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平成２年中火災・救急統計まとまる

火災

ど︑火の取り扱いの不注意に

や石油ストーブによるものな

ｙストーブは折でに可燃物が

は︑必ずガスコック忿閉める

その場を離れない︒離れる時

▼天毫刄瘍げている時は

ないか確かめ︑安全な場所で

よ呑火災も︑毎年発生してい

れらのものについても︑今一

使用する▼石油ストーープｔＲ

ます︒日常取り扱っているこ

防げません︒家庭や地域で次

度次の点に注意し︑大切な命

りの協力がなくては︑放火は

のこと衆心掛け︑放火させな

火したまま注油しない︒

放火が増加
昨年︑市内で起こった火災

や財産を︑火災から守りまし

人権擁護委員決まる

識見が高く︑人権擁護への

人権擁護委員は︑人格・

おり︒人権に関することは

貪呆市の委員は左表のと

付されました︒その九人を

〜人権に関することは気軽にご相談を〜

理解が深い人の中から︑市

気軽にご相談ください︒

時まで︑宇治公民館で実施︒

曜日の午前十時から午後三

なお︑相談は毎月第一木

長が推薦し︑法務大臣が委

嘱するもので︑任期は３年

各委員の自宅でも︑随時相

▼段ボール箱や紙くずなど
救急

本市には丈の人権擁護

談に応じています︒相談は

です︒

療機関へ搬送した患者のうち

が満了した九人のうち新任

委員がおられ来ふ︑任期

い環境づくりを進めましょう︒

置しない▼暗がりや物陰は放

燃えやすいもの夕家の外に放

い︑面白半分の﹁無差別放さ

火魔の狙いどころ︒夜は家

た︒最近︑明らかな動機のな

が全国的にも増え︑社会問題

の周りを明るくする▼外出・

また運ぶ必要がなかった不搬

無料で︑個人の秘密は固く

新民生委員・児童妻員に

嘱状が伝達されました︒

委嘱された人は次のとおり︒

任期は平成四年十一月三十

清水桂子︵宇治蔭山68の

▼小倉地区

日までです︵敬称略︶︒

ム社書店﹂で

池44の24︑豊22・4404︶

野村喜代美︵小倉町南堀

▼西小倉地区

88．容23・3675︶

連絡所﹁オー

小倉地区と西小倉地区で

欠員となっていた民生委員

︵福祉年金課︶

の14︑豊22・3099︶

河合岩郎︵小倉町山際４

地区の市役所

転に伴い閉店したため︑同店向かいの﹁オー

た﹁フィーリングショップあらき﹂が店舗移

近鉄大久保駅東側で連絡所業務を行ってい

大久保・広野

児童委員の後任者が決まり︑

五ヶ庄大林43の１31−8532

︵市民課︶

います︒引き続き︑ご利用ください︒

ム社書店大久保店﹂︵広野町西浦︶で業務を行

宇治市・市教育委員会︒

宇治市企画課企画係︵〒611

広野町寺山53の３43−2689

藤原了孝

になりつつあります︒特に︑

依然︑多くの

守られます︒

不搬送が

一人か殴く八人が再任され︑

武治宇治宇文字ｎの1221−4611

再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆

︵企画課︶

里握琶33︑内線２３６︶︒

福島秀次

就寝前には戸締まりの徹底を

この程︑九人に委嘱状が交

谷口

▼不審な者の出入りについて

送も数多くありました︒救急

定治 木幡平尾i7の63 32−6620

人目に付きにくい建物の周り

車の台数には限ひがあります︒

伊勢田町毛語40 41−7260

