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小倉町南塊で鍼灸︵しんきゅう︶泊療院を営む今里忠幸さん︵三十四歳︶と
弘美さん︵三十七歳︶夫婦は︑二人とも目が不自由︒小学校四年生の幸平くん
と︑今年一年生になったこずえちゃんの二人を育てながら︑毎日毎日を元気に
がんぱっています︒今里さんの生活や意見を紹介する中で︑国際障害者年に︒
一人でも多くの市民のみなさんが︑いろいろなことを知リ︑感じ︑行勤してい
たださたいものです︒︹広報係藤井功︺
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目の不自由を超えて

55年度

財政自主再建を達成
市では︑市議会の九月定例会に昭和五十五キ度の各会計決算案を提出︒いま︑決算特
別委員会で審議がすすめられています︒なお︑決算書では五十五キ度実質収支で二億九
千八百九十二万円の黒字決算となりました︒このことで︑昭和五十二ヰ度末にあった七

昭和五十五年度一般会計決
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120（偉8βs万円97億2，015万円

成長への転換とＣｊ．ｒ＼状況のも

………；
など亡ぐ＝I32億5，618万円＜J

f
2・5．6％
舞収入T偉5，54O万円f2．％
．．％％

とで︑昭和四十五年に一般会

．．゛i欝戸1 8 J ；
X

9（驚ia？）
12．5％ｓl・6

I教冑費
24僅9．887万円歳出
愚など

決算案から
府支出金6億2．610万円
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昭和55年度一般会計の決算状況

▲すすむ都市計画街路宇治白川線拡張工事
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ろうあ者の自立をめざそう
セザル・マガロットさんの講演から
市では︑国際障害者年と市制施行三十周年を記念しで︑世界
ろうあ連盟事務局長のセザル・マガロットさんを招いて講演嗇
を開催・そこで﹁よりよい教育・コミユーケーシヨン・情報を
通して︑社会における平等と参加﹂をめざして活動されている
マガロットさんの講演のあらましをお知らせします︒一人でも
多くの市民のみなさんに︑障害者問題についてご理解いたださ
たいと思います・

人間は︑絶え間なく多く
の情報か刄で︑人々とのコミ
ュニケーションによっで考汽
舎拡え︑また一方で︑感情︑
命令︑注意︑おびやかし︑教
えなどの又明のＵ ズムか俘る
多くのメッセージ奎得ること
ができるのです︒ 6に︑聴
覚か通して人々の生きがいと
なっでいる希望や活発な活動
がある環境と関係を作るこ
とがで鳶るのです︒その結果︑
人間は自分の中居に新しい範

難が牛巧でいます・
大部分の国では︑＜ｖｒＭ§者
の職業の選択は制限され︑経
済的にも痢失奎引き起こしで
います︒ほとんどのvＣｖｒＭ§者
の収入は︑聞こえる人の収入
よｙり少なぐ︑そり上昇進す
ることや特別の任務が与汽ら
れることはめったにありませ
ん︒逆に自分の障害のために
支出が増え苦しいばかりです︒
きりに知的活動やレクリエ
ーションに関すること︑テレ

特別講座

国際障害者年

今年は国際障害者年ト︒

寺嶋久男

ビ・ラジオ・電話の使用など

教育委員会と市では︑社会

u月27日吻 ともに生きる町づくり 車t≫子で歩ける町づく
位政和

にも非常に制限されています︒
結局︑一番苦しいことは︑
革人の言葉が聞こえない︑
一年屁他人と話し合いができ
ないことだと思います︒この
ため障害者には心理的な影響
が大晋Ｘ︑例えば︒目による
印象についても︑音が聞こえ
ないため自分に不安が残っで

