もえなI＼2み

昨年四月から本格的に始
めた資源ごみの分別収集は︑
市民の皆さんの協力によっ
て︑予想を上回る回収量に
なりました︒缶やびん・ペ

ていく必要があります︵ご

ループラスチック類を燃や

リが出るなど衛生上の問題

して︑それがごみの減量に

くために︑今後も分別収集

しています︒また︑その看

市役所環境政策室でお渡し

ごみと仲良く暮らしてい

こうしたごみ問題を解決

にご協力をお願いします︒

もつながります︒

するための第一歩は︑家庭

が生じてきます︒

る猛毒のダイオキシン類が

のごみをきちんと分けて出

すと︑昨今問題になってい

発生することがあります︒

すことから始まります︒そ

ごみの分別表︵ご

また︑生ごみをそのまま埋

おしらせ

め立てるとネズミやゴキブ

み家計簿参照︶︒
家庭のごみを

皆さんは︑ごみを出した

見直そう

の資源ごみはリサイクルす

後のことを考えたことがあ

ットボトル︑紙パ︒クなど

るので︑今までほとんどが

方︶について

更します︒今年のシールは

板にはってある﹁缶の日﹂

市民カレンダーをご覧く

みの分け方・出し

収集日程について

ださい︒また︑五上︿月頃

りますか︒ごみは消えてな

三月一日号の市政だより

くなるのではありません︒

や町内会などを通じてお配

昨年のシール︵黒字︶のと

白地に青字になっています︒

いごみを二五パーセント前

め立てなどの処分をしてい

に﹁ごみの分け方・出し方﹂

埋め立てられていた燃えな

ます︒その埋め立て地の容

りした﹁資源ごみ地区別日

のちらしを町内︵自治︶会

すことができました︒

ください︒

すのでお手数ですがご連絡

まだのところはお送りしま

ころははり替えが必要です︒

の日程シールは年ごとに変

﹁びん・ぺ″トボトルの日﹂

しかし︑市内の家庭から

量には限界がありますし︑

程表﹂でご案内しています︒

を通じて配布する予定です︒

資源ごみ以外は焼却・埋

出るごみの量は昨年一年間

適正な処理をしなければ環

お持ちでない人は送付しま

後︵約二千六百トン︶減ら

で総計約四万五千トンとま

境を汚染することもありま

PET

だまだ膨大な量であり︑こ

み

すのでご連絡ください︒

⑤留

す︒例えば︑一部のビニー

収集場所看板について

緑色の収集場所看板は︑
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５月30日はごみゼロの日

４人家族で１年間に出すごみの量はこのぐらいです

ごみあなたのお宅はどうですか
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源

わたしたちの暮らしが豊かになっていくにしたがって︑ごみ

≒ぺ

資

びん・ペットボトル
は、必ず別々の袋に
入れて出してくださ
い
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◆宇治市政だより６月１日号は︑５月31日脚に新聞折り込みします◆
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96,

ようにダンボールな
どに包んでから出し
てください
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女

問い合わせ 環境政策室ごみ減量推進課︵容内線3005︶
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７月３日・10日・24日･31日の金

(上靴持参)囲生涯スポーツ課

曜、いずれも午前10時〜正午E〉定

[＞とき…６月27日〜８月１日の土

(a内線2621)。

員…先着50人E〉参加費…無料

曜、午前９時半〜正午。６回レ定

■屋外ににｎｎポーツひろば

広野公民館(登41‑7450)。なお、

X

きが必要です。詳しくは国民年金

■全国戦没者追悼式

くパソコン一太郎OFFICE

倉公民館(11月)、木幡公民館(1

8

治小学校グラウンド[＞内容…グラ

1年２月・3月)でも行われます。

ウンドゴルフ、ペタンク[〉参加費

■高齢者特別講座

国戦没者追悼式の参列者を若干名
募集します。

回対象者など詳細

については５月27日困までに社会

９時。９回[〉定員…10人[＞受講料

■親子バドミントン教室

…東宇治コミュニティセンター[〉

…１万3500円(別途テキスト代が

対象…60歳以上の市民[〉定員…先

必要)