柴田

に置いてあるダンボール箱な

タクシ上

稔

︵広報課︶
また︑交通事故が多発してい

木幡熊小路４の８31−8489

北川

厚生大臣・京都府知事の委

井戸田侃

高齢化社会が急速に進展し︑

る今日︑傷病者の一層の増加

43−7723

は隣り近所べ井一いに注意侃
火災はふとし

継続

木幡檜尾32の１ 31−8792

ど燃えやすいもの︑また単車

近年︑多く発生しています︒

きる程度の軽い傷病者は︑救

急車か莉用しないぶつにし︑

が予想されます︒

本当に必要な人が必要な時に

解と協力を心掛けたいもので

利用できるぶつ︑お互いに理

消防本部では︑皆さんの求

す︒

る講習心一を開いています︒応

めに応じて︑応急手当に関す

急手当などの訓練をされる時

問い合わせください︒

は︑最寄りの消防︵分︶署へお

︵消防本部︶

見出し紙をはること︒

③点字作品は墨訳すること︒

の住所・氏名・電話番号を

④他薦による応募は︑推薦者

明記すること︒

︿募集期間﹀

４月１日囲〜５月31日胞

羽拍子町22･

や乗用車などに対する放火は︑

た油断から

︿作品の規格﹀

るか製本されたもの︶か単

①原稿作品泉は雑誌︵ぶじ

行本として印刷されたもの︒

︵当日消印有効︶︒

②原稿作品は︑４１０字詰め
原稿用紙︵Ｂ４縦書き︶に

東
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な紫外線が地表に降り注ぎ︑

オゾン層が破壊されると︒

れる二酸化炭素な芦券減らす

自動車や工場な点匹排出さ

温暖化夕防止するには︑まず︑

の寄与率は︑左図のとおりで︑

の一因となっていまず︒

倣ｐれる合成洗剤な芦も︑そ

行していまず︒毎日︑家庭で

能力が︒限界沁怠え︑汚染が進

などの汚濁物質により︑その

立木も枯らす酸性雨

大きな影響が出ています︒

ったり︑私たちの飲料水にも

が発牛Ｕ︑魚などが犠牲にな

その結果︑湖や海では赤潮

ことが︑第一課題となってい
ホヂ︒

温暖化が進むと・：

まず︑海水面上昇の問題が
あ皇子︒
地球の平均気温がＩ・五〜

それとも⁝

主体性のない人が狙い目で︑

考え方に影響されやすく︑

である先物取引を徐々に勧

って︑こちらの本当の目的

難しいですからねエ﹄と言

悪質業者の手口の全容

銀行や証券会社で不愉快

した﹂

あなたは狙われるタイプ？
臥鴫習

このような人には︑主体性

と︑硫黄酸化物や窒素酸化物

や石炭などを燃料として使う

みに﹁かつけ話﹂に引き込

などに名忿借りて︑言葉巧

海外先物取引や証券取引

をけなして︑銀行離れをさ のです﹂

最後には︑互いに銀行など 思わせ︑契約させて１ 承っ

々に話全易せてぃ孝柔ｙ︒らなければいけないぶっに

い出し求心で︑そこで徐 主婦が財産管理の実権を握

人は︑銀行などの悪口を言 事ですよ﹄なμと言って︑

未了︒すると︑このよシな の財産管理は︑奥さんの仕

をほめることか兵寧始め 手か主婦のときには﹃家庭

ります﹂

い﹄と言ってぐることもあ

人には︑内緒にしてぐださ

こるか︑自分の方から﹃主

人は' ｔｊ主人に相談するど

めてい孝示ｙ︒このよシな

な思いを経験した人

といった汚染物質が︑大気中

み金銭をだまし取ったり︑

せ︑こちらの契約にもち込

﹁まず︑銀行や証券会社 を痔たせる話をし未了︒相

の膨張や一部の地域で氷が溶

に排出脊誓子︒これらの物

