店舗・事務所など住宅以外
の建物が混在することを抑
え︑良好な住環境づくりを
図ろうというものです︒

展示の構成と

石斧︵おの︶ ・石錐︵き
り︶・：寺界道遺跡
３・稲作と戦争の始まり
︿弥生時代﹀
壷︵つぼ︶・甕︵かめ︶・：
乙方遺跡
４・大王と古墳の時代

５・古墳から寺院へ
︿飛鳥・奈良時代﹀
硯︵すずり︶ ・皿・杯⁝
広野廃寺
水瓶・鉢・：隼上り瓦窯跡
６・貴族の暮らし
︿平安・鎌倉時代﹀
かわらけ︵＝土器︶⁝平

ち三十九点は六年度に出土

総点数は百七十一点︑う

新しい動きを踏まえたも

性の生き方の変化などの

援制度や高齢社会での女

準住居地域

第２種住居地域で許容するもののほか床面
積が150rtf以下の自動軍修理工場などを許容

近隣商業地域

近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所
などの利便の増進を図る地域

要性︒

休業中の所得保障の必

介護休業制度の拡大︑

育児休業法の定口や

■法制度の整備

性︒

観点からの年金の重要

ける女性の自立という

能力活用︑高齢期にお

高齢者の社会参加と

スの充実︒

対する在宅福祉サーピ

ムの確立や介護・看護に

地域での支え合うシステ

て︑男性の清極的な参加︑

高齢者などの介護につい

主に女性が担ってきた

実

■女性の自立と福祉の充

施設整備を進める︒

守りながら︑育成学級の

国の法制化の動きを見

的評価を高める︒

するなど子育てへの社会

育児休業を取りやすく

図る︒

ら保育サービスの充実を

供の健全な育成の観点か

所﹂を目指すと共に︑子

﹁より利用しやすい保育

乳児保育の充実など

る支援体制の充実

■仕事と育児の両立を図

主な内容

にしています︒

極的に生かしていくこと

ラン﹂︵仮称︶の中に積

﹁宇治市女性施策推進プ

末に策定を予定している

を十分に検討し︑今年度

市では︑この提言内容

められました︒

策定に生かすためにまと

市の今後の施策やプラン

ついて議論が重ねられ︑

システムの課題は何かに

と社会参加のための支援

のです︒特に女性の自立

した新資料です︒

﹁鬼瓦と瓦師﹂

のコーナー

市内に残る鬼瓦を十八点

紹介します︒そこに刻まれ

等院多宝塔跡
高杯・：宇治市街遺跡

た銘文から︑かつて宇治で

二十一世紀の男女共同参

小規模の工場、パチンコ店、ボウリング場、
ホテルなどは許容

課
報
広

主な展示品
１・人類のあけぼの
︿先土器時代﹀

玉類⁝若林遺跡

︿古墳時代﹀

墳

短甲︵＝よろい︶・鉄鎌⁝

火舎Ｔひばち︶・：西浦

活躍した瓦師たちの姿を追

います︒

い合わせください︒

画社会の実現を目指して︑

第２種住居地域

0−1311）
a2

歴史資料館 (折居台1−1

ナイフ形石器・：二子塚古

２・狩りと採集の時代
二子山古墳

遺跡

▼義援金の送付について

義援金の受け付けは︑

宇治市女性問題懇談会︵会

住環境を害するような工場、パチンコ店、
カラオケボックス、3,000
rrf超の店舗、事務
所などは不可

︿縄文時代﹀

耳環・形象埴輪︵はにわ＝
馬入物などＴ門ノ前古墳

舞金10万円︶の里昼け

せられています︒この義

また︑被災者を対象に

四月十七日０まで引き続

長・安枝英諦旦在大砲歿︑

第１種住居地域

女性政策室（内線2091）

問い合わせ

阪神大震災︵兵庫県南部地震︶

付け

の被災者に援助制度
被災地から宇治市内に
住居を移している被災者

二月六日現在︑四千八

援金は日本赤十字社京都

▼対象・：死亡者・行方不

府支部に送り︑同支部か

を対象とした援助制度が

▼申告と問い合わせ・：日

の世帯

ら被災地に送金していま

百万円を超す義援金が寄

本赤十字社京都府支部宇

す︒

明者及び全半壊・全半焼

治市地区事務局︵福祉総

ありますのでご利用を︒

▼貸し付け限度額・：10万

務課︑内線2303︶

生活福祉資金小口資金

円︵ただし特に必要と認

貸し付け方法や利率な

各種料金の減免︵免除︶

き行っていますのでご協

の貸し付け

められる場合は20万円︶

ど詳しくは︑社会福祉協

