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予算構成と主な施策

健全財政に配慮し︑積極的に編成
三月定例市議会は二月二十六日翻に開会︑三月二十六日面までの二十九日間

語散策の道や大吉山公園の整

センターの建設調査︑源氏物

４期目スタートの予算

一般会計は４２５億６２９４万円

の会期で︑一五年度の当初予算案などを審議しています︒池本市長は初日︑四期

備︑源氏ろまん93などを実施

設構想調査︑開総合野外活動

日最初の予算である五年度予算の編成方針をはじめとした施政方針を表明︒諸

に羊チ︒

側道路の整備︑㈹生涯学習セ

宇治駅前広場やＪＲ新田駅東

下居大久保線道路恒心︑京阪

また︑大型事業としては︑

厖策の推進によって︑宇治市が︑府南部地域の中核都市にふさわしく︑活力ど
怒力ある都市として一層発展するよう︑・全力を尽くす決意を示しました︒

会計︶と企業会計︵一会計︶を合わせた予算総額は︑六百九十九億千二百七十

ンターや開開地域福祉センタ

す︒また︑各会計の予算総額

４ぐ上回る伸び舎不していま

算の伸び︵〇・二§増︶皐ハ

○％の増と︑国の一般会計予

活基盤の整備などに積極的に

公園・排水路などの都市・生

業夕ほじめ︑道路・下水道・

植物公園の建設などの公約事

駅の改築︑温泉の泉源開発︑

か計上してい水子︒

伊勢田駅地下駅舎の整備など

車等駐車場︵駐輪場︶や近鉄

ら二十二日側までに七回開か

同委員会は︑三月十日困か

出しました︒

副委員長に小牧直人議員を選

ーの建設︑京阪木幡駅前自転

も︑六百九十九億千二百七十

れ︑集中的に審議します︒

﹀

点的な配分と経費の効率化を

対応︒明るぐ活力ある長寿社

予算案や条例の制定二部改

日出と二土︿日吻に開かれ︑

市議会では︑各予算案など

市では︑五年度版の﹁市民

カレンダーと手びき﹂︵Ａ４

判三十四ページ︑カラー刷り︶

このカレンダーの各月には

を近く発行します︒

行事予定や税の納期などを︑

いごみ収集の年間日程︑各種

手びきには保健予防や燃えな

相談あんないなどを掲載して

各ご家庭へは︑各町内︵自

います︒

治︶会長のご協力をいただい

て︑今月中にお届けする予定

町内︵自治︶会に加入して

です︒

いないご家庭は︑広報課︵昔

内線2069︶へ電話か来庁

文化センターのほか︑各公民

で申し込んでください︒また︑

館・コミュニティセンター・

ふれあいセンターとグリーン

タウン槙島管理事務所にも置

だ

きますので︑各窓ロ申

〜地域と共に歩む施設に〜

三万円です︵ニ・三面に概要を掲載しています︶︒ｊ ︒ ノ

新年度予算は︑景気低迷の

三万円と︑前年度より六・〇

m目指した地域福祉・高齢

を審議するため︑三月二日叫

5年度版市民カレンダーと手びきを発行

侈昏励

財源を重点的に配分し
経費の効率化を徹底
徹底︒財政の健全化にも配慮

％増の規模となっています︒

者保健福祉の充実などにも︑

また︑本会議は今後︑十二

影響で︑市税収入の伸びが見
しながら︑積極的な編戌内容

重点的に取り組んでい季ｙ︒

定です︒

正などを審議し︑議決する予

の薪しい観光資源開発とお

で生きがいのある市民牛酉

③長寿社会に対応した健康

と歴史にかおる文化の創造

②明日に向かラ教育の充実

ｍ緑豊かな住みよいまちづ

て︑ヽ

に予算特別委員会︵十八人︶
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込めないなど︑厳しい状況に

そのため︑一般必一計の予算

生活基盤を整備し

となってい未了︒

した事業な芦ほ着実に推進す

運営についても︑第三次総

長引ぐ景気低迷によって︑

積極予算を編成

を設置︒委員長に吉田明議員︑

ふるさと創生事業としては︑
陶源氏物語ミュージアムの建

