日ごろの備えを万全に

京都府宇治市
広

報

6 /ll

溝・といは詰まっていませんか

六月十一日は入梅︒本格的な雨の季節がやって来ました︒市では︑
市内の災害危険個所をチェックしました︒皆さんも︑しばらくは気

雨期を前に防災パトロールを実施︒的確な防災活動をするために︑
象情報に十分注意をすると共に︑浸水などの被害を最少限にくい止

く︑豪雨時には急激な出水が
あります︒しかも︑土砂や岩
石を押し流して来るので︑大
きな被害をもたらします︒
▼都市化による出水
建造物や舗装が増えたため

１市役所前を出発

から出水したり︑低地浸水し

くなり︑排水路やマンホール

︵会長・池本正夫市長︶は︑

日︑国体宇治市実行委員会

と百日となった五月二十七

京都国体夏季ｔハ会まであ

▼地すべり・山くずれ

たりします︒

に︑雨が地中に吸い込まれな

虫丞雨による災害が相次いで

これらの災害を防ぐために

られました︒

来君大わβＰの光景も見

りして泣き出す幼児に梁

っしょり︒中には︑びっく

シを配る﹁未来μも汗び

行ぐ人たちに紙風船やチラ

当日は晴天に恵まれ︑街

十ａをパレードしました︒

台で二班に分かれ︑市内約

︑Ｉン晏実施︒広報車な温︿

︒夏季国体百日前キャンペ

います︒

広い範囲の降水が︑最終的

は︑特にテレビ︑ラジオの気

市では五月二十四日午後︑
池本市長をはにゐ府などの関

や道路工事現場︑宇治川堤な

に集まって流出するので︑大

よって発生します︒

地質や地形︑人為的加工に
▼大河川の決壊

キャンペーンを実施

ト集中豪雨と災害の姿−

ど集中豪雨があった場合に防

象情報をよく聞き︑水はけの

大A

水害の危険があります︒

良い悪いなど周りの環境や地
形︑地質などをよく知ってお
くことが大切です︒

む4m文化会館大ホール

災上危険と思われる八ヵ所を

▼中小河川のはんらん
山地の多いわが国には︑急

視察しました︒今回の視察で
災害危険個所の現状を把握し︑

流を特性とする中小河川が多

便槽に入る水

りをしてください︒

身近な環境整備で
被害を最小限に

的確な防ぼ屈動に努めること
にしています︒
集中豪雨時は
気象情報に注意を

大雨による被害は︑日ごろ

集中豪雨のメカニズムはま
だよぐ分かっておらす︑その

こんな方法で防止を
一時的な浸水でも︑くみ取
り式便所へ水が入ると使えな

くみ取りロが横ぶた式の場

くなり享子︒

い）。

予報も難しく︑毎年各地で集

心構えで最小限に食い止めら
れます︒
側溝のごみ・土砂
地域で掃除を
側溝にごみや土砂がたまっ

水を防ぎましょう︒マンホー
ル式の場合は︑ふたをナイロ

合は︑土のう・ナイロンで浸

ンな坏禾を通しにくいもので

ていると︑水の流れが妨げら

れたりします︒地域や家庭で

覆い︑重しなどをｍいて密閉

れ︑わずかな雨でも水があふ

雨期に備えて︑側溝や雨どい

なお︑収集日には土のう・

してぐださい︒

などの点検をしましょう︒
また︑側溝や水路に︑空き

６月３日の北島三郎ショーは、本人急病のために公演を中止しました。

の十分な備えと一人ひとりの

分で︑補正額六千七百六十万
七千円夕計上︒これにより補

億九千百八十三万三千円とな

正後の予算総額は二百八十八

ります︒
補正予算案の主な内容は次