力をお願いします︒

1,500rTf超または3階以上の店舗、事務所な
どは不可

義援金第一次配分︵見

第２種中高層
住居専用地域

◆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◆

︵１月13日︶

懇談会の安枝英諦会長︿左端︾

仕事や育児に対する国の支

年十一月の第一次堡一旦後︑

この提言内容は︑平成四

池本市長に提出しました︒

など三項目からなる提言を

両立を図る支援体制の充実

十五人︶は︑仕事と育児の

や相談に当たっています

宇治市女性問題懇談会が第２次提言
ので︑各担当窓口にお問

女性の社会参加の支援システム整備を
議会︵昔９９一・5650︶へ︒

住宅のほか、学校、病院などやbOO㎡以内の
店舗などを許容

弥生式土器

に宇治市案を作り︑府に要

閲覧についてのお問い合

望します︒

410︶へ︒

わせは都市計画課︵内線2

第１種中高層
住居専用地域

閲覧は２月16日︵木︶から

三月八日團までに市役所都

￨￨

︵下表を参照︶︒住宅地で

市の原案がまとまりました

都市計画法と建築基準法

市計画課へ書面で提出して

う目的や容禎を規制する基

なお︑新しい用途地域は
八年六月までに京都府知事
が都市計画決定しますが︑

〈新しい用途地域の種類〉

も設けでいます←ぜひ、この機会に宇治の歴史と文化に触れでくだ:さﾉい。

新しい用途地域について

の改正により︑市ではこれ

ください︒︒

のたび﹁新用途地域指定替

本的な線引き区分のことで︑

用途地域は︑建築物の使

まで用途地域の指定替え作

え案﹂の原案をまとめまし

都道府県知事び指足し ｀す︒

業を進めてきましたが︑こ

た︒この原案は次の日程で

今回の変更は︑従来三種類

午前９時〜
午後５時

掘成巣もふんだんに加えでいますﾚｿﾞごめ他比ビも丁子鬼瓦于と瓦師丁(のう−i‑‑

閲覧できますので︑お越し

市では︑市民の皆さんから

市 役 所
都市計画課

開催します。＼また、二若林遺跡(伊勢田町)や門ﾉ:前(菟道)古墳な報の最近の発

だった住居系の用途地域を

2月16日〜３月１日

∧歴史資料館でぽ√先土器時代か言鎌倉時代までの考古遺物を、｢うつわ｣=し･

ください︒また︑この案に

の意見も踏まえ︑今年度中

▲二子山古墳から出土した短甲

午前９時〜
時

考古遺物でみる宇治の歴史と文化

七種類に細分化したこと
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工業の利便の増進を図る地域

域

地

業

工

午後７時
会 場
小倉公民館
宇治公民館
広野公民館
木幡公民館

（土・日は除く）

店舗、事務所などの利便の増進を図る地域

域

地

業

商

環境の悪化をもたらすおそれのない工業の
利便の増進を図る地域

準工業地域

工
業
系

第1種住居専用地域で許容するもののほか
150m'以内の店舗などを許容

商
業
系

第２種低層
住居専用地域

系

現行の第Ml住居専用地域とおおむね同じ
で日常生活に必要な50㎡以内の店舗併用住
宅を許容

居

第ia低層
住居専用地域

住

ド

間

期
日
２月16日〜17日
21日〜22日
23日〜24日
27日〜28日

２月14日(火)〜4月16日(日)
‑ミヘ

月曜・祝日休館
午前９時〜午後５時
入場無料
.
ぶ i'･･
l"●'≒'･
°･一 ‑
饌.屁4f

･･･
−
■
･¶j〃･･%･IJ･･ゝ･･■･¶IIIII･･･JI･‑･I¶･Ila=‑〃j･■･‑J･･･=‑･･･Jj〃‑‑･■･占I･･j･〃･･ljI■･･a‑w･‑四‑･Iljl･I
･････
･
･･
･
♂･♂･･II･
・
♂･･

T庶民の暮方くし丁力づどの用途と時代でまヶとめた構成で√企画展を
･
｢戦いJ

宇治上神社・平等院
世界遺産登録記念
歴史資料館企画展

対する意見がある場合は︑

iiiiiiiitiiiiriiinniiirti

●毎月１日･ 11日・21日発行

第1052号
(土･日･祝日 を除く毎日午前9時〜午後5時）

編集

(1 995年)
２４−0800
､:沁:.ぶＥ;