福祉を充実
五年度予算では︑ＪＲ宇治

①京都府と協調し︑府南部

総額は四百二十五堡八千二百

中核都市にふさわしい活力と

九十四万円︑前年度より五・

つあり︑宇治市はその中核都

る必要があるため︑財源とし

市として︑これまで以上に︑

個性あるまちづくり

っ適切に活用し未丁︒

挙で︑多くの貿兄のご支持

重要な役割を担うことを期待

私は︑昨年十二月の市長選

合計画の基本構想・基本理念

征れてい 一子︒

市の五年度の予簒編成におい

を得て︑第十二代市長に就任

し祁し︑私は︑市政を担当

②健康家族と市民文化に支

させていただ空ふした︒

て︑翌＝や地方債を積極的か

▲緑豊かな、住みたい、住んでよかったまちづくりを推進します

に沿って︑限られた財源の重

して以来︑経済情勢の不測の

ても︑税収入の伸びは期待で

③独善と偏見寺琲した︑良

竟詐状況にあり未了︒

牛活の安定と福祉の向上はも

識ある市民とともに歩む市民

えられた︑人間性豊かな地域

とより︑長期的な視野に立っ

づぐり

たり︑初心mｘることなぐ︑

て︑地域の特性を牛石した政

⑤健康をはぐぐみ︑余暇を

茶などの地域産業の振興

町内(自治)会を通じてお手元に

ビ広

当初予算案は︑一般会計が四百二十五億六千二百九十四万円︑特別会計︵八

,273万円を

あり車ふ︑市民牛活に密着

市民

三期十二年の実績をもとに︑

自治

私は︑そのためには︑

公約の実現に向け︑全力か尽

策か咀行し︑不断の行政改革

四たび市政を担当するにあ

くしまｙので︑皆さんのご理

充実させるスポーツーレクリ

午後５時がら15分間

解･ m力をお願い申し上げ

・⑤基本的人権が尊重される

エーションの振興

⑦市民の知恵と活力夕生か

人間性豊かな地域社会の形成

す︵主要な事業の項目は二・

に祠つく取り組み夕遥めま
行政水準夕屁下させることな

し︑清潔でむだのない市政

く︑市民の雅兄のご要望に

各種華若他用することで︑

策を︑決断と実行力かもって︑

力夕尽ぐしまず︒

として一層発展するよｙコ︑全

わしい︑活力と魅力ある都市

治市が府南部中核都市にふさ

これらの推進によって︑宇

つの基本政策に認ついた諸施

私は︑七つの基本政策とし

を推進

七つの基本政策

的な予算を編成いたしました︒

三面に掲載してい未邑︒

の組織機構舎収革しぎヂ︵詳

か函げるため︑四月一日に市

か確実なものとし︑行政効果

また︑これらの施策の推進

おこたえしたいと考汽︑積極

方針

強力に推進していき毒丁︒

をｙ鍔確実なものとし︑七

活力と魅力のある
都市づくりに全力を

要旨

細は後日お知らせします︶︒

３月20日出

まず︒
府南部の中核都市
としての役割を

盈逐行することが重要と考え

現在︑府南部地域は︑国際
的な文化拠点︑広域的な交通

ていホチ︒
三つの基本姿勢
を堅持
私は︑ふるさと宇治市の限
Ｓvｔ<い発展名習ぎないもの
ま恚ため︑市政運営におい

▲(IS)開地域福祉センターの完成予想図

再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆

昨年11月､束宇治に開館した
笹コミセンと図書館を紹介します登

計上

の要所として大４ぐ飛躍しつ

施政

て︑三つの基本姿勢である

◆この宇治市政だよりは︑
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５年度当初予算案

総額699億1

政

り

よ

だ
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425億円の内訳
平成５年度予算規模(*fi:

地方譲与税
10億2,900万円(2.4％)

その他
24億8,425万円(5.8％)

会
一

計
般

T^H.。ua)