のとおりです︒
︿一般会計﹀
▽黄奘公園体育館管理委託料

ナイロンなどは取り除き︑く

缶やビ于・・ル︑紙などのごみ

み取り作業に支障がない状態

・に二千八百七十二万八千円

市では︑町内会や自治会な
どで溝掃除を行５ 場合︑側溝

か括てないぷつにしましょゑ

の土砂か大れる容器︵プラス

た浸水防止法や︑破損したふ

り低い場合など各家庭に応じ

推進葵猫助金に一千万円

費追加として一千七百八十

▽城陽宇治線等築造用地購入

チ″ク製︶を無料で貸し出し

たの修繕方法などは︑城南衛

▽仮称剛宇治市公園公社緑化

万一千円

ています︒溝掃除の一週間前

生管理組合︵豊07563151

さい︒

71︶までお問い合わせくだ

くみ取りロが周囲の地面よ

▽精神薄弱者施設︵天ヶ瀬学

までに清掃事務所︵豊⑩31

にしておいてぐださい︒

園︶設備整備補助金に四百

41︶へご連絡ください︒

必ず新聞紙を敷いて十分水切

なお︒容器ご利用の際は︑

万円

修補助金に二百万円

▽心身障害児に子通園施設改

おわびいたします（なお､7月23日にはお手持ちの入場券でご入場くださ

夏季国体100日前︵5月27日︶

係者約七十人が︑防災パトロ

京都国体

８月５日(金)^f^i

(5月24日)
ル
●

▲市内の中小河川をパト

ールを実施︒市内の中小河川

められるよう︑身近な環境チェックに努めましょう︒

黄槃公園体育館管理委託料などに

市議全︵月定例会は︑六月
十日に開会︒六月二十七日ま
での会期で開かれる予定です︒
この定例会には︑六十三年
度一般会計補正予算︵第一号︶
案忿賢拓︑一特別会計︵公
共下水道事業︶補正予算案︑
市電子計算組織に係る個人情
報の保護に関する条例の制定
についてな芦午二議案が提出
されていネ呪
一般心一計の補正予算は︑当
初予算編成後に発生した事業

７月23日に変更

追加発売

北島三郎ショー

雨の季節です
総額６千７百６０万円を計上

▲完成間近の黄彙公園体育館（5月31日）

▲子供が泣き出し未来君もびっくり

主催(財)宇治市文化センター(電話202111)

成功させよう

トムソーヤ

アドベンチャーミュージカル

６月補正
予算案
や︑執行の具体化に伴う調整

863
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I

6月12Sから

６
子ども1.000円(3歳以上中学't;以下)

2,000円

▽∧
7Ｔ］二二ﾆぷここご;５ﾓ

● 毎 l l 1 U ･ u 日 ･ 2 1日発行

第812号

12
秋

電話(0774)22−3141

宇治琵琶33番地

昭和6 3年
(1988年)

85日

寥〒611京都府宇治市

夏

課

発行
編集

京都国体::

6日

1988年（昭和63年）６月11日発行（2）
り

よ
だ
ｋ

﹁宇治おもちゃ箱﹂−それは︑障害の有無にかか
わらず︑子供たちによりよいおもちゃで遊んでもら
おうと活動しているボランティアサークルです︒﹁お
もちゃ箱﹂では︑総合福祉会館で月二回︒社会福
祉協議会が設置するおもちゃ図書館を運営︒その
活動を︑五月二十八日出の図書館開設日の様子と︑
リーダーをされている︑主婦ボランティアの江崎美
子さんのお話しを中心に︑ご紹介します︒