2

以上のふっに聴覚の役割を

報が少なぐ就職が困難だとか︑
ろ7あ者の両親による聞こえ
る子芦もたちの教育︑結婚に

色々な争いなどのときあらゆ

I澗をSH会

11月20日（効 国際陳害者年にあたって

囲を広げることになります︒

考えてぐると︑ 聴覚障害はい
かに人間の心理的な構成の上

るために︑ 多石は必要な多
くの知識忿言葉か通して得ま
で璽大な困警七た阜ふわ

の変調などを知り︑その言葉

いて︑回りの人々や環境にな
アンス名部ととができない

る情報に不足しでいるため困

関する問題︑栽判所における

ことです︒それに︑情報の分

ニケーションのすべての妨げ
が取り去られるぶつに特別な
提案を国運に1ました︒すべ

公民館のお知らせ

講師

の障害者に比べるとまったぐ

す︒︵言葉か聞くことで︶何
かると思います︒

が生きでいることを知ります・

る2め者のより大きな問題

野が狭く︑一般の人が新聞を

じめないため︑はっきぴ判断

は︑聞こえないということよ

読めない程狭いものです︒

の状態は︑私の栄元ですが︑

日程とテーマ

る7あ者の状態2堰解する

聴党ば︑人の発達においで
が言われているかとりつこと

目立ない障害です︒

知らなければならないと思い
璽大な役割か乗しでいます︒

ためには︑まず聴覚の役割を

ます︒そうすることで︑るコ
夕聞くだけでなぐ︑どのぷコ
にしてその言葉が言われでい

聴覚は子芦もが少Ｌずつ成長
するための根本的な助けです・

大事な刺激は声の音です︒こ

また聴覚は︑人間の心理的

吟も︑他人の話が聞けないこ

あらゆる援助と︑多くの人々

ができないことです︒

とやコミュニケーションの特

情報不足が
大きな障害に

あ者の困難な面や︑ろラあ者
の置かれでいる現状も理解で

の音は言葉忿作り︑考︱尨

なａ蓮において根本的な役割

るか︑声の抑揚やアクセント

こし︑知的な一致夕通して他

夕果たすだけでなぐ︑社会と

ヘレン・ケーフーも︑﹁一番

発的で自然なもので︑単活の

の人々といっしょにまざるこ

の関係においでも重要なもの

きると思います︒

中で心理的にも︑聞こえる

とを之迫すからです﹄と言

聞こえるということは︑自

ことは︑あたりまえのことだ

っでいます︒

また︑製造者側も︑最小

とぐに︑仕事についての情

に不可欠である︑食品の製

限使用ずるとい．ｒ＼認識夕石

徴である相手の話し万のニュ

造兌昂花する︑細菌の繁

です︒

と誰もが思っでいます︒その

独立︑自立的な牛吝に漂す

ため︑聞こえない障害のため
に起こる問題や不自由は︑他

﹁身近に売っでいない﹂︑

殖を防ぐ︒食品の鮮度m

賛成するぶつに祈つています︒

での国が︑このよ之諭いに

miff大学教授
社会参加

12月3日（昶

障害嗇柚祉の人問学

杉本一義

12月11日e？9 障害者のくらしと

miff大学教授

3
4

庖谷大学lili 杉本一義
人間の生き方を考える

1

秋の講演会

▲国際的視野から語るマガロットさん（10月20a市民会館で）

不自由さの解決は
援助と接する態度に

﹁高い﹂︑﹁いたみが早い﹂

表I

テーマ

日時

市制施行30周年記念

今まで申し上げたう7あ者

などがありました︒

も緩和されるのではないかと

の接する態度によって少しで
︵商工観光課︶

っでほしいものです︒

コミュニケーションの妨げは︑
人と人と忿4きけるもので︑

一生懸命に闘わなければなり

私たちはこれを取り去るため

ません︒ろシゐ者が普通の人
と同：＞Ａｎに︑すべでの権利
か石つでいるということか聞

たびたび訴えでい拿すが︑な

こえる人や社会の公の団体に

かなか認めら元ないのです︒
る7あ連盟のメンバーによ
ってＳ見に対する闘い︑るコ
あ者が一人で話すこと︑行動
することなど目立といラ権利
が認めβれる■＾＜＾に︑はっき
Siした態度mし︑権利を固
く守り︑また他の人にも守ら
せるようにしなければなりま
せん︒

