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﹁紫式部文学戸の受賞作

の推薦期間は︑五年四月一日

学作品です︒また︑候補作品

行された︑女性作家による文

︵昨年１１月８日︑文化セ︑ｙター︶

です︒

平成九年二月二十五日まで

が同意されました︒任期は

歳︑再任︶夕選任すること

美雄二さん︵開町・六十七

新美雄二さんを再任
水谷光孝さん
公平委員に

一月二十五日に開かれた

市議会十二月定例会で︑任

期満了に伴い︑公平委員に

水谷光孝令几︵大久保町北

ノ山・六十歳︑再任︶と新

栞薬局(宇治小学校西)／手芸とカメラのマツモト(御
蔵山商店街)／宇治書店(宇治橋通り商店街)／酉小倉
コミュニティセンター／富士書房(近鉄久津川駅前)

４華やかに行われた受賞式

左表のとおり

︹選考委員︺

宇治市企画課企画係

︹送付・問い合わせ先︺

せる機会です︒ぜひご応募ぐ

の意見を又学贋｀考に反映さ

項

ださい︒

募集要

︹定員︺

10人︵応募多数の場合抽選︶

市内に在住か通勤・通学し

︹対象︺

ダンス・ウィズ・ウルブズ

も︶・住所・電話番号・生年

品は︑市民の代表や全国の作

閑から三十日廊までです︒

︹応募方法︺

ている16歳以上の人

官製はがきに住所・氏名・

年齢・電話番号・性別・職業

︵学校名︶を書いて︑宇治市企

画課企画係へ

︹応募期間︺

２月26日胞︵必着︶まで

︹その他︺

（主演 ケビン・コスナー）
（監督・主演 ケビン・コスナー）
上映：午前10時半〜午後Ｏ時16分llSIS農上映：午後Ｏ時26分〜３時27分

再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆

推薦人に選ばれた人には︑

記念品か差し上げます

3/14(日)文化センター大ホール

月日・性別・勤務︵通学︶先
羞びた表紙を付け︑ひもで
綴じること︒原稿には通し番

②雑誌・単行本は︑別紙に

号を打つこと

①の項目を書き添える︒雑誌
な戸ほ︑応募作品の個所に見

③点字作品は管受字にす

出し紙かほること

④他薦による応募は︑推薦

ること

者の住所・氏名・電話番号を

⑤応募作品は返却しません

明記すること

︹募集期間︺
４月１日㈹〜５月31日圓

副賞30万円

家・出版社な芦から推薦され

市では︑この﹁紫式部文学

た作品の中から︑左表の選考
委員によって決定されます︒

賞﹂の侯補作品を穫薦してい
ただぐ市民代表推薦人蔵次

今年実施する第三回の対象
となるのは︑四年四月一日か

のとおり募集し季ｙ︒皆さん

助
義

市では︑﹁源氏物語﹂宇治十帖の舞台となった宇治市にふ
さわしい﹁ふるさと創生事業﹂として︑平成二年に﹁紫式部
文学賞﹂と﹁紫式部市民文化賞﹂を創設︒昨年には︑第二回

る

れたもの︒日本語の作品に限

ら５年３月31日までに刊行さ

﹁紫式部文学賞﹂の候補作品を推薦する市民代表推薦人を募

受賞作品をそれぞれ決定し︑受賞式や様々な催しを行いまし
た︒今回は︑第三回の﹁紫式部市民文化賞﹂の候補作品と︒
集します︒多数ご応募ください︒
性別︑自薦・他薦は問いません