a （0774）22‑3141

平成了年
宇治こころの電話
ﾐﾐ
ぷ

京都府宇治市

〒611京都府宇治市

発行
案

２ ／１ １
青少年問題の悩みなどお気軽に

宇治琵琶33 S地

暮らし情報の
者を取り巻く状況は目まぐるし

く変わっています。半年に１回、

昼間家庭にいる主婦や、少しの暇を利用して家計の足しにと思う主婦を狙った悪質商
法は後を絶ちません。最近よく寄せられる相談事例と、国民生活センターで把握してい

▼雑誌広告

主婦を狙う悪質商法

私たち消費
商品とその情報…

に相談の多い、悪質商法を中心
にご紹介します。

る「問題の多い商法」を紹介します。
販売方法、問題点などを確認しておくとともに、次のことに特に注意しましょう。

市では『暮らしの情報』で様々
な消費者問題を取り上げてきま
①簡単にドアを開けずに名前と用件を聞きましょう
②いらない時は、はっきりと「いりません」と言いましょう
③簡単に印鑑を押さず、契約の内容をよく確かめましょう
一
④「おかしいな」と思ったら消費生活相談室（商工課内、容22・ 3141内線2218）へ

した。今回は、消費生活相談室

（２）

２月11日発行
1995年（平成７年）
り

▼ワープロ教室

アドバイス

商品やサービスについて

の情報の出所について︑

十日まで︑市民五百人を対

象に実施︒このたび調査結

﹁メーカーの宣伝﹂と回答

ても三六％の人がどこへも

求だ︑商品などに不満があっ

を大きく上回っています︒

﹁知り合いの話﹂の二三％

した人が六四％と︑二位の

果がまとまりましたので︑

その中からいくつか紹介し

ます︒

営業マンが自宅へ訪問し

苦情を申し出ていません︒

訪問販売 筆頭は寝具

たり︑路上で声を掛けたり

スプレーなどに使われる

消費生活上で不満かおる場

フロンガスがオゾン層の破

して商品などを販売する︑

訪問販売を利用してトラ

壊の原因になっていること

合は泣き寝入りせず︑苦情

ブルに遭ったことのある人

を知っている人は九二％︒

いわゆる訪問販売の経験の

は全体の九％︑四十五人︒

また︑ 古新聞など古紙を回

を申し出ることや︑市役所

その内︑自分で業者と交渉

収に出す人は八五％︑ごみ

ある人は九一％いました︒

するなど何らかの対処をし

に出す人は八％︒こうした

消費生活相談室などへ相談

た人は三十二人で︑その結

数字から︑環境問題への関

商品の内訳は︑寝具の二〇

果に不満を持っている人は

心の高さは伺えますが︑合

％を筆頭に︑化粧品一四％︑

八人いました︒﹁押し売り﹂

成洗剤の使用者はこの三年

八割が合成洗剤

のイメージの強い訪問販売

間で二十五ポイント増加し

することが大切です︒

ですが︑営業マンのペース

七八％︒これはせっけん使

住宅用品︑避妊具の各九％

で押し切られていないか︑

など多種にわたっています︒

その商品が本当に必要なも

ます︒合成洗剤の環境に及

用者の四倍強にもなってい

応募方法 はがきに住所・

月

トーン、

講習料や材料費︑
高額の機械を買わせ
る手口です︒仕事を
始める前にお金のか
かるものは危険信号
です︒

市では消費生活に関する

のなのかなど︑少し頭を冷

公的機関の消費生活モニタ﹁

氏名・年齢︵生年月日︶・

ント、シ

妙になった悪質商法、あふれる

円高などによる価格破壊、巧

こんな手口にご用心

アンケートを毎年実施して

やしてみる︑時間と心の余

ただく必要かおりそっです︒

ぼす影響をもっと知ってい

います︒六年度も消費生活

商品情報はメーカーから

裕が欲しいものです︒

−−ＩＩ

7年度

の経験がない人

電話番号・職業を書き︑２

碁石と

より︑九月十五日から十月

モニターの皆さんの協力に

消費生活アンケート調査がら

消費生活モニター募集

ついてのアンケート調査・

計量調査・試買調査など

活動内容①消費者問題に

役所商工課︵宇治琵琶33︑

尺トーブ

▼セールスマンが家に訪ねてきて

▼一か月後

謝礼年額１万２千円︵交

市では七年度の消費生活

モニターを募集します︒

通費は出ません︶

関する学習会へ出席︵年約

雲22・３１４１︑内線22

任期 ７年４月から８年３

10回︶②食料品・日用品・
石油製品などの生活関連物

18︶へ︒

カーシー

月28日㈹︵必着︶までに市

価の調査と報告︵毎月︶③

20歳以上60歳未満の人で︑

募集人数25人

ベビー

応募資格 市内に居住する

石油ス

情報の収集や消費者問題に

ニーター、

アドバイス

景

洋服ス

仕事を始める前にお金の掛かるものは要注意
ほかでも見積りを取って
ホントに安いの？

訪問販売９割が経験

ト試買調査結果の発表風

畿、オイ

内職商法

手口
その
２

見本工事商法

手口
その
１

サイディング︵外壁工事︶やテラ
ス︑カーポートなどの設置工事に
多い商法です︒契約を急がせる業
者には要注意／ 必ず見積もりを
取って他と比較検討しましょう︒

訟行器、

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
￨￨1111111111
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治