○宇治市木幡公民館…木幡内畑

9（e＠2804）

す・

34の7（雲R8290）

百人▼申込み⁝木幡公民館

へ︒電話または直接来館の

◇

うえ申込んでぐださい・

親子スケートデー

冬を厠に親子そろって正

しいスヶＩト技術を学んで

▼とさ・・・12月6日剛︑午

みませんか︒

前10時〜午後3時Ｖところ

○宇治市小倉公民館…小倉町寺

︵公民館︶

ころ・・・木幡公民館Ｖ定員・：

間は午後7時〜9時︶▼と

▼日程とテー了・表︵時

めるため特別講座を開きま

て︑市民−ＵＡ︶もに学習を深

害者福祉協議会の協力宮入

センターと︑宇治市身体障

福祉協議会のボランティア

○宇治市公民館…宇治里尻7iの

内91（公⑩4687）

⁝市内在住の市民︵小・中

学生は保護者同伴のこと︶

▼害Ｔ五百人︵先着順︶

▼費用⁝滑走料は無料︒貸

靴は︑小・中学生は三百円︑

高校生以上は五百円が必要

▼申込み・：往復はがきに︑

代表者の住所︑氏名︑年齢︑

電話番号と参加者全員の氏

名と年齢及び︑﹁親子スヶ

Ｉトデり箆ぎと書いで︑

宇治市公民館へ︒1＝1111；30ｒａ

の消印まで受付︒

◇

︵宇治市公民館︶

秋の学習会Ⅱ

宇治児童文学連絡会

宇治児童又皮連絡会では︑

﹁子芦もの読書と図書餌つ

くり運動﹂をテーマに学習

▼とき⁝11月26日附︑午

会を開き栄す︒

前10時〜正午▼ところ⁝宇

治市公民館▼講師・：松原子

芦も又庫連絡会の中川徳子

Ｊ λ▼申込み・・・当日直接会

場へお越しぐださい▼保育

希望する人は平櫛紀代子さ

・・・一歳以上の子ご匁⁝ｙ入・

ん︵酋＠1217︶へ︒お

︵宇治市公民館︶

やつ代の実費必要︒

ラースライド奎便つでの講演︒

食用きのこの栽培方法などについでカ

京大食糧科学研究所教授葛西善＝一郎さん

⁚︲月26日困午後2時14時

キノコの利用と栽培

べ支冦公海演︒

に変化しできでいるか︑また今後注意ｆ

豪雨時の出水やはんらん形態がどのよラ

回落地域を例に︑都市化にともない

11月21日出午前10時〜12時京大防災研究所教授角屋睦さん

宇治市の発展と水害問題

・：搭腿山アリーナ▼対象

申込みは電話かはがきで宇治市公民館へ

つ︑食品少魅力的にするな

とくに国連で︑七千万人のろ

どです︒

限にもとのるとともに︑無

4種もの
33
Ｉのとおり︑﹁必要である﹂

シあ者の代表鳶賢島︑Ｅ者

欝只ラあ連盟は︑コミュ

なmが作ａＱ；；でいます︒

最近いろいろな方法や技術的

あ者自身も参加するために︑

社会忠？その活動にるフ

ける平等と参加﹂です︒

ョン・情報か通しで社会にお

りよい教育・コミュニケーシ

ろ2の者のスローガンは﹁よ

害者年と定めら元でいまふ

今年は国連によっで国際障

らないと思います︒

の宣言﹂に基づかなければな

﹁聴力障害者の人権についで

・よっぷ甥一致■承認された

思います︒この援助と態度は

﹁ほとん芦必要である﹂が

や襲學者︑心理学者などに

便用については必要最小

消費者意識アンヶＩドか

添加食品の販売ルートm

このうち約二百種は︑領用

しでよい食品︑使用目的︑

約96％が添加物に不安

ない﹂が六五・七§と必要

食品添加物

ら︑食品添加物についでの

立しでほしいものです︒

◇

食品添加物は︑現住二百

消費者コーナー

表II

三十四種の使用が認められ︑

①必要である②ほとんど必要である（S＞ ほ と ん ど 必 要 で な い
④まった＜必奏でない⑤わからない

合わせて八9︑﹁ほとんど

食魯添加勧は必嬰だと思われますか・

必要でない﹂﹁全ぐ必要で

食品添加物についての調査

調査結果をお知らせしまＫ

買物牽するとき︑私たち
は︑袋に沓かれでいる品質
表一歪竟ているでしょ・ｒvo
今回の調査では︑注意し

でないと答えた人が半数を

て見ている︵時々見るも含
む︶が九六％で︑昨年とほ

食品の品質表示は︑消費

まとめ

者が購入するとき唯一知り

傅用器班が決めβれてい
ら元でいでもできるだけ添

うる″情報 です︒ぷふ

詔冤︑咋雫多五・六§増

加をひかえたり︑使用量を

ぼ同じでした︒また添加物

それでは︑無添加食品の

減らす食品が多くなっでい

まず︒最近は︑低用が認め

甲︿については芦範くらい

えています・

の人が購入｀︸れているか表

ら︑この情報忿大切にし︑

に対し感じでいる︵少し5

・四％とほとんどの人が添

ます︒

じでいるも霖む︶が︑九六

加物に強い不安管右っで

Ｈでは︑なんらかの形で九

る食品は避けるぷつにしま

多くの添加物が頌Ｋてい

いるという結果がでました︒

な低用目的は︑食品の製造

これらの食品添加物の主
一・五％が購入鳶？いま
す︒買幻ない理由としては︑

﹁食品添加物は必要と思
ラか﹂という問に対し︑表
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消費者
意識調査
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11月21日保健医療センター

十一月三日から︒錆尿病週
間 が哺￥富まず︒
そこで宇治久世医製惣は︑
糖尿病への碧蚕尿のでむら
おラと第五回﹁糖尿病の集い﹂
を開きます︒今年は︑栄養士
の数もぷやして︑よひ親切に
栄養相談がで叉ぶ7計画さ