平成５年度
当初予算額 平成４年度
当初予算額 伸び率叫

名

計 42.562,94040,530,400

会

交通災膚共済事業

43.800

5.0

43,700

0.2

国民健康保険事業

7,034.270 6,840,788

2.8

公共下水道事業

5,435.052 4,617,043

17.7

住宅新築資金等貸付事業

41.500

40,800

1.7
10.6

老

人

保

健

事

10,073,200 9,104,214
業

簡

易

水

道

事

業

火

災

共

済

事

業

墓｀地公園事業
特

別

会

企

業（水

20.200

20.153

0.2

16,800

15,500

1.8

493,932

482,041

2.5

合

計
23.158,75421，165,239 9.4

道）会

計4.191,036 4,282,346△2.1

計

総

計

69,912.73065,977,985
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￨￨億6,I25万円
93の開催5,000万円
3,500万円
産に）

500万円
3,034万円

一時的保育

867万円

☆西宇治公園拡張整備の調査

300万円

生活保護扶助

17億6,500万円

Ｕ一トピア事業への補助

200万円

〈保

健〉

☆乳幼児医療費支給

3,000万円
￨億6,120万円

訪問指導（老人健康管理）

｜,062万円

保健指導（乳幼児健診・相談）

3,337万円
434万円

新しい観光資源開発とお茶などの地域産業の振

基本的人権が尊重される人間性豊かな地域社会の形成

〈同和対策〉
小・中学校同和教育の推進

☆溜南宇治コミュニティセンター建設の調査

｜,000万円

☆歴史街道観光関連施設の整備

2,410万円

集会所建設

3,186万円

☆共同製茶工場施設整備事業への補助

9,366万円

女性関連施策推進プランの策定

221万円

￨,000万円

平和の7つどい

256万円

中小企業融資等対策（保証料・利子補給）

5,444万円

(債務負担行為

84万円

中小企業助成

1,093万円

温泉泉源開発

40万円
3,651万円

700万円を含む)

農道・ため池・農業用施設の維持管理
☆溜白川林道開設の測量費

上市民の知恵と活力を生かし清潔でムダのない市政

5,289万円
2億800万円
2,342万円

行政総合ＯＡの整備

1,200万円

議会史の発行

7

健康をはぐくみ余暇を充 実 す る ス ポ ー ツ ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン の 振 興

国際交流

1,059万円

000万円
,

2

235万円
,

市勢要覧の発行

4,199万円

700万円

ooo万円
3
,

●●●･●●●4●●●●●●●●●●

874万円
193万円

30万円
4,552万円

宇治茶宣伝

803万円

68万円

775万円
2,576万円

〈地域づくり〉

興

7,700万円

7,373万円

613万円

社会同和教育の推進
隣保館・集会所運営

3億3,500万円

300万円

5,210万円

13億5,650万円

老人保健福祉計画策定

4,500万円

☆圖宇治市総合野外活動センター建設調査

民間保育所運営への補助

各種検診・健康診査

R助
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期待にこたえる諸施策を推進

平成五年度予算案の主な施策と

予算額をお知らせします︒市の予

算は︑一般の行政運営に必要な経

費を計上する一般会計︑特定の事

業を行う場合別に経理する特別会

います。

計と︑水道企業会計に分けられま

柱とする事業に、積極的、効率的に配分して

す︒それらを合わせた予算総額は︑

め、７つの基本政策（下段の囲みに掲載）を

六百九十九億千二百七十三万円︵前

しい、活力と魅力あるまちづくりを進めるた

年度から六・〇％増︶です︒

平成５年度の一般会計の予算総額は､425億
6,294万円。京都府南部の中核都市にふさわ

計

一般会

平成5年度予算案について、お知らせしま

一般の予算額は、その年度内に支出されますが、「債務負担
☆ねんりんピック■93開催

6,000万円

行為」の場合は、翌年度以降に支出されることになります。
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治

