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放置自転車のない
安全で快適なまちに

自転車はいつでも、どこでも、だれでもが利用できる便利な乗
り物。健康にも役立ち、環境にもやさしいと良いことばかりのよ
うですが、利用者のマナーしだいでは社会の迷惑になります。夏
休みに入り自転車で外出することも多くなりますが、交通マナー
を守り、放置白転車のない安全で快適なまちにしましよう。
問い合わせ 交通対策課（a内線2259）

駅周辺に

放置禁止区域に指定してい

放置すると
一台放置すると︑次々と放

ます︒

車を撤去しており︑前年度

せて五千三百四十台の自転

置されるということが多い

あっても放置せず︑駅周辺

ようです︒たとえ短時間で

利用する人だけでなく多く

に設けられている駐輪場を

駅の周辺には︑いろいろ

の人が集まります︒そのよ

利用してください︒

な商業施設があり︑鉄道を

うな周辺の歩道や道路に自

転車を放置すると︑人や車

の通行の妨げになります︒

特に高齢者や子供︑身体に

表のとおり︶︒これは両駅

障害のある人には危険で︑

市では︑平成Ｅ年に﹁自

の乗降客が多いこと︑周辺

命を脅かすことにもなりか

産を守るため先を急ぐ救急

転車の駐車秩序の確立に関

ねません︒また︑人命や財

車・消防車などの緊急車両

の通行障害にもなります︒

放置の理由は

盗
難

による乗り捨てや︑

ト軽い気持ちで放置したことが事故の原因になることも⁝

なくそう迷惑駐輪

1

買い物客︑鉄道利用者が

禁止区域の指定︑放置自転

する条例﹂を制定し︑放置

っています︒現在では市内

車の撤去・保管・返還を行

﹁少しの時間なら﹂という

軽い気持ちで放置するヶＩ

十二の鉄道駅周辺を自転車

平成九年度では市内合わ

と比べると四百四十八台増

えています︒地域別で見る

と︑近鉄小倉駅前が全体の

二十九・六％︑近鉄大久保

スが多く見られます︒

自転車の放置はだれかが

放置防止の

駅前が二十八・四％と両駅

だけで全体の半分以上の撤

①印鑑 ②身分を証明できるもの
返還に （運転免許証、健康保険証、学生
証など）③移動・保管費用とし
必要な
て１台につき2000円 ④自転車の
も
の かぎ、保証書など自転車を特定で
きるもの

去台数になっています︵下

返還日時 月・水・土・日曜日の午後２時〜７時

撤去自転車の返還要領

放置禁止区域内に放置さ

れている自転車は︑市が撤

撤去した自転車は市内二

去している場合があります︒

五ヶ庄保管場所 大久保保管場所
返還場所 (a32‑9950)
)
(眉
6‑5999

か所の保管場所に移し︑一

J R六地蔵駅
近鉄伊勢田駅
J R・京阪木幡駅 近鉄大久保駅
放S場所 J R・京阪黄璧駅ヽ近鉄小倉駅
京阪三室戸駅
J R・京阪宇治駅 J R新田駅

対策は

‑l

撤去後１か月間に返還請求のない
自転車は、市が処分します
に商業施設が多いことが理

由と考えられます︒

アルゼンチン・タンゴ

自転車放置禁止区域別撤去状況（平成９年度）
近鉄

近鉄

近鉄

京阪
JR
JR 京阪
宇治
宇治 三室戸 銭

京阪 JR
賎
絹

撤去台数
(台)

217 397

43

197

42

96

380

505

229 1516 139 842 737 5340

返還台数
(台)

69

169

10

101

19

28

175

127

70

825

47

返還率
(％)

32

43

23

51

45

29

46

25

31

54

34

卜

忘れない

R JR 近鉄
京阪 J六地蔵
合計
鴇
新田 大久保伊勢田 小倉西小倉東

笑顔とベルト

384 299 2323
46
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夏の道

夏の交通事故防止府民運動実施中
＼

〈〜８月20日(木)〉

運転者のみなさんＯ
子供や高齢者を見かけたらスピードを
落として、より安全運転をしましょう。
シートベルトを着用しましょう。
無謀運転と暴走行為はやめましょう。
宇治市交通安全対策協議会