着100人[〉参加費…無料

■手話劇教室

ころ…木幡小学校体育館[〉対象…

学習センター(322‑0220)。

護者μ定員…先着20組[＞参加費…

29日・６月12日・26日・フ月10日、

無料(上靴持参)圃生涯スポー

いずれも金曜、午後７時半

ツ課(a内線2621

福祉援護課（a内線2303）へ。

)。

半。４回t＞ところ…総合福祉会館
[＞対象…市内在住で聴覚・言語に

■国民年金保険料の免除

障害を持つ人及び手話劇に興味の
ある人[＞参加費…無料

経済的な理由などで保険料を納

日(水)までに社会福祉協議会(a22‑

て承認されると保険料が免除され

5650、FAX22‑5654)へ。

ます。ただし、免除を受けた期間

スポ、ツ

の老齢基礎年金の年金額は３分の

■屋内ニュースポーツひろｂ

■陶芸教室

‥

t＞とき…①６月２日(火)、②６月

｢観光宇治の歴史｣
名所の成立と展開
地方史研究家若原英次さん

必要)
〈ワープロ中級ワードW95版〉
E〉とき…７月４日〜フ月25日の水
曜(午後６時半〜９時)、土曜

｢知っておきたい相続に関する事柄｣

(午前９時半〜正午)。６回[〉定員

悲しい争いにならないために
弁護士杉本

俐

孝子さん

立命館大学教授高倉

のよい日を申し込む)>費用…20
00円

‥'･20人[〉受講料…9000円。

＼

いずれも午後７時半〜9時半[＞内

ます。免除申請は年度ごとに手続

容…ファミリーバドミントン、ショ

人募集をされる場合は、ぜひハロー
ワーク宇治までお申し込みくださ
い(無料)。じ〉問い合わせ…ハロー
ワーク宇治職業相談部門(昔20‑

官公署・その他

8609、FAX24‑7796)。
■城南地域職業訓練センター

地宇治。その集落ごとにスポット

は特別の免除基準が設けられてい

最近は、大幅に求人数が不足す

秀行さん る厳しい状況が続いています。求

｢高齢者の福祉｣

5/25(月) 大久保小学校体育館 ■宇治の文化史探訪…宇治
5/28俐 大開小学校体育館
の村・町めぐり
5/2廊
平盛小学校体育館
すばらしい歴史的風土と文化の
6／1㈲
西大久保小学校体育館

0220)。

■求人ｎご協力を

2/18 福祉の望ましいあり方
宋 宇測星園謔該松島 慈児さん

圃生涯学習センター(S22‑

ができた時に、10年前までさかの

あります。また、20歳以上の学生

7/16
Ⅲ

…１万3500円(別途テキスト代が

｢子孫に残したい地球環境｣
11/19 今問われる私たちの暮らし

各先着30人(①②のいずれか都合

!＞とき・ところ…下表のとおり。

【訂正】４月21日号の２面、市内
協力医療機関一覧の中で、関医院

圃5月23日出から受講料を添え

を当て、先人の足跡をたどります。

(琵琶台)が実施する基本健康診

て同センター（容46‑0688）へ。

[〉とき…６月５日･12日・26日・

これからの人生を明るく
健やかに迎えるために

をお持ちください︶

■寝たきり・痴呆予防教室

方で︑健康の源である﹁生

◆申し込み・：いずれも５月

健康への関心が高まる一

活習慣﹂をおろそかにして

はいませんか︒寝たきり・

痴呆は日々の生活習慣によ

って引き起こされます︒生

活習慣病が気になる年代の

人にとって︑健康状態や生

活を見直すための教室です︒

■男性ヘルシークヴキング教室

男性にとって定年は人生

→圖)。おわびし訂正します。

商工観光課内･ｓ内線2218

(月)

３

回

７／２

6/30
(火)

6/24

6/29

(水)

(月)