ＮＴＴや消防署の職員など

才︺
︑輿￡≪

けることで︑海水面が〇・二

質は︑化学反応を操り返し︑

と身分か偽って物品を冒ｂ

工場や自動車などで︑石油

王・一メートル上昇すると

最終的には︑酸性の雨となっ

んでい章示す﹂

ずと言っていいほど︑ヘソ

三・五早責12 だ場合︑海水

言われています︒仮に︑海水面

て︑再び地上に降ってきまず︒

せるなべさまざまな手口

一明るく︑おしゃべり好き

クリなりまく活用ずる方法

植生か変え︑世界の農業など

変わる手口

らの勧める利殖方法につい

いることを聞き出し︑﹃銀

しながら︑ヘソクリをして

を探してい未了︒世間話を

品を変えて︑契約に誘い込

それに合わせて︑手を変え︑

の性格などか巧みにつかみ︑

話をしている間に︑皆さん

このふつに︑悪質業者は︑

して︑皆令忿渦約に誘い

﹁このよラな主婦は︑必

込むのでしよ烹一一︒警察に

もフとしているのです︒

一方︑北アメリカなどの針

この告白にあるタイプの人

被害に遭っているのは︑

治振興課内 内線38

ます︒もちろん︑こちらの

だけとは限りません︒

方がいいですよ﹄と話をし

本心ではありません﹂

﹁そこで︑﹃でも︑株は

皆さん︑ご注意か７・

相談はお気軽に消費者

消費者に関する苦情や

譲りたい譲ってほしい品物は登録を

﹁素朴で︑他人の意見や

人

一都会に出てきて間もない

ってぐることもあり水子﹄

の方から契約に積極的にな

もらＩ子︒むしろ︑本人

と︑何の疑いもなぐ信じて

ら︑いろいろ説明していく

﹁世間話をした後︑こち

人
″パや北アメリカでは︑既に

行に預けるより証券会社の

これは︑日本などへの輸出用
一利殖に関心の強い人

葉樹林も︑良質パルプの原料

5︶
このよシな被害が出てい未丁︒

て︑こちらに都合のいい新

こんな人たちでした

がＩメートル上昇すると︑東

これが︑酸性雨です︒

で消費者公弩悪質商法は︑

で︑人をあまり疑わない

相手によって

京の下町の大部分は︑海水面

酸性雨は︑岡原酸性にし

まだまだ後を絶ちません︒

に大きな影響を与Ｉチ︒

一ヘソクリをしている主婦

より低ぐなってしまい水子︒

て魚などぞすめなぐし︑木を

悪質業者は︑どのぷつに

地球の温暖化は︑ほかにも︑

枯βしてしまい未丁︒ヨーロ
図温室効果ガスの温暖
化への寄与の程度
︵ハンセンによる︑一九八八︶

検挙された悪質業者自身の

生活相談室︵市役所自
温室効果ガスには︑二酸化

としで伐採するのをはじの︑

興味忿ふじゃすく︑もシか

って牛活のよ９どころであり︑

な芦として伐採され︑急激に
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その破響尻た所から︑有害

か次々に破壊してしまい未丁︒
れていた塩素が︑オゾン分子
分解され季ｙ︒そして︑含ま
達し︑そこで紫外線か溶びて

地球は︑豊かな緑やきれいな水に恵まれ︑私たち人類
フロンは︑大気中に放出さ

をはぐくみ︑その発展を支えてきました︒そうした﹁人

れると︑徐々に成層圏にまで

類る共
通のふるさと﹂である地球の環境が︑今︑重大な危
破壊され
と⁝
オゾン層
機がに直面し︑世界中で大きな論議を呼んでいます︒
ゾン層の破壊日
が進
んを
でい
卓子
本
は
じ︒め︑先進各国では︑豊かな社会を維持する
たフロンな
によ
︑こ
のな
オ 資源やエネルギーを消費した結果︑大気や
たどめ
︑り膨
大