市民文化賞候補作品

︹作品の規格︺
①原稿作品ヽ雑誌︵訃じる
か製本されたもの︶かホ行本

︹賞品・賞金︺

︵当日消印有効︶

として印刷されたもの

原稿用紙︵Ｂ４・縦書き︶に

︹応募資格︺

ｍ応募の時点で市内に在住

②性別︑自薦・他薦の別は

③応募はよＩ点に限る

①原稿作品は︑題名・氏

ｔａw
名︵ペンネームの場合は本名

受賞者はＩハ以内︑正賞と

新
作か平成４年４月１
日か
間は︑四月一日困から五月三
②原稿作品は︑４００字詰

第三回の候補作品の募集期

受け付けは4/1(木)〜5/31
一発式部市民ス化︸どり
宇治の地域文化倣市民自ら

限る︵ワープロ原稿も同様な

の手で作りあげることを目的

昌努名した人はもとより︑

十一日囲圭飛前回借Ｌｙ︑も
︹
作品の要件︺

とするもの︒市民の手による

ら霜︶

．．

初めての人も︑ぜひご応募ぐ
ださい︒

編な程
要
お︑度
昨年必
は︑三
十九︶
編の

文学恒男研究作品忽鉦と

市に住んでいるか︑通勤また

応募信昭中から︑小寺慶昭

通勤・通学している人
な
どの研究作品︵詩か歌
句は20
さん︵南陵町︶の民俗研究﹁揃

と︑東義久さん︵大久保町︶
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学
作品か︑文学・歴問史
・民俗

二回の受賞作に決定︒十一月
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学 門
助
教
授 職
業
な
ど

市文化センター／市観光協会／観光案内所(宇治橋西
詰・近鉄大久保駅構内)／松下時計店(伊勢田センター
前)／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(棋島紫ケ丘団地i2筋目)／黄

圖璽国]巨匠匝璽亘]

しており︑５募の時点で宇治

は通学してい番人なら︑男女
盈問わず応募で空手一︒ふ￡︑

受賞作品は︑市政だよりで

自薦・他薦の別も問いません︒

に文化センターで︑受賞式が

起の竹
﹁小説
・
山城童
国一が
話
﹂が
・
第 詩歌句な
の
︹応ど
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︺ 文

図書館や公民館などで公開Ｌ

概賂を紹介するほか︑市内の

ます︒

行われました︒
iiiibca
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ｔ項
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受け付けは2/26日(金)まで
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▲第2回文学賞の受賞作は江國香織．
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第2回の受賞作品

(50音順．敬

(〒611宇治琵琶33、登22 ・3141 内線2082)

選考委員
申し込み・問い合わせ先…宇治市企画課企画係

紫式部市民

紫式部文

傘
宇治こころの電話
２４−0800

●毎n 1日･iia･2ia?4行

第980号
(呈7.｀41昌除く毎日午前9時￣午後6時)