毎年多くの市民に参加いた

れています︒

＞ｉ箇・・・あなたも仲間

︿内容﹀

ンター︵宇治市忿町前︶

んやご家族︑そして糖尿病に

だいでいます︒患者のみなさ

関心をお持ちの人もお気軽に
マ講演・・・糖尿病の養生法︑講

を開いでいます︒入場は無料

マ食事療法の指導︑健康相談

マ低カロリト食の試食

石垣竺さん

師は済生会静岡病院医師の

お越1︶vださい︒入場は無料
です︒
マとき・・・11月召缶︑午後1
時から
マと乙乙・＝宇治市保健医療セ

10日から
ですので︑お気軽にお越Ｊ︶v
ださい︒

宇治久世医師会では︑市民
えでみよシこするもので︑第

についでいろいるな面から考

市民健康教室

のみな λに健康についで考

とくに今回は︑孝入の健康

えでいただこうと︑健康教室

まだまだ便えるけれど︑
採用しでいないものがあれ
ば︒否認情報センタ −

交渉は当事者間で汀い︒

に登録しでぐださい︒

結果は報告しでいただきま
す︒なお︑五土八年度の事

記ｉや問い負￥は市役

業は︑今月末で終了し毒す︒

所商工観光課︵四＠314

﹁奈ｒハの幸せ忿ヲλる﹂とい
うテーマで只Ｋています︒
▽11月14E田︑京都銀行大久
保支店で︑﹁成人病の予防Ｊ︑
講師は医師の松下嘉和さん

﹁お年寄りのｙ心﹂︑講師は医

▽11月19ｒａｇ 木幡公民館で︑

師の石田衛戈λ
▽11月25E㈲︑保健医療セン
ターで︑﹁衆人の胃かいぶ2

ｔ内緑
☆

264まで︒
︿ゆずります︶

メラ︒

応接セット︑まくらぴよ

︿ゆずってください︶

不用品情報センター

べ″ドのマ″ト︑げた箱︑

ンチ︶︑エレクトーン︑カ

うぷ︑男堕用自転車︵20イ

温風ピーター︑子臨書転
ーペット︒

☆
今までに成立したもので
は︑プロパン用オープンや
電気オルガンなどがありま
した︒このほか︑家具や一

希望や提砦簡わず︑戸刄

般筥箭嵩︑学罰Ｈｆｉな＼ｒ

μλ登録してぐださい︒

一九七四年︑米国環境保

用いで凝集沈でんさせ︑原

のこＪＯｃ＾Ｏ取水後に薬品＊l

因物質の量m少さＶでぃ

￡7石れること︑これら

に努めでいます︒原水に含

ます・婁逡素処理工程で

規制に基づいで総量規制隋一

すＩリンズ市の水道水から

奔れるフミン酸などの微量

で塩素と原因物質の接触時

内にトリハロメタンの抑制

発ガン性物質が検出必れた

有機物がトリハロメタン生

間奮｀縮する方法︑あるい

護庁︵ＥＰＡ︶は︑ニュー

と調査報ill﹈︳＞≪ＪＵＪ°AW

水源での富栄養化もこの原

成の原因物質であることや︑

曜日の午前9時半〜11時半︑

料・・・月額四百円とテキスト代

い！ＷＣｗ＞CDカ月間です▼受講

六百円ｖ申込み＝・宇治エスペ

豊⑩2047︶か︑加藤慶子

一フント会の中村日出男さん︵

ｙ︷兄︵豊＠6206︶まで︒

︵社会教育課︶

当日会場でも受付けまず︒
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交歓吟詠大会
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スポーツひろば
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時からｖところ・・・宇治市民＜Ｒ