水などを汚染してきました︒素晴らしい自然環境は﹁未

ところが︑今︑人類が作っ
宙服なのです︒

来からの借り物﹂です︒私たちは︑汚れた環境をもとの

季ｙ︒いわば︑地球を守る宇

射剤︑冷蔵庫やクーラーなど

整髪料などのスプレーの噴

じですか︒

ところで使りれているかご存

きれいな姿にして︑未来へ引き継ぐ責任があるのです︒

が及ぶこと忠心い夕λてい・
をはにゐとする生物に︑影響
とんどを吸収し︑私たか人間
に含書れる有害な紫外線のほ
このオゾン層は︑太陽光線

オソン層があり季ｙ︒

洗浄剤といったぷつに︑牟吝

の冷媒︑電子部品などの脱脂
穀物や生物に大きな影響を与

フロンが
オゾン層を破壊

の上空に広がる成層圏の中に
地表から一万メートル以上
のいろいろな場面でフロンは
俵Ｍているのです︒

えると言われてい未丁︒
ところで︑フロンがどんな

進行する
地球の温暖化

聞や雑誌の記事奮見せなが
マレーシアなどの熱帯林が

炭素をほじめ︑メタン︑亜酸

﹁このタイプの人は︑自

る話には︑すぐのって孝ま

分の知らない利殖方法にも
減少する面積は︑世界で毎

当する千百三十万ヘクタール

年︑日本の本州の約半分に相

によるものです︒

悪質業者の告白

告白奎聞いてみましよう︒
大気や地表にとμ漢る熱が増

今︑急激に減少してい未了︒

森林破壊も拡大
地球の温暖化が進んでいま

え︑地球が暖まるのぶｙ︒

化窒素︑フロンなどがありま

ずにいると︑二〇三〇年には
世界の平均気温か︑約︒一・五

す︒それぞれの地球温暖化へ

焼政畑による農地の拡大など

〜三・五度上昇し︑私たちの

病んでいる地球

牛活に深刻な影響が出ると言
われてい未了︒
どうして

地球の生物種の約半分が生息

地球が暖まるの？

すると言われているぶっに︑

た︑私たちの牛活に︑大きな
人類の活動が拡大するにつ

川や海には︑もともと︑水

Ｏ頌詞包装はやめましょう

恵み舎Ｔでぐれてい季ｙ︒
れて︑私たちの牛活を支える

を浄化する能力がありまず︒

熱帯林は︑現地の人々にと

地球の温度は︑太陽から降

地球の環境がおかＪ)Vなって

にむ蓬していまず︒

万注ぐ日射と熱と︑地球が宇

きていまず︒これが︑地球の

その面積夕減少させてい乖ｙ︒

河川・海洋の汚染
宙に放出する熱とのバランス

生物の宝庫でもありまｙ︒ま
オゾン層の破壊や地球温暖

しかし︑大気中には︑地球

によって定まってい未了︒

しかし︑牛活排水や工場排水
が放出する熱夕封じ込める性

き合っていく方法を見付け

化のほかにも︑たぐさんの問

で、まず地球の環境問題を

質か痔つ心室効果ガス﹂が

大きく改善されるのです。

題が発生してい求ｙ︒

レーな芦夢碑わないぶフ

みんなで地球に
やさしい行動を
地球環境問題は︑広い地球

石油ファンヒーター︑ガス

焼き器︑ギター︑ピアノ︑

医療用べｙヽ作敷物ヽひ

学習机︑英会話カセ″ト︑

編み機︑ズボンプレ″サー︑

留守番電話︑編み機︑ゴム

リサイクル情報センター

センター穴三月三十日出

湯沸かし器︑石油ストーブ︑

な段︒

市では︑リサイクル情報

まで開設しています︒譲っ

ベピーベ″ド︑ランプ︑卓

自転車︑双子用ベビーカー︑

球台ヽ即ざヽ脚立ヽ足踏

てほしい・譲りたい品物が

みミシン︑一輪車︒

あれば︑電話かはがきで︑

さい︒現在登録されている

センタトまで登録してくだ

冷蔵庫︑カラーテレビ︑オ

セミダブルベ″ド︑妬︑

︵譲りたい﹀

﹄

品物は︑次のとおりです︒

にしましょう︒

︿譲ってほしい﹀

︿エコマーク商品を暮らしに

の中で︑徐々に深刻化してい

生かそう﹀

ーブントースター︑冷風扇︑

つ工場などでフロンを祀わ