〒611京都府宇治市
宇治琵琶33番地

青少年問題の悩みなどお気軽に

1993年（平成５年）２月11日発行(2）
り

よ
だ

吹

ＦＶ

おかしいと思ったらすぐ
消費生活相談室 霖22・3
14 1
相談を
市役所自治振興課内
内線22O3

らし
情報
談室から〜

悪質商法の被害に遭わないために

今回紹介するのは、悪質商法の代表的な手口です。契約をした後でも、万

街で呼び止められて
・●●

。市では、皆さんと共に問題の解決

気軽にご相談ください。

2203）を設けています。消費者

料に比べて安価な点にある
ぷつです︒
しかし︑灯油の原料であ
る原油は限ら元だ資源であ
るうえ︑原油から得られる
灯油の量は︑元の原油の一

暮らしとエネルギー

適度の湿度を

保つ工夫を

ストーブタ便ケ際には︑

四〇％以下だと寒ぐ感じ︑

五〇％以上だと暖かく感じ

恰哲屈のない石油スト

いからです︒

ーブは︑一リ″トルの灯油

が燃焼すると水一リ″トル

分の水蒸気が出るため︑特

に必要はありませんが︑給

排気筒のついた固定式のも

円筒形をしています︒暖め

一般的に反射板かなぐ︑

す︒その際には︑カタログ

る機器忿選ぶことが大切で

つて︑必要な発熱能力のあ

康面かや旱ハ切です︒

要があり水子︒これは︑健

などで適度な湿度を保つ必

石油ストーブ
私たちは︑灯油か夭切に

られた害淵上昇し︑冷た

の鬼哭瘍合には︑加湿器

使ラため︑石油ストーブの

に﹁木造六〜八畳ｍｈなど

一上三％に循策せん︒

選び万などに気を付け石必

い？翫が下降して起きる対

といった表示があるので︑

トーブですが︑選び方や使

広く傅ｐれている石油ス

要があり未了︒

流現象で室内か暖めます︒

うときの湿度などに気を付

機︑大型クーフー︑扇風機︑

レオスピーカー︑食器乾燥

レコードプレーヤー︑ステ

ビデオデ″キ︑毛糸編み機︑

ブ︑エアコン︑除湿機︑ク

接用いず２脚︑電気ストー

事務机︑食堂テーブル︑応

す４脚︑籐の応接セ″ト︑

用︶︑和だんす︑食卓とい
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者コ

暖かいゆ気を対流させるも

の︒石油ファンヒＬ

とかこのタイプに含まれま

部屋の湿度にも気か付ける

消費

１

必要があります︒

ツピング会員券など
●手口

ち消費者も、自ら積極的に行動して

劣い場所などに適して

おり︑最近は︑この型のも

す︒大壹蔀屋や人の出入

イプのもの︒反射板によっ

乃が彗及してきてか求ｆ︒

ます︒これは︑湿度が低い

キャッチセールス

一般家庭で傅ｐれている

て熱盈剛方へ集中させるも

と︑皮膚からの水分の蒸発

問題など、暮らしにかかわる問題は

同じ二〇℃でも︒湿度が

暖房器具のうち︑石油スト

のです︒燃焼部が低い位置

石油ストーブの購入に当

が早く︑体温が奪われやす

バ

ーブの占める割合は九一％︒

にあるので︑座って過ごす

たっては︑まず．使用する

●主な商品・サービス

普及台数では︑一世帯に約

ことの多い和室などに適し

部屋の種類︑広さなどによ

化粧品セ″トーモデル養成・美容サロンーショ

云呂なっています︒この

てい毒丁︒

よう。悪質商法やクレジットカード

石油Ｋトーブの選び方

駅や繁華街などで︑通行人にアンケートなどと言

圧倒的な人気の理由は︑燃

行のものがほとんどで、まだまだ消

︻対流型︼
料となる灯油の価格が︑電

一やアドバイス
甘い言葉を掛けられても︑相手のペースに乗らないこ
と︒わながあなたを待っています︒
うっか狸答えて損之ずることも⁝︒

、毎日、いろいろな情報を得ること

気やガスといったほかの燃

って近付き︑喫茶店や営業所に連れ込んで︑商品売

教育商法

買などの契約を結ばせます︒

●●●

れる﹂﹁志望校別の特別教材
があるので︑合格まで責任を

㎜

相談は、電話でも、来庁でも受け
付けます。お気軽にご利用を！
一おかしいと思った時には、すぐに、市役所の消費生活相談室へご相談を！

必ず志望校に
入れると言われて
●主な商品・サービス
学習教材など

参考にしてぐださい︒

また︑経済性︵耐用年数︑