市

特別企業

市には、８事業の特別会計と水道企業会計が
あります。このうち、国民健康保険・公共下水
道・墓地公園事業と水道事業の予算のあらまし

会計

は、次のとおりです。

国民健康保険事業
昨年秋に第一期分として使

用を始めた百五十三区画に引

き続き︑五年度の第二期の使

から一七・七％増︶衆訂トＵ

市の公共下水道事業は︑昭

てぃ轟７︒

事に取り組みます︒

用に向け︑造成工事︑造園工

公共下水道事業に54億３千５百万円
墓地公園は第２期分の使用を開始

業
和六十一年に宇治川右岸の東

水道事業

宇治処理区で︑平成元年に宇

池川左岸の洛南処理区で︑そ

国民健康保険は保険料率を改善

してい康７︒

依然として医療費は増加の

傾向にあり︑五年度において

に荼﹃つき︑レセプト点検など

も︑自主策定した安定化計画

国民健康保険事業では︑七

れぞれ使用を開始︒昨年末の

水道事業では︑四十一億九

による医療費の適正化︑健全

千百四万円︵前年度から二・

十億三千四百二十七万円︵前

の普及率五〇％忿扱に︑計

水道事業経営の在り方につい

普及率は二三・七％に達しま

画的に拡大してぃ車か︑五

増え続ける水需要に対応す

一％減︶夕計上しています︒

道事

年度は特に︑棋島汚水幹線管

保険料につい

渠建設と西小倉地区の関連面

財政の維持に男めます︒

診補助対象者全八百人に拡大

年度から二・八％増︶か計上

します︒一方︑健康教室の開

る第五次新設拡張事業に引き

るため︑平成五年度に終マ手

て︑水道事業懇談会を設ｍ︒

に本格的に着手︒炭山・二尾・

墓地公園事業では︑四億九

経営の安定化について検討し

池尾地域への給水に向け︑事

千三百九十三万円︵前年度か

ていきます︒

した︒市では︑平成十二年で

中・低所得者層

整備︑患落一号汚水幹線管

ては︑加入者間

の負担を緩和す

催や保健婦の訪問指導などの

渠建設を重点的に進め示ｙ︒

の負担夕ｙ官公

るなどの料金改

ヘルスパイオニアタウン事業

平にするため︑

善名行いふ子︒

を継続し︑市民の健硯つくり

墓地公園事業

下水

また︑国保財政

を推進し示ｙ︒

ら二・五％増︶な計上してい

前調査に取り組みます︒また︑

ます︒

続いて︑第六次新設拡張事業

調恒器一︵伝染

病の流行などの

不測の事態に備

公共下水道事業では．五十

公共

四億三千五百五万円︵前年度

えて作驚立てて

用益兌扇して︑

いる県巫︶の運

人間トヨタの受

その他
24億2,435万円(5.7％)