食器洗い機︑三輪車︑幼児

求Ｋ被害が現実のものとな

本棚︑食卓セ″ト︑洗濯機︑

用四こま車︑ベビーたんす︒

︒応接セ″ト︑整理たんす︑

カラーテレビ︑ワープロ︑

エコフークとは﹃私たち
の手で︑地球蔵環境を守

オーブン電子レンジ︑パン

ないぷつにしましょう︒

るコ﹄とい之選宕を表し

ってからでは︑手遅れになる

た︑環境保全に役立つ商品

︿地球の温暖化を防ごう﹀
Ｏ自動車の利用をできるだ

恐れがあり未了︒

け控えましょう︒

に付けられるシンボル了︒・

内線385

良好な地球環境を︑私たち
の子孫に引き継いでいくため

クです︒現在︑家庭習署

Ｓｊ

こ曖房は適温で上手に管

ｙダＥ
理しましょう︒

課内22‑3141

す︒このまま何の対策もとら

と、何か途方もないことの

環境問題です︒

課題です。

あり︑この濃度が増えると︒

ち一人ひとりが、自分の生

開設中
には︑国はもとより︑息居︑

ター市役所自治振興

亜酸化
窒素
企業︑私たち一人ひとりの立

リサイクル情報セン

みんなで守ろう地球の環境
素晴らしい自然は未来からの借り物

暮らしの情報

行動しようｰこれが今、
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1991年（平成３年）
り

よ
だ

政

ましょう。

◇

いつも湿っていて︑栄養たっ

細菌にとって︑乾きにＩ

のが使いやすく思われ未丁︒

持ちやすく︑水切れのよいも

かく︑適当にコシがあるもの︑

ろ使いにくく︑ふっくら柔ら

ち岳える手間がかかり︑ひし

常の食器洗いに便うには︑持

用途に<ｉａＱ＾たものは︑日

◇

ました︒

類が出てい求心で調べてみ

用途に合わせ︑いろいろな種

とすのに便利なスポンジ類︒

茶わんや皿の汚れか呪い苓

持ちｓ‑すいものを

コシがあり︑

スポンジ

いｅ.れておくとよいでしょう︒

うにするには︑日ごゑ鰐便

正しく認識し、地球と仲良くk

ぷりのスポンジは︑とてもぶ１１
みよい巣になり未了︒

Ｏせっけんを使いましょう︒

雲ｙｐしに生かして使いま

まず︒エコ了︲ク付鹿四品

五十五商品に付けβれてい

中心に︑三十一品目︑九百

ご廃油は流さず︑新聞紙な

しょう︒

︿川や海をきれいに﹀

どに吸わせてゴミ箱へ︒

しょう︒

Ｉ伊化槽は正しぐ管理しま

考えればもっとあるはずで哭

これらは︑ほんの一例で︑

・古紙や空きビン・空き缶

︿限られた資源を守ろう﹀

とにかく︑できることから

して︑奎わりのみんなに広め

今すぐやってみましょう︒そ

などの回収に協力しまし

Ｏ電気製品の使用やコピー

︵自治振興課・環境保全課︶

ましょう︒

ていないものがあります︒ま

などは最低限にしましょ

た︑透明のものと色付きのも

ずれも︑普通のポリエチレン

中の状態がわかりやすく︑い

のがあり︑透明のものの方が

で︑普通のポリエチレン袋と

状態を調べてみました︒

比較して︑野菜や果物の保存

◇

間内であれば無条件で解約

解約通知は

確実です︒

内容証明郵便が

左記を参考に

お書きください︒

チ商法では十四日以内︶︒

グーオフ制度が適用されま

▼次の握には︑クーリン

せん︒

われてい求了︒また︑地質

量が﹁既発見埋蔵量﹂とい

﹁可採年数﹂とは︑確認埋蔵

年といわれています︒この

油可採年数︶は︑約四十四

①消粍品を目分の蜃Ｊ

学的見地から推定した︑未

量か前年の世界の生産量で

てい卓子︒その内︑石油輪

ルの原油の存在が確認され

まず︒・

ツトル︶あるといわれてい

数を見ると︑中東︵六三％︶

＝百十一年︑中南米︵一三・

九乙︱五土︿年︑共産圏

︵九・一石Ｔ十五年︑アフ