第1052号

トラブルの起こりやすい商法

投書コーナー

しいと思います︒聞くとこ

ろによると︑机を確保する

私もひとこと

中央図書館に

もっと自習机を
ために︑開館の二時間前か

ら並ぶ学生さんもいるとか︒

￨

◇投書コーナー「私もひとこと」…身

受験の季節が近付くとなお

さ・り混み合います︒

交・差・点

週末に中央図書館を利用

るページ

している者ですが︑館内に

もっと自習机を増やして欲

皆さんとつく

j●ゝ
下
に
注
口

日曜日には︑仮設の閲覧

室が用意されるが︑あのよ

うな部屋を学習室として常

か︒住宅の事情もあり︑ま

に開放できないのでしょう

た︑気分を引き締めるため

2069）へ郵便で。

にも図回館で学習したい人

１Ｑ４−９Ｊ！Ｊ一

点」係（宇治琵琶33、S22・3141、内線t

過日︑沖縄の六招島にいっ

かしい写真を。〔送付先〕広報課「交差ﾐ

は多いと思います︒

きません。◇昔めぐり…市内で撮った懐:

たとき︑そこの図書館の充

実ぶりに目奮励疫ました︒

までに。営利・宗教・政治活動は掲載で￨

浄水器、羽毛ふと
ん、風呂水浄水器

増えるごとに利益が入り､自分の系列に加入者を増やし
ていくと大きな利益か得られるというもの｡販売業者の
成功話と違い売れない商品を抱え込むなど問題か多い。

原野商法

山林、原野、土地
販売の仲介

先物取引
商法

刄

市民情報・短信…市民サークルの催しや
会員募集などをヽ発行（7）前月20日（必着）＼

主な販売方法と特徴や問題点
商品を購入し､自分もまた商品の買い手を探し､買い手が

法

近な話題や提案などを400字程度で。◇

国民生活センター
｢くらしの豆知識'95｣から

主な商品・サービス

称

殖

商

3

マルチ・
マルチま
がい商法

名

利

市

iiniiiiitii･川1
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海外市場の大豆．砂糖、
石油等の商品取引。国
内市場の全、大豆、砂
穂、生糸等の商品取引

｢将来値上がりは確実｣などと偽り、ほとんど価値のない
原野などを、時価の何十倍もの高価で売りつける。最近
は、だまされて買った人を転売話で釣り、お金をだまし
取るという二次被害も起きている。
取引の仕組みなどを話して帰った後､｢絶好のチャンス｣
と興奮した口調で電話してくる｡その後｢もう取引した｣
と契約を強要する｡いったん契約に応じると取引をやめ
ずに次々にお金を出させ、大損に導く。

会員権商
法

リゾートクラブ会員権、
ゴルフクラブ会員権

｢将来値上がりする｣｢有利な利殖｣を口実に勧誘。後で顧
客から買い戻しや転売依頼の話を受けても応じない。

ねずみ講

金銭、有価証券等
の配当組織

先に組織に加入した者が、後に加入した者から金銭など
を受け取るという配当組織｡｢無限連鎖講の防止に関する
法律｣によって､金銭に限らず有価証券なども禁止された。

現物まが
い商法

金、ダイヤモンド、 て、それを一定期間預かり､利子をつけて返すというも
のだが、実際、現物は消費者に引き渡されることもなく、
ゴルフ会員権

金やダイヤモンド、ゴルフ会員権などを業者か売りつけ

業者が現物を持っているかも疑わしい､。

｢景品か当たった｣｢無料サービスします｣｢会ってお話し

英会話教材、会員
アポイントメ 権、着物、美顔サー たい｣などと勧誘目的を隠して喫茶店や営業所に呼び出
し､商品やサービスを売りつける｡その際､異性間の感情
ント商法
ビス
を利用したものを｢デーﾄ商法｣ともいう。