931

課

〒611･8501宇治市宇治琵琶33

−

その他

発行

有球三万万言

44

第1176号

治

宇

情報Ｂ

市

だ

政

り

よ

映とトーク【＞保育…予約制で２歳

月27日囲までに所定の申請書で高

午後６時半

以上回女性政策室(a内線2091)。

齢福祉医療課（a内線2346）か、

半〜正午。6回[＞受講料…9000円。

■植物公園

宇治明星園（S23‑6922）。

〈竹細工講習会・花かご作り〉

ＯＸ

〈ワープロ初級一太郎W95版〉

木曜午後６時半〜９時。６回[＞受

[＞とき…８月２日(日)、午後１時半

講料…9000円。

〜３時半[>定員…先着30人E＞材料

差しあげます

費…2000円(入園料別)。

参議院議員選挙で使用したポス

mm園

くパソコン表計算初級エクセル
W95版〉E〉とき…８月27日

ター掲示板（ベニヤ板製、縦91セ

14日の月・木曜午後６時半〜９時。

■第25回歴史講座

ンチ、横268センチ）を差しあげ

６回μ受講料…9000円。

ます。使用の際には候補者のポス

…８月21日輿○午前の部＝午前９

〜４時E〉ところ…中央公民館[＞テー

ターをはがし、選挙用掲示板であ

≫とき…８月27日〜10月29日の木

時〜11時、○午後の部…午後１時

マ･･･南山城鉄道100年[〉講師…府

ることが分からないようにして使

曜午後７時〜９時。10回[〉受講料

〜３時[＞持ち物…のり'･はさみ・

立山城郷土資料館職員・田中淳一

用してください。圃フ月26日（日）

…１万6000円。

色紙・絵の具・空き箱など[＞対象…

郎さん

までに選挙管理委員会（a内線25

〈ワープロ初級一太郎W95版〉

小学生C〉定員…先着各30人に＞参加

11)。

80）へ。申し込み多数の場合は枚

μとき…８月28日〜９月８日の月

福祉・年金

数制限をします。

ともに商工観光課(a内線22

費…無料。

よ。[＞とき…7月29日困、午前８

回歴史資料館(a20,13

〈中小企業のための管理者講座〉

・火・木・金曜午前９時半〜午後

〈ときめき夢コンサート〉楽し

３時半。14回[〉受講料…１万2200

時半〜午後１時I＞行き先…京都府

くみんなで歌いましょう。レとき

警察広報センター(市役所からバ

…７月25日出、午後６時半[＞内容

ス)[＞対象…市内在住の小学生と

…コーラス(さわらびコーラス)､'