7つの基本政策に基づく主な事業と予算額
緑豊かな住みよいまちづくり

天ヶ瀬森林公園の整備

3,271万円

陶生涯学習センターの建設

大吉山の整備

3,000万円

紫式部文学賞･市民文化賞受賞式､源氏ろまÅ

☆五雲峰緑地保全の調査
〈住

〈暮らし〉
5億250万円

☆京阪木幡駅前自転車等駐車場の整備
☆近鉄伊勢田駅地下駅舎化事業負担金
(債務負担行為

2億8,421万円

2,537万円

☆圖駐輪・駐車場公社の設立調査

30万円

路〉

源氏物語散策の道の整備
都市計画道路の築造

￨億3,000万円
下居大久保線
宇治棋島線
黄栞公園須留線

ごみ減量化推進

長寿社会に対応した健康で

〈防

生きがいのある市民生活

755万円

災〉

☆高度救急設備の推進

461万円

☆専門職員（救急救命士）の養成

315万円

消防機械器具の整備

6,600万円

〈社会福祉〉
☆(仮)開地域福祉センターの建設

9,958万円

☆近鉄大久保駅エレベーター設置事業への=
在宅老人デイ・サービス

明日に向かう教育の充実と

在宅老人短期保護

｜,000万円
￨億7,500万円

椛島町54号線の整備

3億2,900万円
￨億6,300万円を含む)･

歴史にかおる文化の創造

在宅ねたきり老人等介護者激励金支給
ねたきり老人等介護者リフレッシュ事業

〈教

家庭奉仕員派遣

育〉

小・中学校、幼稚園の大規模改造

2億2,080万円

入浴サービス

3億6,200万円

小・中学校、幼稚園の維持整備

￨億7,446万円

高齢者公衆浴場無料入湯助成

京阪宇治駅前交通広場の整備

9億500万円

小・中学校教育振興

道路の維持修繕

4億9,671万円

☆大瀬戸熊小路線の道路改良
☆j

R新田駅東側道路の整備

5,000万円

☆大久保小学校体育館改築

2,413万円

在宅要援護老人対策

2億960万円

☆高齢者住宅改造相談

☆学校週５日制活動推進

150万円

(仮)福祉サービス公社設立の準備

排水路の改良

3億￨,380万円

☆各中学校ファクシミリ設置

330万円

社会福祉協議会活動助成

河川排水路の改修と維持管理

￨億7,086万円

中学校視聴覚備品の整備

〈河

川〉

☆治水対策の調査
〈公

1,400万円

私立幼稚園就園助成

￨,650万円

19億8,400万円

☆(仮)源氏物語ミュージアム構想の調査

宇治共同作業所運営

￨億I,904万円

福祉タクシー

〈市民文化〉

園〉

宇治市植物公園の整備
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7億1,700万円

☆＋一外線交差点の改良
(債務負担行為

図書館のmmの拡充

1,000万円

境〉

☆志津川地域コミュニティプラント整備の基本計画￨,300万円

2億￨,400万円を含む)