Ｌ

様々な雑誌を読むコトナー︑

打ち合わせなどができる小

部屋︑もちろん学習のでき

る広い部屋などがありまし

た︒こういう税金の使われ

方なら惜しくないなあとつ

くづく思いました︒

小曽根一枝

小倉町蓮池

﹁図書館から﹂

学生や受験生などによる

︒席のみ利用 は本来図書

図書館資料と関係のない

館の役割ではなく︑図書館

は貸し出し・閲覧を中心に

資料を求めるすべての人の

ためにあります︒

現在︑市民の四割・約七

万人が図書館の利用者芦なっ

ています︒こうした状況の

中︑図書館資料︵持ち込み

ではなく︶を閲覧するため

の席が不足していることに

ついては︑解消していきた

いと考えています︒

の昔はケーブルカー︵昭和

昔は︑火の用心の神様と

して庶民に身近な山で︑そ

い︑語らいました︒

な資格取得の講座

す︒いろいろな人々と出会

建築士、社会保険
労務士、行政書士
さむらい（士）等公的資格取得の
商法
ための講習、私的

踏みしめた跡が残っていま

も︑一歩一歩力強く山道を

悲願達成で︑どのコースに

ました︒約七年をかけての

四日でついに千回達成をし

昭和六十三年から始めた

駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して近づき、
喫茶店や営業所に連れこみ、商品や役務の売買契約を結
ばせる、若い女性の相談が多い。

愛宕山登山が︑昨年十二月

キャッチセー 化粧品、美顔、全
ルス
身美容サービス
参り﹂と歌われた山︒

安売りや無料配布の名目で人を集め、閉め切った会場で
限られた数の日用雑貨を無料で配り、雰囲気を盛り上げ
て興S状態にし、最後に高額の商品を売りつける。

野へ三度︑愛宕さんには月

SF （催lS） 羽毛ふとん、磁気
商法
マットレス

ル︶は﹁お伊勢へ七度︑熊

京都市の北西にそびえる

注文(申し込み)していない商品を一方的に送りつけ、消
費者か受け取った以上､支払わなければならないと勘違
いして支払うことを狙った商法｡代金引換郵便物を悪用
するものもある。

愛宕山︵標高九二四メート

千回達成！

愛宕山登山

ネガティブオ ハンドグリップ、
プション
雑誌

公的資格を掲げて｢講座を受ければ国家試験免除｣と偽る。
私的な資格を設け､｢近く国家資格になる｣などと偽る｡電
話勧誘が多く、あいまいに答えていたら契約したことに
なっていたこともある。契約取り消しの申し出に応じな
い業者も多い｡若い男性の相談か多い。

｢先祖のたたりで不幸になる｣｢購入すれば不幸から免れ
開運（霊感） 印鑑、仏具、神具、 る｣などと､人の不幸や不安につけ込み､高価なツボや数
商法
｀占い
珠､印鑑などを買わせる｡女性の相談か多い。

十九年に廃止︶がありまし

たが今では歩いて登り下り

しなければなりません︒そ
時︑宇治公民館︒上靴が必
れだけに開発されていない
３
自月
然６
が日
豊０
か︑
な午
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で１
も時
あ〜
り３
ま

■︒
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が
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22日脚︑午後１
時長
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小
巌時

層を中心としてＩ﹂ ２月

と地震の特徴−宇治黄壁断

■講演会﹁京阪神の活断層

ｃｏｉｒ:)0°

要︒５百円︒水野033・７

市民情報短信

㈲︵雨天時は26日剛︶︑午

■市民歩こう会 ２月19日

催し

福祉商法

ハンドグリップ、 ｢目の見えない人に盲導犬を贈る｣など福祉目的をうたっ
て商品を買わせる。無断で商品を郵送するネガティブオ
募金
プションや訪問販売の形をとることか多い。

点検商法

羽毛ふとん、消火 点検に来たと訪問｡｢ふとんにダニがいる｣｢白アリ被害｣
｢壊れている｣などとだまして代替品を売りつける。
器、白アリ駆除

見本工事商法

ベランダ、カーポート、
外壁サイディング、サン
ルーム、給湯システム

ホー･A/'C―ティー
商法 ･｀二

なべ、婦人下着、
浄水器
宛名書き、チラシ配り等

｢目立つ場所で宣伝になる｣｢カタログに写真を掲載させ
てもらう｣など特別に安くするように言うか、実際は少
しも安くない。
｢料理の講習会を開きませんか｣｢ホームパーティーを開
きませんか｣など、隣近所の主婦を集めさせて高額な商
品を買わせる。主婦の相談が多い。

内職商法

の材料、指導料。軍手､
くつ下．ステンドグラス、
アクセサリー等の製作機
械、ワープロ等

｢宛名香きで自宅収入を｣｢技術を身につけて高収入を｣な
どと､広告やダイレクトメールで勧誘｡材料や機械を売り
つけたりする｡購入者は材料､機械を使って仕事をしても
収入は得られず投資金か無駄になる。主婦の相談か多い。