リカ︵六・三り︶＝三十一

年となっています︒

認

場から︑今すぐ取り組み夕始
めることが大切です︒
︿オゾン層を守ろう﹀
Ｏフロンタ便っているスプ

乾かすことを習慣にして︑い
つも清潔なものを︑気持ちよ

◇

袋よりも価格が高いものが多

鮮度保持の効果は︑銘柄に

くなっています︒

よる差はほとんどなぐ︑短期

▼クーリングーオフとは︑

訪問販売法で指定された商

品や役務︑権利奎購入した

通知は︑書面で行わなけれ

▼販売業者に対する解約

できる制度です︒

ばなりません︒

握Ｒそれが本当に必要か

味の低下やビタミンの減少が

直す﹂期間か設け︑この期

μ旨示﹁頭を冷やして考汽

−

発見の埋蔵量を加えたもの

シエて在四地域の可採年

一九八八年の確認埋蔵量

割った数値です︒

レル︵約三千二百億キロリ

といい︑現在︑約二兆バー

を﹁究極的な可採埋蔵量﹂

は︑八日間ありホヂ︵マル

▼クーリングーオフ期間

避けられませんので︑なるべ
く早く使いきるぶつにしたい
ものです︒

・石油
酢顎託言

なるほど・ザ

出国機構︵ＯＰＥＣ︶諸国

原油埋蔵量
この確認埋蔵量とは︑探鉱

﹁確認埋蔵量﹂で不され未了︒

が約七五％衆﹇﹈めでいまず︒

その②

や試掘で存在が確認された

現在︑世界の原油寿命︵原

石油はなくなるの？

あと44年で
油田含征に︑現在の採油

までの原油生産斑を加えた

金

口掻

ーレポート

︵自治振興課︶

倒参照・石油情報センタ

いよう努めたいものです︒

大切にし︑無駄使いをしな

ょう︒一人ひとぴが資源を

実になぐなってしまうでし

けると︑数十年後には︑確

一掃一です︒この幸ま使い続

しかし︑石油は限られた

はありません︑

でなくなってしまうわけで

ずしも原油があと四十四年

安となる数値であって︑必

ですから︑その時点での目

に伴い︑変わっていくもの

の向上︑原油需要量の変化

油田の発見や原油採掘技術

可採年数は︑ふ築の新規

︵自治振興課︶

用目動車はでWiiifiん︶

権利︵指定されていてな栞

③指定外の商品・役務・

引の握−

②三千円未満の現金取

妊具などは使った分だけ︶

で使った握に︵化粧品や避

返

調査した保持袋の材質は︑
全部ポリエチレン製で︑野菜
や果物夕ほだかのまま入れ︑

間の保存では︑普通のポリエ

突刄扱き︑ロか閉じて使う
ぷつに表示してあるものがほ

方奪恚のがよいでしょう︒

なるので︑それに応じた使い

保存に溺ずる温度や湿度が異

野菜や果物の種類により︑

ぷつです︒

チレン袋との差は︑特にない

とんどでした︒
保存場所として︑冷蔵庫を
指定しているものと︑指定し

消費者コーナー

石油は︑無限にあるもの

確認埋蔵量とは
ではなぐ︑限られた天然資

全体で︑一体μ抗だけの原

源の一つです︒では︑地球

油があるのでしょラか？

クーリング
この確認埋蔵量に︑今日

原油の埋蔵量は︑一般に︑

上手に利用しましょう
技術と採算上において生産
可能な原油の量奮ふしたも

ﾘ§
L≒とj，１

く使･cｖＡｎにしましょう︒

ふきん
いつも
清潔にが⁚
台所で使うぷきかは︑

む︑敷くなど︑いろい会俊

ふく︑かぶせる︒つかむ︑包

目をし季ｙ︒種類も︑昔なが
らのさ５しの綿︑タオル地︑
混紡な芦ぷあり︑大ぎご蚤
ちまちですので︑使いやすさ

◇

を調べてみました︒
◇

実際に使ってみると︑やは
り︑水牽よく吸ラものがよく︑
洗って丈夫なことやふいた後
ケバがつかないこと︑しなや
かでなじみやすい生地のもの
が︑使いやすいふきんとして
挙げら元未了︒
また︑ゑＷんは︑食べ物と
切肛離せないものですから︑
蛍光増白剤が便われていない