いすやソファーの牛活が多

石油ストーブの種類

い洋間では︑体の位置が高

持って面倒曹

そこでホヂ︑石油ストー

●手口

の気を引き︑また︑子供の教

けると︑貴重なエネルギー

﹁この教材から学校のテス

と︑家庭での燃料費が節約

いため︑このタイプが適し

燃料費︶や安全性︵排気︑

ブの種類による特徴舎見て

できるのです︒

育を思ラ親心につけ込みます︒

安全装置の有無など︶など

す︒

も重要なポイントとなりま

︻強制対流型︼

てい康司

ファン盈便って強制的に

語︶︑日用大エセ″ト︒

︻放射型︼

機︑電気炊飯器︑ＣＤラジ

亀気ピアノ︑ピアノ︑キー

折紅畳み式ぺ″ド︵病人

■譲ります

市では︑皆さんの家庭で

き機︑掃除機︑ラジカセ︑

カセ︑テレビ︑電気もちつ

一番多く蒙ｐれているタ

みましょう︒

ト問題が出るので︑百点が取

三年間分の教材が一度に送られて参たり︑塾だと思ったら

︷アドバイス

セールスマンがオーバーに説明することがありますので︑注意しましょう︒

・●●

謐

民ってか５も心外一︑引り駅

2月26日(金)まで

教材の契約だっ・たりということがあります︒

かたり商法

公的機関からと思って

消火器・電話機・産制具など

﹁ＮＴＴの方からプ″シュホンヘの切的梅え工

●手口

事に来ました﹂﹁保健所から家族計画のことで来
た衛生指導員で２ なμと︑公的機関や有名企業

加アドバイス

の名牽かたって︑物を売りに来る業者があります︒

服装や話し振りに惑わされないことが大切です︒
契約するなら︑公的機関に問いm＼てからでも
遅ぐはありません︒

安い商品につられて
催眠(SF)商法

リサイクル情報センター

悪徳商法の被害を防ぐためには､知らない人から､電話による誘
は要注意！

「無料です」「必ずもうかる」「あなただけが選ばれた」そんなウマイ話に

いや訪問を受けた時、路上で呼び止められた時などに、まず。その人がどこ

のだれで、どんな目的で近付いてきたのかをよく確かめること、そして、必
要がなければ、きっぱりと断る勇気を持つことが大切です。

冬は︑温かい温泉が恋し
い季節︒そこで︑家庭で簡

効果もあるという︑薬用入

単に混泉気分になれ︑薬用

香りで気分がリラ
浴剤について調べてみまし

布団圧縮

入れが三倍広

ついて︑実際に布団今ハれ︑

メーカーの違う三種類に

りに民るのでしよシか？

？また︑使う時には元通

に圧縮できるのでしＩ７か

句ですが︑本当に三分の一

く使える﹂とい.ｃｖｒvｊｊｃ.文

るので︑押１

分の一に圧縮して収納でき

の圧縮収納袋︒﹁布団を三

つ そうと登場したのが︑こ

れしも思うこと︒そこでさ

をなんとかしたいとは︑だ

押に￥ハれいっばいの布団

用の調査は困難なため︑使

夕たったものでしたが︑効

え症︑腰痛などへの効用を

すべて一楽用で︑神経痛︑冷

調査した商品は十二種類︒

た︒

ックス

布団圧縮収納袋
布団を3分の1に圧縮して収納
使いやすさで選ぼう
［消費生活モニター試買調査から
］

圧縮の程度や使い方︑戻り

情報化社会が進展し、私たち消費者a

具合などを調査してＩＣ

よいのではないでしよシか︒

身心共にリラ″クスできて

った香りの入浴剤を便ラと︑

収れた時などに︑気に入

た︒

い︑などの意見がありまし

あるが効果がよくわからな

のがある︑音の出るものも

与兄る︑香りの強過ぎるも

があり排水が環境に影響を

着色料を便用しているもの

高く毎日は便えない︑合成

しぶし一方では︑単価が

でした︒

スした︑などなかなか好評

香昨かよく気分がリラック

が暖まる︑湯冷めしにくい︑

柔かくなった気がした︑体

便用後の感想は︑お湯が

用Ｓを調べてみました︒

〜消費生活相談室か
た︒

によるトラブル、また、環境問題や健康

問題に関することなら、どんなことで七

に当たるため、消費生活相談室（a内紡

kJゝ
ふ
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−
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イロン刄ｙつつけるものと