ｖとき・・・11月22日︑午前9

れます︒入場は無料です︒

をＰＰＭで表幻したもの︒

れる際に消賢される酸素量

によっで生物学的に分解さ

水中の有機物などが微生物

費量である︒ＣＯＤとは︑

生物化学的酸素要求量Ｕ消

汚濁の指標︒ＢＯＤとは︒

︿ＢＯＤ︑ＣＯＤ︸水質

︵水道部︶

ｔハ切に守りましょう︒

れゑハ切な資源です︒汚さ

同川は︑水を供給しでぐ

努めでぃます︒

を厳密に実施︒汚染防止に

ど汚染指標で汚染度の計測

に︑ＢＯＤ値︑ＣＯＤ眼な

場から河川に排水をずる時

宇治市水道部では︑浄水

急な課題です︒

まず︒河川の汚染防止は緊

成の原因物質が増加しでぃ

染され︑トリハロメタン生

ところで︑潤川の水が汚

緊急課題

汚染防止は

でぃます︒

メタン牛高の抑制に努力し

事勇法なベトリハロ

は浄水の過程で活性炭処理

発ガン性の物質として社会

トリハロメタンが生成され

︵Ｆ︶︑塩素︵ロ︶︑臭素︵＆︶︑

因物質増加に関係しでいる

にトリハロメタンが顕著で︒

問題となり︑宇治市でも先

の九月定例議会で論議され

るといわれています︒トリ

︵商工観Ｓ課︶

水の消毒法としで採用さ

ました︒

月分︶奮″けたもののａ分の

れでいる塩素処理によって︑

ｔ︑または辺月分の街灯料金

ハロメタンとは︑メタン

︵｀一︶の三つの水震孚と︑

のａ分の1のどちらか低い方
の額の切片分です︒

ヨウ素︵Ｉ︶のうちＩから

ハロゲン元素であるフッ素

の命仮λあでに申請書が退

すでに︑各町内会や自治会

っでいますので︑11以召某

標レベルを米国と同値の総

在トリハロメタンの制御目

を中心に調真思ぎれ︑現

その後︑我が国の厚生省

です︒

の多ハロゲン誘導体の総称

三種までが置換したメタン

内に居住あるいは勤務︑通学

保存についで屈緊繰めでい

古文書の解読・取扱い方や

古文書講習会

◇

︵都市整備失対事叢課︶

でに都市整備失対事菌課へ︒

市立幼稚園児

◇

会教育課へ︒︵社会教育課︶

問いません▼問い合わせ・：社

︵高校生以上︶する人で性別は

ｙ資格・・・音楽の吸好者で市

でいます︒

車︵14インチ︶︑8ミリカ

お知らせ

募集
市民吹奏楽団員

充実奎凶るだの団員を募集し

結成されましたが．団活動の

市民吹奏楽団は今年五月に

いずれの会場も午後ＣＭ時か

講師は医師の竹村修一言λ

ら三時半まで︒︵保健衛生課︶

市では啜聊聚度の宇治市

量規制値一鵬当りい︶・下

︱

の午後弓時半〜ａ時半︑広野

館で11扱皆茄灸堤碍月嘔日

ｖとき・ところ・・・開公民分

開孝禾す︒

エスペラント語の講習会を

初等講習会

エスペラント

催し

宇治市水道部では︑この

．しでいます︒

！ｒｚ＾下AJ