就職（求人）
商法

ディスポーザー、着物､．
タレント･モデル責成講座

｢社員募集｣や｢アルバイト募集｣の広告を出し､応募した
人に商品を売りつける｡主婦の相談か多い。

※お金もうけを口実に勧誘するが、大多数はもうかるどころか損をするという商法。詐欺まがいのものもある。

くにしても︑実際に話して

サークルさあ来る

いる内容の二割しか書けま

学などに行くときのお手伝

どの講演会では奉仕員とい

せん︒要旨をうまく書く技

このサークルは難聴者の

う形で︑講演の内容をＯＨ

術を身に付けるのが大変な

いもされています︒

Ｐ︵書いたものを大きく写

んですが︑次はもっとうま

耳代りになっているボラン

し出す機械︶を使い難聴者

くやるぞといううちに︑痛

﹁講演の内容を書いてい

に分かるようにします︒ま

ティアサークルです︒市な

た︑難聴者が病院・施設見

要約筆記サークル
｢やまびこ｣

リサイクル情報センター開設中
市では、皆さんの家庭で眠っている品物を別の家庭で有効に使っていたy
くため、２月28日(火)までリサイクル情報センター(商工課内、登内線2218)
を開設しています。
譲ってほしい
下駄箱、整理たんす、折りたたみベッド、
食品棚、食卓セット、オーブントースター、

譲ります
食卓セット、踏み台、ＡＶラック．

電気ストーブ、電子レンジ、テレビ、ＣＤラ

タンド、扇風機、電気温水器、電話;

