要▼申し込み・・・広野公民

幼場おやつ代２５０円か

おしゃれと豊かさを
あなたの生活に

自由になる時間が増え︑

この時間か戸 つ過ごすかが

大きな課題となってい乖ｙ︒

3/27(*)復習と反省

族▼定員⁝50人︵先着順︶▼参

▼申し込み・：当日会場へ▼問

ｋＢせ⁝市民体育課︵内線

４７８︶へ︒吊民体育課︶

市民スキー教室

▼とき・・・２月３日面▼とこ

ろ・・・マキノスキー場▼対象・：

市内在住・在勤の人とその家

１月17日︵木︶〜19日︵土︶まで受け付け

上四十五歳くらいまでで︑午
前八時半から午後五時まで勤

３月31日㈲まで︑18歳以上27

育成学級入級申請

のが償却資産となり乖ｙ︒
ｏ構築物・・・事業所内の舗装
部分︑門︑ネオン︑塵居など
○機械︑装置ｏ工具や器具・備
品・・・複写機︑パソコン︑ワープ
ロ︑応接セット︑陳列棚など︒
申告書は︑一月三十一日閑
までに資産税課へ提出してぐ

夕戻定し︑固定資産税を課税

ださい︒申告に基︒ついて価格
密は厳守脊れ︑統計以外の目

し濠ｙ︒詳しぐは資産税課︵内

臨時職員登録者募集

的に使うことはありません︒

員が伺い未了︒多忙な時期で

線２６３︶へ︒ ︵資産税課︶

西雅子さん︵豊24・43

近日中に︑各事業所に調査

⁝
料▼▼
い・合
せ
←ハ
１
時無
から
と問
ころ
・わ
・中
央・
公民

▼とき・・・１月12日出︑午後

産︒
休期
明間
けは
保１
育月
と3
昼0
間日
里困
親ま
ので
︑
求丁

市では︑一般事務補助の臨

平よ
成み
三も
年の
度な
の芦
申炉
し展
込示
みし
公て
冥い
け
や

問い合わせは企画課︵内線
２３８︶へ︒

お急ぎください
償却資産の申告

李ｙ︒応募資格は︑十八歳以

時職員の登録者夕募集してい

すかご協力をお願いします︒

講
師容
・・
京昔
都文
翫絵
朋大
学・
教授
内
・・：
話教・
本
物・語

ろ・：中央図書館集会室▼

本西キミコさん▼申し込み・：

午後３時Ａ時半▼とこ

当日会場へ▼問監Ｂせ・：中
央公民館︵豊20・1411︶へ︒
︵中央公民館︶

▼とき・・・１月12日出︑

務できる女性︒５募者は名簿

要事項を記入し写真かほって

に登録し︑必要に応じて選考

職員課︵〒611宇治琵琶覗内

毎年一月一日現在︑市内で

︵学校教育課︶

工業統計調査に

人には︑所定の申告をしてい

線２１８︶へ︒郵送可︒ワー

償却資産を所有し︑事業︵工

おはなしたまてばこ

︵企画課︶

館
な
▼ど
テー
の了す
・ば
お茶
なとし
牛▼
活Ｈ
参
▼加費

付︑
け﹁
てひ
いっ
まじ
ず︵
︒やぎ︶﹂の絵本
て
▼う
対ひ
象っ
⁝じ
２の
月本
２﹄
日と
ま題
でし
に出
でと
生は
届﹃
けあ
がけ
出ま
さし
れて
たお
６メ
ヵエ
月〜
未満
で
児中
▼央
申図
し書
込館
み児
⁝童
２書
月コ
２ー
日ナ
出ー
︑
正午までに保育課へ提出して
ひつじの本
ください︒
︵保育課︶
児童書テーマ展示
︵保
大険
久相
保談
青所
少年センター︶
社会