ＩＩ．ｊ１１１〜Ｉ︑．ＩＩＳＩ
ｆ
一
■■■
一

イプ︒また︑圧縮は︑いず

たのはクリ″プ棹差便うタ

譲ってほしいもの︑譲り

ンターを開設してい未丁︒

くため︑リサイクル情報セ

チャイルドカーシート︑ベ

ベビーカーＢ型︑ブランコ︑

用自転車︑一輪車︑三輪車︑

自転車︵忌遥機付き︶︑子供

人用自転車︑サイクリング

ボード︑石油ストーブ︑大

クトーン︑ミニサイクル︑

器︑超高速オープン︑エレ

こんろ︑パンこね機︑蒸し

温便座︑電気ポ″ト︑電気

石油温風ヒーター︑洗濯機︑

ガスストーブ︵都市ガス︶︑

Ｉラー︑ルームヒーター︑

一 庭で有効に利用していただ

たいものがある人は︑ぜひ︑

ビーキャリア︑ベビーバス︑

●主な商品・サービス

登録してぐださい︒期間は

療用具など
●手口

一

二月二土︿日廊までです︒

羽毛布団・磁気マ″ドレス・医

客を会場に集め︑日用雑貨品を

ガードフェンス︑ベピーベ
一

一
無料で配るなどして雰囲気夕盛り

海釣り用釣曾

上げ︑興奮状態に陥れて︑最後に

〜２人用︶︑柱時計︑カメ

かばん︑製図板︑テント︵Ｉ

和机︑キャスター付き旅行

籐︵とう︶ござ︑圧力なべ︑

用︶︑収納庫︑卓上ミシン︑

本箱︑電動式三輪車︵障害

き電話機︑床力１ぺ″ト︑

学習机︑留守逗﹃謡機能付

用︶︑︒柔道着︵中学生用︶︑

剣道の防具︵小学校高学年

体重計︑ジャングルジム︑

くゎかりませんでしたが︑

が十分取れるかどシかはよ

重い感じがし康ｙ︒できる

いるため︑どうしても太く

体部分にモーターが入って

また︑電動歯ブラシは本

者用︶︒

慣れてぐると︑短時間で細

だけ本体が細くて軽いもの

でした︒

洗い方で問題はありません

場合でも︑合成洗剤と同じ

また︑粉せっけんを僅コ

がることがわかりました︒

違った自然な白さに洗い上

粉せっけんでは︑それとは

こう︶増白剤によるもので︑

上がりの白さは蛍光︵けい

っていた合成洗剤での洗い

今回の調査で︑家庭で使

ありました︒

がり︑少し使いにくい面も

が細かいため︑粉が舞い上

ただ︑粉せっけんは粒子

できるものでした︒

です︒

忿選ぷと︑使いやすいぷコ

部まで確実に磨けて便利で

で︑自然な香昨かし︑満足

剤を必要としない程柔らか

くいものがありました︒

音や振動が大弓そ使いに

ただ︑機種によっては︑

した︒

短かかったため︑歯垢

調査期間が一週間と

べてみました︒

もの五種類について調

すが︑今回詰屈式の

池式と充電式がありま

電動歯ブラシには電

はあるのでしよシか︒

シ︒宣伝どおりの効果

あるという電動歯ブラ

るっ︶の予防に効果が

︵蓉

ラの三脚︑語学学習テープ

″ド︑ベビーかご︑ベビー

二月三日現狐鋲されて

ボート︑剣道の防具︵大人

１譲
いつ
いてほしい
一譲
ってほしい

用いず｀孟｀用食卓

け付きいず︑自動パン焼き

ーローボード︑ひじ掛

いず︑二段べ″ド︑ジンク
ー にバ
ッド︑応接セット︑コ

一

りです︒

いる主な品物は︑次のとお

は︑高価な商品を売昨︷付けます︒
加アドバイス
言葉巧みに誘われると︑つい買
わなければいけない心境になるも
の︒しかし︑本当に必要か︑品質
は確かか︑支払いが可能かなど︑
買ヶ前に︑もう一度考えましょう︒

普通の歯ブラシでは誤ち

にくい歯垢︵しこう︶夕取

り︑虫歯や歯周病の原因で

ある歯槽膿漏︵にそうのう

に悪影響か及ぼす疑いがあ

合成洗剤は︑環境や健康
から出し︑天日干知ずる

環境や健康にやさしいと言

り︑天然の粉せっけんは︑

われてい水子︒しかし︑汚

と︑芦八もほぽ元通りに民

この調査では︑六ヵ月や

また︑洗い上がりは︑柔軟

汚れはよぐ落ちていました︒

の種類も予想以上によく︑

その結果︑洗浄力は︑ど

洗濯してみました︒

油などの汚れか付着させ︑

び︑白い靴下に口紅︑司

五種類の粉せっけん夕選

扱い方が面倒なのでは？

れ落ちの具合は？また︑

りました︒

一ヵ月後に布団を圧縮袋

を参考に︑確かな目で商品を選んでください︒

とめたものです︒皆さんも︑モニターの視点

ニターが実際に使用し︑感想や使い勝手をま

ごろ何げなく使っている身近な日用品を︑モ

の結果の一部︒公のテスト結果ではなく︑日

環として試買調査を行いました︒これは︑そ

います︒その消費生活モニターが︑活動の一

生かすため︑消費生活モニター制度を設けて

苦情などを報告していただき︑それを施策に

市では︑消費者の立場からの意見や要望・

﹃消費生活モニター試買調査から﹄

使いやすさで選ぼう

次々と発生しています。そんな中、私た
クリップ棒Ｉ笛めるものが

れも︑中の空気を掃除機で
吸い取る方法で行うもので︑

歯垢を効果的に落と

いかなければならない時期にきていまり

ありますが︑便いやすかっ

電動歯ブラシ
一年な芦長期間保管した場
合︑元通りに民るか︑途中
で客ぷ入らないかなどの
疑問は残ったものの︑長期
間使用しない客布団やこた
つ布団などには︑利用価値
があると思われまず︒
また︑ダニやカビタ防ぐ
なべ衛生面でも効果があ
ると思われ毒了︒