ジカセ、ＣＤプレーヤー、ビデオデッキ、ミ

ルヒーター、スピーカー、置きこたつ

キサー、卓上スタンド、ファクシミリ、ヘッ

カセットテープデッキ、保温ジャー、

ドフォンステレオ、掃除機、アイロン、ミシ

トーブ、ガスストーブ、ガス炊飯器、

みつきですね︒始めたころ

はこんな難しいの大変やし︑

いつやめようかと思ってい

たのが︑難聴者の笑顔にほ

だされて今まで続いてるン

例会は毎月二回︑第二・

です﹂

四水曜日の午前九時半から

正午に総合福祉会館で行っ

﹁耳の不自由な人たちの

ています︒

ために何か役立とうと思う

人︑日本語に興味のある人︑

す︒うまく伝える方法を一

要約筆記はまだ発展途上で

緒に考えてくださる人を求

また︑水曜日都合の悪い

めています﹂

人向きの﹁エコー﹂という

サークルも昨年発足しまし

た︒こちらは例会が第二土

曜︑第四日曜の午前十時か

︿問い合わせ﹀ボランティ

ら正午です︒

ア活動センター︵容22・９

３︵Ｚ３︶へ○

ン、電気糸のこぎり、コピー機、ワープロ、

スケール、ベビーラック、チャイルド

オープンリールテープデッキ、ラジカセ、ピ

ト、ルームウォーカー、トランク、

アノ、電子ピアノ、自転車、ベビーフェンス、

ガード、レンジ台、換気扇、水槽セ

ベビーラック、ペビーカー、ベビーベッド、

ングルベッド、ダブルベッド、エレと

アイススケート靴、一輪車、スキーセット、

ステレオ、コンロ付ガスオーブン、Ｅ

ボウリングシューズ、七輪、カメラ、洋服ス

Ａ型ベビーカー、釣具、電動車いす．

タンド、柱時計、紙入れ机、将棋盤と駒、日

碁盤、家庭用サウナ

曜大工道具セット、工具セット、台車、ベッ

449
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術短期大学部助教授・菅佐和子さ

伽午後１時半〜３時半＝こうじづ

４月７日倒、中学校が11日吹)です。

ん[回青少年課(容22−5162)。

くり、24日出午前10時〜正午＝み

■中小企業経営支援特別融資など

そづくり。このほか、21日(火)午後

募集

に利子補給

４時〜５時、22日困午前10時〜11

・少年少女合唱団団員

BO

時、23日困午前10時〜正午・午後

都府中小企業体質強化資金特別融

音楽を通して心豊かな青少年を

2時〜A時の準備に１回参加μ持

資、６年４月に融資された京都府

育てようという児童合唱団。４月

ち物…筆記具、エプロン＞800円

小企業特別融資、国民金融公庫小

1113日(月)から同館。先着15人。

から一緒に活動する団員を募りま

X

中小企業経営支援特別融資や京

す。[＞資格…市内に住み７年４月

企業等経営改善資金融資を受けた
人に利子補給します。E〉補給期間…

催し

に小学校４年生か５年生になる児

福祉
■一人暮らしの料理教室
[＞２月28日(火)午前10時〜午後２

童E＞人数…40人(応募多数の場合

着15人。〈ボウリング教室〉＞2

は抽選)[12月20日(月)〜3月３

市内の８小学校と近隣の２小学

月21日(火)午後１時半、松園ボウル

日㈹に文化観光課(内線2223)。

校による器楽合奏の発表会です。

レ申請期日…２月28日(火)圃商工

(小倉町、西友宇治店向かい)集

■市立保育所非常勤職員の登録者

＞2月19日(S)午後Ｏ時半〜、文化

課(内線2217)。

時、総合福祉会館▽対象…65歳以

合E〉対象…体に障害のある人と介

上の人、先着30人E＞内容…あと１

護者。先着20人E〉700円[＞応募期

募資格…満39歳以下の人

品欲しい時の冷凍食品を使った献

日…17日團。く車いす介助方法講

の履歴書(写真要)に保母資格の

立[＞持ち物…エプロン、マスク、

習会〉[＞2月28日(火)午後1時

三角きんE〉100円

圃社会福祉協

２年間[〉補給額…年利0.7％相当
■宇治市小学校器楽合奏フェスティバル

る人と介護者(初心者優先)。先

センター大ホール

[＞職種…保母、調理、用務[〉応

(法人は本店所在地)があること

回学校教育課

■｢河川中期整備試案｣への意見

(内線2611)。

回市販

要望を募集
建設省淀川工事事務所では、同

スポーツ

4時、 ある人は資格証の写しを付け、保

所が管理する淀川などの１級河川

総合福祉会館E〉対象…ボランティ

育課(内線2324)へ本人持参で。

議会(￡S22−5650)。

ア活動をしているか関心のある人、

登録者の中から必要に応じて選考

■介護者教室

先着20人E〉講師…洛南身体障害者

し、雇用します。

半〜の２回、黄槃体育館[〉対象…

福祉会館指導員・酒伊良行さん。

■近鉄小倉駅東駐輪場の管理人

15歳以上の人(中学生を除く)、

＞2月25日出午後１時半〜３時
半、天ケ瀬苑デイ・サービスセン

額E＞資格…市内に１年以上住所

・戦傷病者乗車券類引換証の交付

■トレーニング機器実技講習会

の現状と課題、整備目標などをま

＞2月18日出午後１時〜と３時

各先着30人＞1000円

[＞業務内容…近鉄小倉駅東側駐

とめた｢河川中期整備試案｣のパ
ンフレットを作成。この試案に対
する自治体や地域住民からの意見･

圃i

2日(日)午

要望を求めています。意見・要望

輪場(4月に開設予定)の管理、

前９時から同館(顔写真3×2.5

のある人は市役所特別事業対策室

年寄りの真の介護について考えて

ています。戦傷病者手帳を持ち引

同駅周辺の自転車放置防止の指導

拿ンが必要)回司館(a33‑4001)。

の窓口にあるパンフレット折り込

みましょうーD〉講師…同志社女子

換証の交付を希望する人は、同手

[〉対象…おおむね65歳未満の人で、

大学非常勤講師・丸山咲野さん

帳(身体障害者手帳を持っている

業務に耐えられる健康な人[112

圃同センター(昔23−0030)。送

人はそれも併せて)と印鑑を持っ

月13日(月)