ただぐことになってい季子︒

プロやパソコンが使える人は︑

して雇用し求す︒登録か希望

償却資産とは︑土地・家屋

場︑事務所︑商店︑医院︑飲

ご協力ください

以外の固定資産のうち︑事業

ｏ男子２等陸幸海士・︷禾Ｔ

▼種別・受け付け・対象・・・

自衛官の募集

︵職員課︶

その旨も覆歴書に明記してぐ

館展示集会室とロビー︒

日
を6
調査
日︑
とし
︑９
製造
業Ｉ午後
2
日期出
午て前
時

▼期間・・・１月24日困〜

の実態を明らかにするため︑

し未了︒見に来てね︒

製造業に属するすべての事業

所を対象に︑﹁工業統計調査﹂

園児の絵寝影を展示
か実施に荼す︒この調査の秘

得税法の規定による所得の計

に使用しているもので︑その

する人は︑市販の履歴書に必

こども展

ださい︒

食店など︶の用に供している

7447︶へ電話か来館で︒
年金や健康保険などについ
大久保青少年センタ人豊44・
て︑襲探険相談専門員が相
・：山西重男疹ん▼申し込み・：
談に応にます︒
伴可︶▼参加費⁝無料▼指導
▼とき・ところ・・・１月Ｈ日
員・・・25人︵先着順︒保護者同
廊＝小倉公民館︑１月25日宙
内在住の小学３年生以上▼定
＝広野公民館︒いずれも午後
堡﹃少年センター▼対象⁝市
Ｌ時〜４時︒︵福祉年金課︶
時半〜ａ時半▼ところ・・大久

市立幼稚園

減価償却額が法人税禿陛所

４
国時
では
▼︑と
毎こ
年十
ろ二・
月・
三十
・
一中央公民

の場合は１月26日出︶︑午後６

算上︑損金や必要経費に算入
鳶笞べき性格のものをいい
毒司例えば︑次のよラなも

回数 定貝
(回) (人) 受講料
(円)

中︶が原因です︒

c時間はいずれも午後i時半‑
4時。
○医師・歯科医師による(ISSIJ相談も受け付けます。
○ストレッチ体操第z回)・試食(第5回)も行います。

にずつ進行します︒働政盛り

あります︒健やかな明日︵老

は︑老齢期への曲がり角でも

後︶か迎えるために︑今から
屈康″を考えましょう︒
▼日程・内容⁝左表のとお

こどもたちへおしらせ
・：大久保青少年センター︵S

の交付・修理申請には印鑑が

間の活用︑創造

豊かな牛活か遥るため︑時

性や工夫か垂一か

す学習をしまし

▼日程・内容

▼ところ⁝広野

・・・下表のとおり

公民館▼対象⁝

市内在住で50歳

までの女性▼定

員⁝30人︵先着

パッチワークで小
物を作ろう
①型紙､裁断,縫う

必要です︒現在補装具盈便っ
ている人は︑必ず補装具を
持参してぐださい▼相談料・：
無料▼問い︷Ｂせ・・・福祉年金

︵福祉年金課︶

課障害福祉係︵内線３３５︶
へ︒

市民かるた大会

▼とき⁝１月27日面︑午前
９時半受け付け▼ところ⁝西

1/I8(i}家庭に病人がでたら
1/23團 体の動かし方

順︶▼材料費・・・

1000円▼保

３ 2/12(幻

44・7447︶へ電話か来館

宇治市成人式
▼とき・：１叔叔繭︑午
後Ｏ時半Ａ時半▼ところ
・：文化センター大ホール▼
内容・・・○記念式典○記令蚕
画＝記念トーク﹁もっと大
きな枝になれ／﹂桂小枝さ
ん○特別企画＝ゲーム﹁引