すという

ができます。しかし、その情報も一方逗

袋の口の接着方法は︑ア

だいたい︑宣伝どおりに圧
縮されました︒
ここで注意レたいのは︑
長時間吸引すると︑掃除機
の温度が上がり︑故障の原

﹁掃除機のモーターから煙

因になるということ︒実際︒

が出て調れた﹂などの苦情
が寄せられたため︑メよ

天然粉せっけん
自然な香りでソフトな仕上がり

び

Ｉ・でも︑長時間の吸引は避
けるぷっにとの表示を付け
てぃ未了︒
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暮らしの情報
薬用入浴剤

市
治
宇
（3）第980号

費者は受け身の立場にあると言えるでし

ツ

知
無料︑直接会場へ︒

お
京都SKY大学短期課程

人生80年時代の生涯学習

▼日程・内容⁝下郭Ｃとお
り︒時間は午後Ｌ時半〜４時
半▼ところ⁝城南勤労者福祉

会館▼対象・・・お有社60歳以

上の人▼定員・：１０叉︵Ｓ

募多数の場合は抽選︶▼参加

さわやか宇治

ビデオ貸し出し中

市ではこの﹁さわやか宇

治﹂のビデオ︵ＶＨＳだけ︶

を無料で貸し出してい康又

内容は︑﹁新望ぺぶっこそ﹂

﹁高齢者介護のための在宅

福祉サービス﹂﹁源氏物語

テレビ広報﹁さわやか宇

回︑ＫＢ旦只都テレビで放

を十五分間に書島︑年四

︵容内線2069︶へ︒

込み・問い合わせは広報課

のまちづくり﹂なぺ申し

治﹂は︑市政の動きやイベ

映しているもの︒

5期生募集
1

▼日程・内容・：左上表のと

東大︒

第

宇治市少年少女合唱団

ント︑市民活動などの情報

Ｌ時〜ｔ時▼ところ⁝宇治保
健所▼内容⁝講演﹁中高年の
スポーツ傷害と応急処置﹂＝
宗治久世医師今中村尭さん︑
健康・栄養相談︑食牛活指導．
家庭介護用品・デンタル製品
の展示︑シルバーエイジ歯の
コンクール︑ブラ″ジンク指
導ほか▼問い合わせ⁝同所

地見営荘宇治公民館集合︶
▼対象・・・市内在住・在勤の人

おり▼ところ⁝小倉公民館▼
定員・・・先着25人▼講師・：中国

▼定員・・・先着40人▼講師・・・府
文化財保護指導委員・若原英

人留学生・商雨虹︷兄▼参加

必要︶▼申し込み・：習苗か

費⁝無料︵料理実習は実費が

次さん▼参加費・：無料▼申し
込み⁝12日図から同館︵豊20・
1411︶へ︒

入場無料

○＠＠○＠○＠ｅｅ＠＠＠○＠＠○＠○○○＠＠○＠ｅ＠＠○○○○○＠○○ｏｏｅ＠ｏｅｅ＠＠＠

・・・黄槃体育館▼対象・・・15歳以
上の人吊学生は除く︶▼定員

140

館
費⁝無料▼申し込み・：２月26
る・京都蓉委館６階︑豊０

日寺間は午前10時〜正午

祉
市民のひろば 館

ー

≪i≫‑ｆｔ:1￡ｆｌｌｔａて畷咲言屁
に障害のある人▼定員・：先着

00円▼申し込み・・・14日面︑

⁝各先着30人▼受講料・：10

午前９時から同館︵豊33・

邨人▼講師⁝全国手話通訳問

書

題研究会運営委員・相馬昇司

２・５？Ｔ枚が必要︒

図

01︶へ︒印鑑︑顔写真︵３ｔＸ

さん▼参加費⁝無料▼申し込

み⁝15日側までに社会福祉協
議会︵豊22・５６５０︑フア
″丿ス２・5654Jへ︒

日図︵必着︶までに所定の申し

７５一２４１一〇２２６︶へ︒

健康フェスティバル

すこやかフェアと歯の

込み用紙かはがき︵﹁短期宇治

書き︑剛京都ＳＫＹセンター

生年月日︑性別︑電話番号を

会場﹂と朱記︶に︑住所︑氏名︑

民

おはなしたまてばこ

一｀

４年生〜中学生とその親▼定
員・・・先着１０叉▼講師・：山
西天文台・山西重男岑ん▼申
し込み・・・12日吻から同館︵S
20・1411︶へ▼参加費・：
無料▼持ち物・・・筆記用具︑小
さい懐中電灯︑防寒具▼協力