保護者[〉定員…先着35人C〉参加費

ティータイムt＞定員…先着100人

きの支えとなる大切なもの。相談

…無料。

E〉参加費…無料。

所では保険料の納付受付も行いま

■青空キャンプ

す。また、所得が少なくて納付が

円。

年金は老後の生活の安定だけで
なく病気やけがで障害になったと

野外活動を通じ、友達と協力す

困難な場合は納付が免除される制

査[＞とき…８月６日出、午後１時

ること、工夫することの大切さを

度もありますのでご相談を。印鑑

〜４時[＞ところ…生涯学習センター

学びます。[＞とき・ところ…○キャ

をお持ちください。≫とき・とこ

ト指導…神戸農林水産消費技術セ

ンプ＝8月14日圖

ろ…下表のとおり。いずれも午前

16日(日)、炭山

ンター職員[＞対象…市内在住の小

キャンプセンター、○親子説明会

学生と保護者C＞定員…先着40人[＞

＝８月９日(日)、午前９時〜正午、
宇治公民館[＞対象…市内在住の小

■木幡公民館

学４〜６年生C〉費用‥･6000円[〉定

いずれも同館(a32‑8290)。

員…先着40人

〈親子平和学習〉戦争のもたら

8/4㈹

8/6俐

圃7月30日困まで

■ビデオシアター

[〉とき…８月６日困、午前９時半

〈ドリームカールス〉[＞とき・

〜11時半[＞内容…ビデオ上映・人

ところ…７月31日圖、○午前10時

〜午後３時半。６回[＞受講料…１

くパソコン表計算初級夏期集中
講座エクセルW95〉[〉とき…８月
25日(火)・26日困・27日出、いずれ
■検察審査会50周年

も午前９時半〜午後３時半。

今年は検察審査会ができて50周

木

幡

公

民

館

６回

[〉受講料…１万400円。

西小倉コミュニティセンター年。検察審査会は、交通事故や詐
欺など犯罪の被害にあい警察や検
南宇治コミュニティセンター
察庁に訴えたけれども検察官が加

■さわやかバイクスクール
バイクの正しい乗り方を学ぼう。
･[＞とき…７月26日(日〉、午前10時〜

害者を起訴してくれないような場

11時半[〉ところ…陸上自衛隊関西

合にその不起訴処分が適切であっ

補給処グラウンド(黄槃)[＞対象…

リフレッシュ事業

たかどうかを審査します。

原動機付自転車・自動二輪車の運

〈琵琶湖周遊(ミシガン遊覧船)〉

都検察審査会事務局(S075‑211‑

転者[＞費用…無料

4111)。

までに最寄りの二輪販売店か宇治

レとき…８月８日(土)、午前９時45

11時半＝西小倉コミュニティセ

分、J R宇治駅前集合、午後４時

おはし・スプーン・おわんC〉対象…

ンター、○午後２時〜３時半＝南

同所解散レ対象…市内在住のおお

小学生と保護者Ｄ定員…先着50人

宇治コミュニティセンターC＞内容…

むね65歳以上の寝たきりや痴呆の

卜参加費…無料。

イギリスの女性監督が捉えた宝塚

お年寄りを介護している人E＞定員‥

歌劇のドキュメンタリー映画の上

抽選で60人[〉参加費…無料圃フ

イクは持ち込みです。
【訂正】ﾌ月11日号の１面､献血ル

(登46‑0688)。
〈パソコン活用Windows95〉[＞

小学校︒

第四十八回宇治川写生大

会には一万千三百七十四点

︿入賞作品の展示﹀

入賞者︵推薦・特選・奨

の応募があり︑審査の結果︑

上位入賞者に次の皆さんが

▽とき⁝①奨励賞・幼稚

励賞︶の作品を次の通り展

園〜小学２年の特選＝７月

選ばれました︵敬称略︶︒

日新聞社賞・：宇治幼稚園・

◆個人の部・推薦 ▽朝

西田裕真▽宇治市長賞⁝宇

23日田〜31日倒 ②小学３

相談室から

[1]7月23日困

警察署(324‑1111内線343)。バ

[117月23日俐から同センター

ーム伏見大手筋は日・月曜、祝日

とき…８月26日〜９月12日の水曜

治幼稚園・村田直樹︑宇治

めると言い出して⁝

夫がマルチ商法を始

消費生活

圃京

・城南地域職業訓練センター

形劇・戦時中の食事試食[＞持ち物…

〈夏休みはなまる工作室〉いろ

困・21日出、いずれも午前９時半

官公署・その他

■寝たきり老人介護者家族

に生涯スポーツ課(a内線2622)。

した悲しみと平和の大切さを学ぶ