☆J R宇治駅改築の基本設計

〈道

☆世界遺産申請の調査(ユネスコ指定の世界文

宅〉

☆市営小倉中畑団地の建て替えの基本設計
〈環

埋蔵文化財発掘調査

300万円

:
100万円

Ｅ

重症心身障害者通所援助
育児相談

毎月第二・四木曜日に︑中

央公民館で合唱忿采しみ毒了︒

おとり﹂団員募集
高齢者合唱団﹁お

望者は事前に同センターへ連

場へ▼送迎・：会場への送迎希

ンター︵き46・0688︶へ︒

申し込み・問い合わせは同セ

では右表の講座を開き手﹈︒

中央図書館・児童書コーナ
ーで︑同じ絵本の日本心眼・

売協？Ｔジャドマ︑〒105

売倫理綱領﹂を守って営業

すことかラたった﹁通信販

．外国｀阻劣血べ︑展示・貸し

東京都港区芝公園３丁自４

しなければなりません︒

下の﹁ジャドママーク﹂で

いることの目印になるのが

そして︑協会に加入して

−30︑豊０３・3434一
4700︶があり未了︒
通信販売協会とは
﹁通信販売協会﹂は︑訪

必ずこのマークが入ってい

す︒会員会社の広告には︑

▼代金先払いの場台︑特に

問販売法によって設立され

毒丁ので︑目安にしてぐだ

ピング︒これらを見ながら

▼注文した商品の広告や支

業者忿倶重に選ぶ

た社団法人︒通信販売業界

さい︒

販売会社のラち︑会員とし

全国に千社以上ある通信

更があっても︑古いリスト

ール︒結婚や死亡などの変

送られてぐるダイレクトメ

請求もしないのに︑毎日

こういったトラブルを防

ねねねねね澗
少ねねねねね

第６回レクリエーション
フェスティバル
この指とまれ

3号未納﹂
国民年金﹁

︿１日動物園﹀

金制度﹂が導入されました︒

が大政Ｉ改正され︑﹁基礎年

昭和六十一年に国民年金法

▼どき・・・３月20日冊︑午前

地方振興局▼内容⁝講演﹁全

Ｌ時半〜ｔ時▼ところ⁝宇治

レンターザーゲーム▼参加費・：

くり︑フォークダンス︑チャ

内容・・・たこづくり︑万華鏡つ

10時４午後２時雨大決行︶
▼ところ・：菟道第二小学校▼

10時半〜Ｈ時半と午後２時〜
３時の２回▼上映作品・：﹁ア

・︿春休み映画会﹀

ばお持ちてださい︒

10時〜午後３時︵雨天時は28
日回▼その他・：残菜があれ

ばならない人の範囲も拡大さ

▼とき⁝３月14日間︑午前

身性エリテマトーデスの治療

１００円▼持ち物・：昼食︵豚

これは︑すべての国民が︑

と日常牛活について﹂ｈ国立

汁を用意し康ｙ︶▼問い合わ

▼とき⁝３月21日面︑午後

市長杯争奪の個人戦です︒

３時半〜４時▼対象：勤児︑

▼とき・：３月24日困︑午後

︿おはなし会﹀

被保険者に扶養されている配

③第３号被保険者９第２号

人

金や共済組合に加入している

②第２号被保険者︱厚生年

未満の自営業者や学生など

内に住所のある20歳以上60歳

①第１号被保険者＝日本国

め︑国民年金に加入しなけれ

偶者で20歳以上60歳未満の人

この手続きを忘れたり︑会

社がやってぐれるな會￡放

っておいたりしたときに発生

するのが﹁３号未納﹂︒特に︑

左図のぷっに︑夫が心一社を変

わったり︑一時的に夫の扶養

から外れた匯した場合に多く

見られます︒必ず届け出欠

く

Ｉ
因心器Ⅲ

﹃３号未納﹄では︑自分で未

納分の保険料か納めることが

険者の人は︑厚生年金な丿か

前の分まで︒それ以前の分は

すが︑それも届け出日の二年

未納分蔵ｍめることができま

'ｐｉsmifiん︒厚生年命からは

ら国民年金保険料が支払われ

ところ・問い合わせ先はい

し込み・・・３月25日出までに同

▼募集人数⁝先着25人▼申

清掃モニター

ているため︑﹁保険料夕納め

このラち︑第２・３号被保

出なければならないからです

にご注意！

.ＯＭい.ｒｕｊ)のでした︒そのた

した老後か逞れるぷつにいよ

年金﹂か尋けることで︑安定

国民年金に加入し︑﹁老齢基礎

療養所宇多野病院・東二郎さ

れ︑次の三種類となりました︒

﹁アンパンマン︑ふ官よのく

にへ﹂﹁アルプスの少女ハイ

対象・・・神経難病｀著やその疑

６時半〜▼ところ・・・宇治公民

ジ﹂︒

いのある人と家族▼担当医師

小学校低学年の児馬

市民素人茶香服大会

▼とき・：３月26日廊︑午前

ん︑質疑応答▼申し込み期限

ンパンマンとばい灸んまん﹂
・・・17E團︒
︿神経難病個別相談﹀
▼とき・：３月25日附︑午後
Ｌ時〜３時▼ところ・・・同所▼

21︶へ︒参加は直接会場へ︒

せ・：市民体育課︵酋内線26

▼とき・：３月19日圖︑午後

︿難病講演会﹀

浩否応︒参加は直接会場へ︒