迎を希望する人は事前に連絡し、

て、福祉総務課(内線2303)へ。

午前10時〜午後４時、土曜＝午前

市教育委員会では１月末、今年

10時〜正午に宇治高齢者事業団事

４月に宇治市立小学校・中学校に

務所(五ヶ庄西川原30−37､S33−

入学する児童・保護者あてに就学

8311)へ履歴書持参で。

通知書を送付しました。通知書が

｢さむーい冬のたのしい遊び｣と

届かない人、国立・私立の学校に

題し、冬の遊びの本を集め、２月

入学する人、住所変更する人は学

12日(日)から３月30日困まで展示と

校教育課(内線2610)へご連絡く

貸し出しをしています。囲同館

ださい。なお、入学式は小学校が

(昔20‑1511)。

ター[〉テーマ…援助とは何？−お

当日午後１時10分にJ

７年度分の交付請求を受け付け

R宇治駅前

講座・教室

に集合。
■デイ・サービス

■視覚障害者講座

圃いずれも社会福祉協議会(昔

圃いずれも16日困までに社会教

22−5650)。

業対策室(内線2414)。
■就学通知書は届きましたか

18日出の、月〜金曜＝

健康

育課(内線2616)。

〈視覚障害者の健康教室〉[＞２

■難病個別相談

〈悪徳商法からあなたを守る〉

月23日俐午前10時〜午後1時、総

[〉２月19日(日)午前10時〜正午、生

合福祉会館[＞内容…成人病予防の

涯学習センターE〉対象…視覚に障

宇治保健所f〉対象…神経系患者・

話と個別相談[＞応募期日…17日面。

害のある人と介護者、先着50人。

その疑いのある人と家族E＞内容…

先着15人。く聴覚障害者のための
新しい手話教室〉[＞2月24日〜3月

(日)午後１時〜３時、生涯学習セン

10日の金曜午後ﾌ時半

ター[＞対象…視覚に障害のある人

9時、総合

福祉会館[〉指導…京都聴覚言語障

と介護者、先着50人。

害センタＪ職員・鈴木唯美さん[〉

■不登校問題保護者学習会

先着30人。〈卓球バレー教室〉[＞

[＞2月28日(火)午後１時〜３時、

〈風呂敷包み美学〉[＞２月19日

専門医師による個別相談
021‑2191)。

みの用紙で同事務所へ。回特別事

お知らせ

図書館
■児童書テーマ展示｢冬の遊び｣
中央図書館児童書コーナーでは、

うちの人

圃同所

24日出まで。

気者

竹之内翼ちゃん（右･２歳）

公民館

泉ちゃん（左･１歳）
（宇治若森）

・木幡公民館(332−8290)

レ2月27日囲午後３時〜5時、

あなたの家庭の人気者を募集。「うちの
子をぜひ」「おじいちゃんの誕生日の記
念に…」なんて人はどしどしご応募を。

〈みそづくり講習会〉無添加・

2月25日出午後1時半〜3時半、総

中央公民館[＞テーマ…いじめと不

低塩分のみそづくりを、こうじづ

合福祉会館[〉対象…体に障害のあ

登校問題C〉講師…京都大学医療技

くりから実習します。じ2月22日

圃広報課（内線2070）。

には︑以前の印鑑登録証と

現在印鑑登録している人

なります︒詳しくは市民課

数料として三百円か必要と

印鑑登録証を交付の際︑手

ら偽造防止のためコピーす

印鑑登録証明書には以前か

なく︑黒色となります︒

め︑印影は従来の朱色では

力するというもの︒このた

また︑用紙については︑

の公印が電子公印になりま

印鑑登録などの業務が電

引き換えに新しい登録証を

合わせください︒

︵内線2205︶へお問い

す︒これまでは朱肉で公印

算化されることに伴い︑三

三月一日團から無料でお渡

び上がる偽造防止用紙を使

ると﹁複製﹂の文字が浮か

用してきましたが︑今回新

の印影を写し出していまし

月一日團から︑印鑑登録証

しします︒引き換え期間は

市民課発行の証明書

印鑑登録証が新カードに

が磁気カードになります︒

特には設けていま︷尤ので︑

に電子公印を採用

を採用します︒

たに住民票にも同様の用紙

国民健康保険課︵宇治琵琶

なお︑保険料を滞納して

33︶の窓口へ直接持参か郵
送で返却してください︒

口での切り替え交付になり

いる人は国民健康保険課窓

えの年です︒加入者の皆さ

三月三十一日で有効期限が

んが今お持ちの保険証は︑

切れます︒市では︑新しい

をしますので︑旧保険証と

ます︶︒この時に納付相談

印鑑を持ってお越しくださ

ます︵事前に文書で通知し

一般国保はクリーム色︑退

で交付します︒新保暗証は︒

267︶へお問い合わせく

い︒詳しくは同課︵内線2

保険証を三月十五日團ごろ

職者国保はウグイス色で︑

から順次郵送︵普通郵便︶

交付

ださい︒

有効期間は九年三月三十一

２月｡4日・５日、生涯学習センターで消費生活展を開催。
市内の消費者団体などが食、環境、生活、リサイクル情報、
健康などの分野で日ごろの研究成果を発表。訪れた市民も
真剣に見入っていました。

日までです︒旧保険証はサ

暮らしを見直すきっかけに。消費生活展を開催

インペンなどで×印裔何け︑

しました。

ピューターに記録された公

新しいカード︵左の写真︶は

印鑑登録証明書などの申請

三月一日㈲から︑住民票

新しい保険証は郵送で

と歓声をあげながら力一杯豆まき

たが︑この電子公印はコン

淡い緑色で︑市の宝木﹁茶の

の時にお申し出ください︒

と印鑑登録証明書の証明書

児たちは「鬼は一外、福は一内」

印の印影をプリンターで出

木﹂をあしらったもの︒電

なお︑三月一日㈲以降新

分で作った鬼のお面をかぶった園

今お持ちのカードは３月１日︵水︶から交換

算化により︑印鑑登録の事

しく印鑑登録をする人は︑

今年は国民健康保険被保

所で節分の集いがありました。自

務処理が一段とスピＬドアッ

険者証︵保険証︶の切り替

２月３日は節分の日、宇治保育

プされます︒求た各昆弊Ｌ

民票や印鑑証明書等の交付

切り替えの年です
国民健康保険証

鬼は外！

ビスコーナーでも瞬時に住

が可能になり︑待ち時間が

短縮される見込みです︒

カメラで
おじゃま

450