ら司館ｉ刀一・4687︶へ︒

みそづくり講習会

第７回宇治市小学校

ｏｓｅ１１１０１＠ｓＩ・Ｉ・＠○＠○○＠○＠００００ｅｏ＠○○＠○＠○○＠＠ｅｏｏ＠ｅｏ＠

福

ポ

在宅老人
家族介護者教室
▼とき・：２月加日出．午後

ス

CM時〜４時▼ところ・・・宇治明
星園ティーサービスセンター
ｙテープぼけ老人官鮭で
お世話して▼講師・：呆け県人

フォークダンス講習会
︵〒600下京区四条通室町東入

J1‑ＳＳ

・・夫文サークル﹁夢見会﹂︒

小倉教養講座
隣国中国を知ろう

無添加︑低塩分のみその作

文化センター大ホール

身体障害者を対象とした採用試験も実施

と介護者なしでの職務遂行

が可能で︑次のすべての要

①昭和33年４月２日から

件か満たす人

50年４月１日までに生ま

れた

②視覚︑聴覚︑音声︑言語

機能に障害があるか体が

不自由で︑身体障害者手

帳︵６級以上︶の交付を受

けている

③活字印刷文による出題

に対５できる︵点字によ

る出題はありません︶

④５年１月１日現在宇治

市内に住むと共に︑申し

込みの日まで引壹管屋

んでいる

⑤学歴は問わないが︑高

等学校卒業程度の学力が

ある

︵清掃作業員︶＝若干名

総合福祉会館○その他の試

障害者夕対象とした試験︱

前９時〜▼ところ火蓋体

▼とき・：２月笈日収午

第1次試験

▽受験資格・：○自動車運転

験＝市職員会館▼申し込み

﹀受験資格・：自力での通勤

険証はサインペンなどで×

年三月三十一日まで︒旧保

期間は五年四月一日から七

退職者国保は藤色で︑有効

は︑一般国保はあさ鳶色︑

今回お届けする新保険証

定です︒

︵普通郵便︶で交付する予

国民健康保険証の

今年は国民健康保険被保

険者証︵保険証︶の切吟替え

の年です︒加入者の皆さん

が今お持ちの保険証は︑今

年の三月三十一日で有効期

間が切れます︒︒

市では︑新保険証を︑三

月十日ごろから順次郵送

267︶へ︒

詳しぐは同課︵豊内線2

い︒

印鑑を持ってご来庁くださ

をしますので︑旧保険証と

しますｆこの時に納付相談

ります︵事前に文書で通知

窓口での切り替え交付とな

いる人は︑国民健康保険課

なお︑保険料を滞納して

してください︒

口へ直接持参か郵送で返却

課︵〒Ⅲ宇治琵琶33︶の窓

印を付けて︑国民健康保険

あり未了︒

実施要領と申込書は同課に

内線2063︶へ持参で︒

申込書か添えて職員課︵酋

６ヵ月以内の写真をほり︑

に必要事項を記入し︑最近

校統一用紙を使用のこと︶

業見込みの人は近畿高等学

市販の履歴書︵今春高校卒

・・・２月12日面〜19日面に︑

技師＝昭和33年４ 月２日か

﹀職稽・・二般耶獲昭ａユ

とした職員採用

身体障害者を対象

まだに︸ｔを孔ｔがＦ

４月２日から９年４月１日

Ｏ環境衛牛蒋吊＝昭和38年

︵第１種︶以上を持つ男子

れ︑普通自動車運転免許

ら50年４月１日までに隼ま

ぼ若干名Ｏ環境衛生技手

▽職種・・・○自動車運転技師

市職員を募集

切り替え郵送で交付

準備として、次の作業のいずれかを１回分担します

をかかえる家族の会会員・山
添洋子さん▼問い合わせ・：同

川時〜正午▼ところ・：宇治ハ

▼とき・：２月21日面︑缶

参加は無料︑直奨蕩へ▼送
に館▼参加費・：５００円▼︷

公
親子天文教室
７とき・・・３戸２ＥＳ
７時〜９時▼ところ・：中央公

市民歴史講座
街道と宇治の歴史

り方の実習を通じて︑食品や
饌芒ついて考え康ｙ︒

器楽合奏フェスティバル

みそづくり講習会の日程・内容
内
容
と
き
2/24團午後１時半〜3時
こうじづくり

センタよ容23・6115︶へ．

迎⁝希望者は事前に同センタ
乙物⁝ゴム底の靴▼問い合

実技講習会

トレーニング機器