﹂配獣数詰少少少少少

出しか行い水子︒形や色など
の違いをお楽しみぐださい︒
▼期間・・・３月16日㈹〜４月
28日伽▼問い合わせ・・・同館
︵容20・1511︶へ︒

宇治保健所の催し
申し込みはいずれ瓦落保
健所︵豊21・2191︶へ︵思

⁝京都大学医療技術短期大学

館▼参加費・：３００円▼申し

１ 期母性教室は申し込み不

︿思春期母性教室﹀

部・藤原哲司章ん▼申し込み

要︶︒いずれも参加は無料︒

▼とき・・・３月18日團︑午後

茶業青年会会長・小島孝央さ

込み・・・20日出までに︑宇治市
︿歯の教室﹀

会会員︑洛南タイムス社︑城

ん︵a21・３３？︶か︑同
Ｌ時〜４時▼ところ・：同所▼

▼とき・：３月25日出︑午後

期限⁝22日四

Ｌ時半〜４時▼ところ・：同所
▼対象⁝思春期の子の親▼内
容・：講演﹁親の知らない子哉
の心﹂＝京都女子ｔハ学・高石

南新報社へ︒

国民年金は︑二士匹か息八

未納扱いとなってしまい季子

ずれも大久保青少年センター

組合︵公０７５・〜Ｉ・5

国民年金の加入手続≪)？:'第

違いがあります︒というのも︑

号と３号にも︑手優里には

金から保険料が支払われる２

に茄し︑同じように厚生年

資格を確認してください︒

今一度︑あなたの国民年金の

なことにならないためにも︑

金﹂登客ｙ７れません︒そん

年間なければ︑﹁老齢基礎年

除期間など１ 抒︶が二十五

十歳までの四十年間の加入期

ている﹂という実感があまり

︵き44・7447︶︒いずれも

171︶へ電話で︒

２号被保険者には必要ありま

間のラち︑保険料納付期間︵免

城南衛生管理組合では︑五

参加は無料︑直接会場へ︒

年３月31日︑午後７時半トー

▼料金・：東宇治中−30分間全

面1500円・半面７５０円︑

広野中＝30分間1000円▼

十五歳からは︑﹁老齢基礎年

ありませんが︑一般的に︑六

10時〜正午▼ところ・・・宇治公
民館▼参加費・・・５００円▼持

時半▼料金・：Ｌ時間８０円

10人以上の団体︒
︿運動場﹀

８時半京阪宇治駅前集合︵雨
の夜間使用登録
申し込み・問い<m＼は︑

広野中はその他の小学校区内

団体︒

在住で︑いずれも10人以上の

校開放運営委員会︵公44・3
866︶へ︒
︿体育館﹀

金﹂が支払われます︒

年度のモニターm集します︒

ち物・・・体育館用の靴▼問い合

▼対象・・・両中学校区内在住で
５°４６１・1828︶へ︒
参加は直接会場へ︒

▼利用時間⁝４月１日〜６

わせ・：山岡一善さん︵ａ０７

センターの催し

大久保青少年

対象⁝︱歳児とその保護者▼
定員・・・先着30人▼内容・・歯科
検診︑歯の磨座力指導ほか▼
持ち物・・・母子手帳︑歯ブラシ︒

市民歩こう会

天時は21日面︶▼行息？・保

対象・：東宇治中は宇治川右岸

▼利用時間・・・４月１日〜Ｈ一
に郵便で申し出ると︑会員

津峡・松尾橋方面︑約11＼▼

地域の小学校区と北横島・棋

東宇治・広野中学校
となっているすべての会社

三月十五日回←九日廊に︑

島・菟道の各小学校区内在住︑

▼とき・・・３月14日㈲︑午前

のリストから名前が削除さ

持ち物・・・昼食︑雨具など︒交

思落中学校開放運営委員会

１ 石し︑﹁通信販売協会﹂

れ︑以後︑ダイレクトメー

通費は自己負担▼問い命幻せ

︵豊32・2131︶︑広野中学

月30日︑午後６購Ｔ９時半

ルは送ら元なぐなり未了︒

33︶へ︒

・：木村長次さん︵萱21・36

体育館・運動場

この制度が﹁ＭＰＳ制度﹂

▼など・・・３月21日面︑午前

フォークダンス講習会

です︒ダイレクトメールを
止めたいときには︑・ご利用
ください︒

せんが︑第３号被保険者は自

分で最寄りの市区町村に届け

一月二十日から行われてい

た平等院庭園の発掘調査では︑

詳しぐは︑福祉年金課国民

年金係︵豊内線2310︶へ︒

泄を挟んで鳳凰堂の対面に建

っていた﹁小御所︵こごしよ︶﹂

跡が見つかるなど︑大mm

果がありました︒この調査結

▼とき・：３丹13日出︑午後

果の説明会を現地で開き示ｙ︒

５時〜６時▼説明・・・社会教育

課職員▼問い合わせ・・・同課

無料︑当日午後５時に平等院

︵萱内線2617︶へ︒参加は

表門前集合▼主催・：平等院︒
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せ

へ一諾か来館で︒参加は無料︒
込み・：同館︵豊32・8290︶
講師・矢野喜久男さん▼申し
人▼講師・：成安造形短期大学
市内在住の人▼定員・：先着25
ところ・・・木幡公民館▼対象・：