小倉コミュニテ″センター▼

家庭看護講習会の日程・内容

育⁝２歳以上の

装いのおしゃれの 成安女子短期大学
専任講師
ポイント
川中美津子さん

この欄に掲載するお子さん（2
年１月生まれ）を募集しています。
今月19日までに広報課へご連絡く
ださい。

っぱれ引っぱれ赤い糸﹂と

級別⁝ＡＴ経験者︑Ｂ級＝

2/6 HO 病人の食事と薬

ゆかちゃんとかずきくん、二人
とも、とっても元気ですよ。

﹁はたちＤＥビンゴ﹂▼対

2/2(X*)老年期の理解（老人のからだ）
2/27團 老年期の理解（老人のこころ）
3/6(*) 老人に起こりやすい病気とその看護
3/8ti) 寝たきn老人m‑ii(I)

２ 2／8(4) 午前10時
〜正午

たこづくりと

で︒︵大久堡﹃少年センター﹄

おはなし会

▼とき・・・１月23日團︑午後
丿時半〜４時▼ところ：大久
保青少年センター▼対象⁝幼
児から小学校低学年▼参加費
・：無料▼申し込み・・・当日直接
会場へ︒
︵大久保青少年センター︶

親子天文教室

初心者︑ｃ級＝小学校低学年

ＯＡ講座の日程・内容

・ 14①
象・：昭和45年４月２日〜46

▼参加費・・・高校生以上＝５０
０円︑小・中学生＝300円

家庭看護講習会

1/3CI(幻 体のふき方

婦人学級日程・内容

高齢者福祉課栄養士

天体観察をしたり︑お話を

︵社会教育課︶

2/13伽 復習と反省

人生70万時間
大阪大学教授
１ l/2叫 午前9時半
〜正午 脱専業主婦の時代 白樫三四郎さん

たこあげ大会
伝統的なたこを作って︑あ

▼とき・・・１月27日面︵雨天

げます︒賞もあり康す︒

の場合は２月３日面︶①たこ
づくり＝午前９時半〜正午②
たこあげ大会９午後１時半〜
４時▼ところ⁝①大久保青少
年センター②木津川堤防︵城
陽市内︶▼対象・：市内在住の
小学１年生ト中学生▼定員・：
30人︵先着順︒小学１・２年生
は保護者同伴可︶▼材料費・・・

へ︒

・・・社会教育課︵内線４〜︶

寝たきり老人看a
（ 2）

3/i邱

同

正しい看護方法を知りたい人へ

容

内

月日

つくるために
健康を考える剛
宇治久世医M会
１ 1/23
(*) (特に心臓病を中心に) 小田部柴助さん

H元・12
大久保町平盛
年４月１日までに生まれた

８ 10 9,600

いきいき健康講座
健康を考える(2)
K神f‑t医帥
２ 1/30
困 （現代社会と心の健康）
有八やよいさん

桶谷由佳ちゃん・和基くん

市内在住突▼問毀Ｂｔ

水･土 18:30〜
21:00

健康は丈夫な歯から 宇治久世釧悟師会
４ 2/13
(和
中鵬 順さん
(こわい歯周病)

▼とき⁝１月19日出︵雨天

14,400

呪万2

生活の中に運動を 京都教育大学教授
３ 2/6
(*) （腰痛を予防しよう） 宮田 和信さん
聞零示す︒

12 20

食生活改善推進彫若葉の会」

５ 2/20 若さを保つ食生活
(水)

健やかな明日を
師
講
容
１００円▼指導⁝岩村実男さ

14,400

水･土 18:30〜
21:00

いきいき健康講座の日程・内容

ん▼持ち物・・・昼食▼申し込み

9:30〜
12:00

※時間はいずれも午後１時半〜3時半

同
③(±立て

５ 2/226B

日

3/20(*l宇治市の寝たきり老人施策

安田康子さん

②キルティ'■■グの仕 方

午後1時半
.
3時半

2/mi)

４

８ 20 9,600

2／3〜
4／21

2/8 a) 手当てについて･排せつの世話

座

講

容

内

時間

月日

回

12 20

帽励

ワープロ(中級)

帽ふ

13:00〜
15:30

パソコン(初級）

日

ワープロ（中級）

曜日 時間

期間

講座名

り
よ
だ
E5c
rfJ｀
i台
宇

内
回 月日
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