６︶へ︒参加は直接会場へ︒

祭・中塚茂︷ん︵容22・２９ｊ

ーへ連絡し︑当日午後１時40
分に京阪宇治駅に集合．

デイ・サービス
︿新しい手話教室﹀
ｙとき＝・２月16日脚・23日
▼とき⁝２月20日出︑午ｔ

民館▼対象⁝市内在住の小学

のか︑もう一度みんなで考
▼日程・内容・：左表のとお
り▼ところ・・・中央公民館︵現

▼日程・内容・・・下表のとお
り▼ところ・：木幡公民館▼対
寥・・市内在住で︑準備にも参
加でき番人▼定員・：先着15人
ｙ指導・・・牛活改善グループ・
可田叔子さん▼参加費・・・８０
Ｕ円︵材料代︶▼持ち物・・・筆記
用具︑エプロン▼甲し込み・：
巡日圖から同館︵豊32・８２
Ｊ)O︶へ参加費夕添えて︒

２月21日(日)午後O時半〜

みそづくり

2 /25(*)午前w時〜正午

大豆煮

大豆煮

米水切り

米洗い

Ｗ・３月２日㈹︑午後７時１
１時と３時半の２回▼と§

評価できないのは︑不幸な

3/15(月) 中国の家庭料理(実習)川

山≪≪土資料館館長補佐
高橋美久二さん

3/18(木) 街道の変遷

間い合わせ学校教育課豊内線2610

作業

り時▼ところ⁝総合福祉会館

人権を考える

そして︑﹁同和地区に生

ことではないでしょシ司

現地見学会(川東方面)

2/25困
午後2時〜4時

2
/25(*)
2 /23火
2 /24(7W
午後４時〜5時 午前w時〜11時 午 B i ] 1 0 時 〜 正 午

とき

基本的人権の尊重を基調

意が必要﹂なぐと︑周囲の

がゆがめられる事例が現実

社会代一日ね亘にく市民み

まれたから﹂︑﹃両親が今つ

いうことはどフいうことな

3/8 (月) 中国の年中行事

ウェルネス研究所主任
研究員西田賓さん

南山城の古代を探る
3/24{㈹
長寿の生理学

3/11(木) 街道とお茶

えてみましょう︒

とする憲法ができて四十数
年を経た今日なお︑人類普
結婚− それは︑愛し合
者が相手の職業や家柄など

にあるのです︒

遍の財産であるはずの﹁愛﹂

う二人が苦労か丑ハにしなが
にこだわり︑聞章試笹や

置いた力″プルの誕生︒そ

お互いの人間性に重きを

ら︑豊かで楽しい人生を築
こ Ｚする︑新たな社会生

んな二人を心から祝福し︑

そうだから﹂︑﹃世間体が悪

んなの手で築孝ましょう︒

結婚を考える

温かく見守る周囲の人々︒

身元調査なμＥ称して︑本

いから﹄なμと︑家柄四識

っていないから﹄︒﹃家の釣

流中応
饌
3/l(月)中国の婦人の生活

国内政治動向の分析と展望

広報

2/22(月)中国の地理と人々の生活

3/15(月)

2/25俐 街道の歴史

テレビ

珍lt。
生てﾛﾖ
川
小倉教養講座の日程・内容
月日
内
容

京都SKYtンター#与
亀井
励さん
弁護士
浅岡 美恵さん
暮らしのやさしい法律知識

3/4俐

活への門出です︒
我が国の憲法第二四条は︒
﹁婚姻は︑両性の合意のみ

同等の権利を有することを

人の人間性とは何の関係も

などにこだわり︑相手の人

こんな光景が当たり前の

基本として︑相互の協力に

ない事柄を勝手に調べるこ

物を自分の目で見て正当に

に祠ついて成立し︑夫婦が

より︑維持されなければな

とがあります︒

生か歩もシ忌葛意思があ

父回がとれないから﹄・：

し祁し︑二人で新しい人

らない﹂と規定してい米沢

るにもかかわらず︑結婚亡

﹁世間体﹂にこだわると
なると︑﹁両親や親心の合

市民歴史講座の日程・内容

府立医科大学教授
森本 武利さん

3/19廊 心もからだもリフレッシュ

日寺間は午後2時〜4日寺

京都ＳＫＹ大学短期課程の日程・内容
月日
内
容
講
師
容
内
月日

(4)
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