社会参加・難聴者の利用でき

絡のうえ︑午後１時40分に京

5︶へ︒参加は無料︑直接会

・：同センター︵公23・611

講師⁝同園職員▼問い<ｉａｃ＼

人ふくし何でむ帳﹄を配布▼

の利用法について︒当日︑﹃老

福祉の諸制度や在宅サービス

帳﹄を利用しましょう﹄老人

▼内容・・・﹃﹃考人ふくし何でも

星園ティーサービスセンター

CＭ時〜４時▼ところ⁝宇治明

市民のひろば

耳のこと何でも講座
▼とき・・・３月28日㈲︑午後
１時〜４時▼ところ・：総合福
祉会館▼内容・・・・補聴器の上

る福祉制度ほか▼申し込み⁝

手な使い方・難聴者の自立と

はがきに﹁耳のこと何でも講
阪宇治駅前に集合︒

團︑午後７時〜９時︒３回▼
▼とき・・・３月22日囲〜24日
絵画鑑賞入門
館

件衆よぐ確認する

児童書テーマ展示

座﹂と住所・氏名・電話番号・
性別を記入し︑福祉年金課障
害福祉係︵〒611宇治琵琶33︶へ
▼問い合わせ⁝同係︵酋内線
2305︶へ︒参加は無料▼
主催・・・宇治市難聴者協会︒
在宅老人家族介護者教室
▼とき・・・３月拶缶︑午後

消費者コーナー

毎日配達される︑カラフ
ルで豊冨な通信販売のチラ

﹁ジャドマ﹂ってなんだ？

の教育︑啓発︑トラブルの

に放映されるテレビショッ

シやカタログ︑連日のぷり

払いの控えなどは︑保管

しかし︑トラブルが起こ

て加入しているのは︑今の

ＭＰＳ制度とは

相談な芦を行っている組織

ってしまい︑当事者間で解

ところ二百十社︒全一員会社

です︒

しておく

決できないときには︑相談

でいつまでも送られてくる

などが必要です︒

通信販売

自宅で注文できる通信販売
は︑目覚ましい発展か遂げ
ています︒
いに妬しその反面︑﹁注文と
は異なる商品が届いた﹂︒
﹁代金を送ったのに︑商品
が届かない﹂﹁業者が所在
不明﹂などのトラブルも︑

できる窓口として︑市役所

は︑通信販売が社会的に信

数多く発生していホチ︒

の消費牛活相談室︵豊内線

ものもあり未了︒

トラブルを防ぐには

ぐためには︑

頼され︑健全な発展を目指

ツ

4/19〜5/24 月･木 18:30〜21:00

2203︶や﹁日本通信販

B社

パソ コ ン
(Dータスi‑2‑ﾈ級)4/7〜4/28 水･土 18
9 30〜21:00
30〜12:00

ら

･･(1号)･･

(2号)

〈退職〉

〈再就職〉

ＯＡ講座の日程・内容

▼広告に記懇瓦ている条

集

ー

平等院庭園
発掘調査
現地説明会

13:00〜15:30

日
4/11〜5/23

知

募

4/13〜4/30 火･金 18:30〜21:00
ワープロ
mmプラス)

お
ポ

ワープロ
(初級入門)

腿 弓『

図
館

健

書

ワ．−プロ
(初級プラス) 4/12〜5/17 月･木 18:30〜21:00

９ 10 11,700
６ 20 7,800
９ 20 11,700
６ 20 7.800
６ 20 7.800
／ヾソ コ ン
(ロータス1‑2‑3初級)

祉

公

康

館

ス農

民

回数
(回)

曜日 時間
期間
講座名

福