時

間 午後１時半〜３時半午前10時〜午後２時

対

象

69歳以下の人

定年前後の男性

定

員

各館先着50人

各館先着15人

し出ることによって契約

の取り消しができます︒

化粧品は未使用分を返却

すればよく︑使った分に

っいても支払う義務はあ

りません︒

しかし︑二十歳未満で

契約をかわしても︑二十

歳を過ぎてサービスを受

けたり︑利用したりした

場合は追認といって取り

消しはできません︒また︑

契約のときに﹁親の同意

がある﹂と相手に伝えて

行った契約も取り消せま

せん︒なお︑小遣いの範

囲内の取り引きであれば︑

親の同意は必要でありま

せん︒

困

の人は現在加入している健

だし︑老人保健医療の受給

康保険の窓ロヘ申請を︒た

者は市役所高齢福祉医療課

をしてください︒既に減額

︵昔内線2334︶ へ申請

認定証をお持ちの人は︑今

月末にその有効期限が切れ

ます︒引き続き非課税世帯

であれば更新手続きが必要

なお︑減額認定者の入院

です︒

日数が九十日を超えた場合︑

食事負担額が更に減額され

ますので︑再度申請が必要

300円

が減額されます
です︒詳しくは現在加入し

市民税非課税世帯で老齢福祉年金の受給権者
１日

入院時食事の一部負担額

ている健康保険の窓口︵老

500円

者

10年度市民税非課税世帯は

人保健医療の受給者は市役

１日

得

い合わせください︒

650円

(市民税非課税世帯)の入院日数 91日以上

所

・

所高齢福祉医療課︶へお問

760円

１日

低

般

入院時食事療養費︵食事

１日

過去１年間 90日以内

代︶の減額認定の平成十年

現在︑入院時の食事療養

度分の申請を受け付けます︒

費は定額負担になっていま

す︒ただし︑市民税非課税

で﹁減額認定証﹂が交付さ

世帯の人は︑申請すること

れ︑負担額が減額される制

度があります︵下表のとお

り︶︒

入院の際︑健康保険証と

◆減額を受けるには

減額認定証を医療機関の窓

減額認定証の交付は︑宇

口で提示してください︒

だきます︒また︑平成十年

治市国民健康保険加入者は

度の住民税課税証明書︵平

市役所国民健康保険課︵Ｓ

追加特別減税に伴う税制

成九年分所得の証明書︶は

内線2265︶へ︑その他

改正のため︑平成十年度市

市民税課からのお知らせ

民税・府民税納税通知書は

詳しくは︑市政だよりの

六月から発行の予定です︒

六月一日号でお知らせしま

お問い合わせは市民税課

す︒

︵容内線2121︶へ︒

六月中旬にお届けする予定

なお︑普通徴収の人は第

です︒

一期納期限が七月末となり

ます︒特別徴収の人は七月

分給与から徴収させていた

入院患者食事の一部負担額

6 /15

か来館で

回

6 /17
(昶

◆日程・会場・対象・定員

２

6 /16
㈹

い課︵容内線2332︶

(月)

6/24
團

◆問い合わせ⁝健康生きが

６／８

附

⁝いずれも左表のとおり

６／３

(火)

なお︑この教室に参加し

６／９

た人は市が実施する骨量測

6 /11
困

定に優先的に参加できます︒

回

◆受講料・：無料︵健康手帳

男性ヘルシークッキング
寝たきり・痴呆予防教室
教室

教室名

１

一

22日㈲から各公民館へ電話

テと化粧品︑総額三十万

に帰り︑親に話すと反対

円の契約をしました︒家

されました︒私自身も冷

静になって考えると︑ど

あなたのような

うしても必要なものとは

思えず︑解約したいので

すが？

Ａ
一軍歳未満゜人¨

未成年者として法律で保

護されています︒ただし

結婚している人は成人と

みなされます︒未成年者

が契約をするときには親

権者である親︵親がいな

い人は後見人︶の同意が

必要です︒この場合︑親

が反対していますので︑

親か︑あなたが相手に申

小倉公民館宇治公民館広野公民館
場 木幡公民館
申し込み a32−8290S22−4687321−2804S41−7450
会

いきいき健康教室を開講

査には眼底検査が含まれます(基

の節目であり︑新たなスタ

ート︒食事の用意などを奥

さんに任せがちだった男性

が﹁食﹂を通して自分の健

康を見つめ直し︑はつらつ

相談室から

と元気に過ごすための教室

です︒

結んだ契約は・・・

十九歳の学生で

す゜先日街゛女性

未成年者が

Ｑ

にエステの勧誘をされ︑

ルに連れて行かれました︒

﹁五分だけ﹂と近くのビ

そこで話を聞いているう

ちにその気になり︑エス

消費生活

7

９時。９回μ定員…10人[＞受講料

４日俐、いずれも午前９時〜正午

１になります。なお、その後余裕

を納めることができる追納制度も

6/12
吻

｢望ましい食生活｣
本当の健康食とは何だろう
mm好大学助m小西 すずさん

9/17
團

[〉対象…18歳以上の市民[〉定員…

ぼって免除を受けた期間の保険料

97W95版〉[＞とき…６月30日

生涯学習

[115月27

めることが困難な時には、申請し

くパソコン表計算応用エクセル

圃生涯

月28日の火・金曜、午後６時半〜

小学４年生〜中学３年生とその保

現してみませんか。C＞とき…５月

福祉・年金

月28日の火・金曜、午後6時半〜

[〉とき・内容…下表のとおり。
いずれも午前10時〜正午[〉ところ

金曜、午後７時〜９時。６回[＞と

9時

活
用W95版〉t＞とき…６月30日〜フ

線2621)。

レとき…６月９日〜26日の火・

豊かな感情を手話劇を通して表

員…10人じ〉受講料…9000円。

〜正午(雨天中止)[＞ところ…宇

課(a内線2312)へ。

８月15日出に東京で行われる全

圃

同内容は宇治公民館(9月)、小

…無料[回]生涯スポーツ課(a内

お知らせ

〈ワープロ中級一太郎W95版〉

一トテニスなど）参加費…無料

[＞とき…５月31日(a)、午前10時

BO

(2)
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