.3/5伽

95版〉μとき…８月18日(火)・20日

万400円。

10時〜午後３時。

参加費…無料。

くワープロ初級夏期集中講座ｗ

ごみは必ず

ジュースなどの糖分を糖度計で検

■年金相談所を開設

持ち帰ろう

〈簡易テスト〉アイスクリーム・

9月

(昔45‑0099)。

t＞とき…８月９日I日)、午後２時

・夏休み親子教室

てみよう。警察官にも変身できる

■使用済みポスター掲示板

んなものを作ってみようc〉とき

催し

〈施設見学会〉警察の仕事を見

9時、土曜午前９時

[＞とき…８月27日〜９月14日の月・

お知らせ

竹を使って、花かごを作ります。

25)。

（２）

1998年（平成10年）７月21日発行

が休みです。おわびし訂正します。

宇治川写生大会
入賞作品決まる

商工観光課内･容内線2218
二小学校・松本亜衣︑御蔵

小学校・田中晴菜︑菟道第

〜28日吻 推薦作品は上記

学３年の特選＝８月20日㈲

Å⁚八日脚 ③小学５年〜中

〜４年の特選Ｈ８月３日間

階ギャラリーコーナー

全期間▽ところ⁝市役所１

○

囲商工観光課︵萱内線2

224︶︒

一部負担金が必要︶︒対象

す︵ただし︑老人の場合は

者は○母子Ｈ母子家庭の18

Ｏ福祉医療費受給者証

更新します

重度心身障害老人
健康管理事業対象者証

医療費受給者証

︵母子・障害・老人︶

がない18歳までの子 ○障

歳までの子とその親︑両親

害＝65歳未満の人で重度の

七月三十一日で有効期限

障害を持つ人 ○老人＝65

が切れます︒十年度も該当

する人には七月下旬に新し

〜69歳で︑所得税非課税世

帯や60歳以上の人だけの世

などです︒

帯︵老人世帯︶に属する人

い受給者証︵桃色︶を郵送

します︒

重度心身障害老人

健康管理事業対象者証

医療費の一部負担金を全額

理事業・：老人保健法による

支給する制度︒対象者は65

◆重度心身障害老人健康管

する人には七月下旬にカバ

歳以上で重度の障害を持つ

山小学校・芝山皓平︑大久

木宇菟
幡沿道

七月三十一日で有効期限

ーにシール︵黄色︶をはっ

が切れます︒十年度も該当

て郵送します︒

いずれの制度も所得制限

人です︒

った人には通知をします＊

お問い合わせは高齢福祉

があります︒

＊いずれも︑該当しなくな

︿制度の概要と対象﹀

医療課︵a2334︶へ︒

◆福祉医療・：保険診療の自

己負担分を助成する制度で

マルチ商法は訪問販売

法で規制されていて︑

ます︒入会の際に高額な

商品を購入する必要があ

﹁うそ﹂を言ったり︑脅

かして困らせるなどの禁

ったり︑人を紹介すれば

マージンが入ってくるな

象になります︒また二十

止行為をすると罰則の対

日間のクーリングオフ制

どして︑組織を大きくし

員であるほど利益が出る

なお︑マルチまがい商

度が設けられています︒

ていくことで︑上部の会

実際にはほとんどの会

仕組みになっています︒

義に該当しないような仕

おなじであってもその定

組みでこの規制を逃れた

法はマルチ商法と実質は

借金が残るだけになり︑

ものです︒

員が﹁もうかる﹂どころ

また周囲の人を誘い込む

か不必要な商品を購入し︑

ため︑人間関係を壊すも

とにもなります︒

保小学校・伊藤沙織︑岡屋

小学校・清水有紗︑小倉小

学校・長尾武奈︑南宇治中

学校・橋本裕子︑久御山中

学校・西村恭子︑久御山中

学校・田口義久

◆団体の部 ▽学校賞⁝

宇治小学校 ▽学校奨励賞

・：南部小学校︑菟道第二小

学校︑小倉小学校︑大開小

学校︑大久保小学校︑

小学校︑棋島小学校︑

幼稚園︑寺田小学校︑

宇治幼稚園の西田裕真くんの作品

示します︒

圭四い出しました︒私は

会社をやめて商売をする

ことには反対です︒いっ

たいマルチ商法というの

マルチ︵マルチま

がと商法とは次゜

はどのような商法ですか︒

Ａ

ような商法です︒販売組

織の会員が友人や知人︑

親類などを﹁もうかる﹂

立四って誘い︑商品を購

入することを条件に組織

に入会させます︒さらに

その会員が同じようにま

た新しい会員を入会させ

▲朝日新聞社賞

932