￥とき・：昭釦趾ｔ月5日

ただぐため︑第12回古文書講

〜7日表でｙところ⁝京都府

習会が開かれます︒
5募鳶笛人は︑入園希望

立幼稚園児︵一年保育︶の募

幼稚園へ幼児を同伴のうえ︑

立甕呂料館︵京都市左京区

集を引きつづ偉四っています︒

印鑑をご持参ください︒ただ

下鴨半木町︶ｖ受講料＝・無料

も保健医療センタ Ｉ︱で行いま

下

水質問題を考え
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・−−
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﹃市民の力作が並ぶ生花展︵宇治市公民館︶

し︒保育時間の関係か応牛後

︵ただし︑テキスト代二千円

られなかった人です︒

童・牛徒で︑学校などで受け

幼稚園︑小学校︑中学校の児

対象は満ａ歳以上の保育所︑

が11月19Eから嬌まります︒

インフルエンザの予防接種

予防接種

インフルエンザ

◇

01︶ま1︵歴史資料室︶

直接資料館︵e075−781−91

み万法な芦てわしいことは︑

が必要︶ｖ問い＜ｊＤＯｔ︶︒︒︒申込

2時以降にお願いします︒
ｖ募集幼稚園・：菟道︵Ｂｃ
270ａ︶︑槙島︵言⑩270
8︶︑伊勢田︵四⑩1503︶︑
大久保︵魯＠7224︶︑平盛
ａｍ7447︶︑神明︵豊⑩

59︶︑木幡︵ｆｉＲ9439︶︒

049ｂ︶︑東宇治︵四〇82

︵学校教育課︶

案内
街灯料金の補助

体温之ばかり︑保護者同伴
でお越しぐださい︒日時︑会

市では︑町内会・自治会管
理の街灯に電気料金m助し

場は保健予防日程表をご覧ぐ

す︒︵保健衛生課︶

ださい︒なお︑12以皆苗に

ます︒

の区域内に設置の街灯基数に︑

補助する額は︑町内；＜Ｒなど

蛍光灯卯 の定額料金︵1ヵ

生成の抑制に努力

る
トリハ
ロメタ
ン

水は大切な資源です（天ヶ瀬ダム）

一回はすでに十一月十日に

秋の市民文化祭

・ニ・一
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−・・−−二−−−・
・−・−−−
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十一月一日から三日までの間︑
宇治市公民館を中心に︒秋の市民
文化祭 が開かれました︒この文化
祭は︑生活の中に文化をとリ入れ︑
地域の文化を創造しようと開かれ
たもので︑今ヰで二十九回目を迎
えました︒

卜来年の菊づくりは⁝⁝．愛好家による菊づくり
講習会︵商工会議所︶

市民の力作を展示

糖尿病の集い
カメラ
ルポ
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