使った後は︑せっけんでよ

もの夕便いましょう︒

ぐ洗い︑十分に太陽に干し︑
清潔を心掛けたいものです︒
−自︱11111111

鮮度保持袋
種類に
合わせて・：
野菜や果物は︑保存に心遣
いが必要で︑上手に保存でき
れば大変璽宝します︒︿﹁鮮
度保持戸が出回っているの

・オフ

(商品購入の場合)

暮らしの

″ジ式のものとがあり求ふ︑

ように思われがちですが、私大
使った後は︑熱湯か石け︒
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消費生活モニター試買調査結果から

樹脂倣筆の穂先の形にした
もので︑比較的コシがあり︑
筆になじみのない人で'Ｓ＆き

毛筆や新毛筆は︑特殊ナイ

やすいぷつです︒

ロンなどを筆のぶつに東ねて

ける︒筆ぺｙを莉用する人

方に差があり︑墨の保持期間

人によって母男︒力の入れ

地域で、職場で、そして家腱

﹃か剛
詣靉
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活を少し見直すだけで、それ1;
1

買い物は確かな目で

市消費生活モニター活動の一環
として試買調査を実施︒その結果
の一部をお知らせします︒これは︑

何げなく使っている︑身近な日用

公のテスト結果ではなく︑日ごろ

近い書座作がしぎ子︒習字の

作ったもので︑太物の毛筆に

品について︑モニターが日常生活
心得が少々あれば︑案外書き
やすいのではないでしよシか︒

が多いぷつです︒最近は種類

使い捨てのものとカートリ

も増え︑価格にも幅があるの

は一定しませんでした︒また︑

シようです︒手軽に書け５よ

関係なぐ︑それぞれ微妙に違

で︑実際に書いて調べてみま

◇

書参やすさは︑価格にあまり

私たちに求められている大き4

した︒
◇
軟筆は︑スポンジ状の軟質

1

地球的規模で考え､一足元かを

で使ってみた感想や使い勝手をま
とめたものです︒

筆ペン
ポイントは
書きやすさ
筆書きに似た字か壬ｔに書

各グループが熱心に調査した結果
を報告︵昨年11月26日︑モニター調
査発表会で︶

1

リサ
イク
ル情
報セ
ンタ
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式
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「地球の環境を守る」と言う

︲

Ｉ

−

エコマーク

﹁生きることと学ぶこと﹂＝滋

あてに︑就学通知書欠郵送し

入掌右児童・牢徒の保護者

今年四月に市立小・中学校へ

登録者を募集

箆琵琶45︑内線４６４︶へ︒
郵送可︒︵教育委員会戮諌︶

指名登録業者の受け付け
平成3年度

２月12日出から

２月18日側から

○直前２年の各営業年度に

○宇治市税夕濡納している

営業実績高のない人

人

詳しぐは管財契約課契約係

︵管財契約課︶

︵内線２７４︶へ問い合わせ鴛

ボランティア活動振興の

ための財源として︑市社会

福祉協議会と市ボランテ″

ア活動推進協議会が造成し

てきた﹁宇治ボランティア

基金﹂が︑目標額の一億円に

達しました︒これを記念し

﹁ボランティアと市民のっ

刄市襲獄祉協議会では︑

芦なたでもご参加いただ

どい91﹂を開催し示ｙ︒

ださい︒

け求心で︑多数ご来場く

１時半〜４時

▽とき・：２月24日間︑午後

ホール

▽ところ・：文化センター小

講演﹁人生ってささえあ

▽内容・：①記念式典②記念

いっこ﹂＝俳優・世田谷ボ

ランティア協会理事長・

牟田悌三さん ・

▽入場料⁝無料

協議全一︵容９９

・5650︶

▽問い合わせ⁝市社会福祉

へ︒ ︵社会福祉協議会︶

選挙管理委員会から

てい車ふ︑今回選挙啓発

員会から希望者に送付され

どでは︑京都府選挙管理委

は︑国会議員・知事選挙な

派を記載したこのお知らせ

年月日・年齢・性別・職業・党

立候補予定者の氏名・生

希望される人に郵送にぶ予︒

を発行︒視力に障害があり︑

字による﹁選挙のお知らせ﹂
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