ボランティア活動から得たも

びを知り幸せと思う一方︑ご

て︑そんなささいなことの喜

ふ晟のことか喜ばねばなら

のへの自信が感じられる江崎
さんですが﹁ボランティアと

ない現実欠悲Ｌｙ思い乖ｙ︒

宅地開発や吏居宅建設

導要綱﹀

︿事業所開発等に関する指

は﹁宅地開発等﹂とほぽ同じ︒

象で︑条件は公園設置以外

宅地開発等に関する
指導要綱が改正

要綱﹀

一千平方訂以上の宅地開

ものです︒皆に︑その勇気を

よ︵笑︶︒まず︑障害児の成長を

﹁希望はたくさんあり未了

へのご意見を同いました︒

最後に︑江崎さんに︑行政

等に関する指導要綱﹂︑住宅

導要綱﹂︑﹁小規模宅地開発

の﹁宅地開発等に関する指

ンーアパートなど︶が対象

開発や男屋宅︵マンショ

事業の規模に応じて設置Ｏ

無償譲渡Ｏ集会所施設は︑

上確保し︑原則として市に

飴以上で︑最低百平方μ以

員○公園は︑敷地面績の三

建築物の用途により決めら

確保Ｏ駐車場・駐輪場は︑

途により決められた広さを

緑地・広場は︑建築物の用

道路六μ以上の幅員○公園・

以外で︑敷地面積三百平方

ぱい︒ここに来ているテと外

持って欲しい﹂

一貫して見守る施設がない︒

は︑○道路は︑開発区域内

で会って︑﹁おもちゃのおば

会の少ない人にとっては︑接

保育所は保育所︑学校は学

μ以上の規模が対象︒条件

−にかし︑障害忿持つ就

靫やん て旁痴けてくれた

し万が分からないというのも

な芦示条件︒○道路は︑開

学前の幼児でも︑もっと楽し

時や︑障害児のお母さんから︑

正直なところではないでしよ

になったためです︒

くおおらかに遊べる場︑そし

ここでの歌を︑子供がうち

熱っぽく語られる江崎さん

４﹁ふれあいの輪を広げたい﹂と

障害者への接し万が分からな

市では︑この程︑宅地開

り２言葉が一般的なので︑か

発等に関する指導要綱舎収

いなら︑まず︑あいさつ︑声

正︒今回の改正は︑最近比

発と二十五戸以上の箆屋

えって︑福祉関係のことはボ

較的小規模な開発の増加や

宅建設が対象で︑次の事項

ランテＶアがやればいい︑と

ではだめ︒できることは認め︑

に付立写 なら︑かばラだけ

建築物の中高層化・多様化

へ問い合わせ欠

なぐ︑福祉とは誰にでも簡単

任せ︑できない点は補う︒そ｀

などの傾向がみみれるぷっ

かけから始めてみてはどっで

にできることなんです︒例え

れが本当のやさしさです︒す

しょう︒そして︑本当に対等

ば︑電車の中で誰か一人が体

べてかばっていては︑かえっ

い指摘も︒﹁決してそうでは

の不自由な人に︑勇気を出し

いラ風潮があるのでは﹂と鋭

て声をかける︒すると︑車内

て狼刄也じさせ求ふら﹂

︿宅地開発等に関する指導

にやさしい雰囲気が生書れる

つ長男の博紀さん︵一八歳︶と︑

て︑孟ｙだけでなぐ︑親同志

で歌っていると聞かされた時

発区域内道路六討宝の幅

サ了︲スクールに参加したの

も交流を深められる場はない

その親らが︑夏休装薬にで

一月︑﹁宇治おもちや箱﹂と

朴な思いは︑昭和五十八年十

ね﹂

なんかは︑特にシれしいです

糸１

校で︑それぞれ障害児教育を

業所開発等に関する指導要

以外の建築物が対象の﹁事

石箇戸数の六十％以上の

駐車場は︑簒屋宅につい

れた台数分か確保︒

本市の指導要綱は︑宅地

いに広げられたのはおもちゃ

がきっかけでした︒サフース

な？７か︒ト←江崎さ人の素

は︑脳性マヒという障害聚持

おもちや・⁝木のレール上を

クールとは︑小学校就学以上

明るい日差しの部屋いっぱ

走る木の汽車︑色とりどりで

の障害か痔つ児童を対象に︑

過ごせるよ見歯する遊びの

−ただ︑障害者に接する機

食べてしまいたくなるぷっな

りしていた子供たちも︑次第

して結実に︸ました︒

布製のヶＩキ︑最初は人見知

におほさんから離れ︑我を忘
会です︒

なんです︒ハンディには特別

てぐれ未了︒みんな同じ人間

ない人も︑目や指で返事をし

循環するシステムがあれば︒

センターがあり︑障害者宅を

それと︑交通網の整備︒バス

それ舎｀に一本化して欲しい︒

考えていらＪしやい

高さが一定規模か超えるも

用の住宅などの建築物で︑

対象とならなかった︑自己

綱﹂と︑今まで指導要綱の

公益施設を設置する場合︑

道路︑公園そのほかの公共

二百％以上のに一最分確保Ｏ

ふ星宅について討田戸数の

台数分確保Ｏ駐輪場は︑集

対象︒日照や電波障害︑工

以上または四階建て以上が

ない建築物で︑高さが十μ

の指導要綱の対象となら

そんなおもちゃにひかれ︑

１なるほど︒ところで︑日

﹁おもちや箱﹂のふ築の夢

を一人でも多くの人に知って

各指導要綱の概要は︑次

お知らせ

国民年金保険料は

の活動を通じて︑障害か痔つ

いの輪を広げてゆくこと︒そ

・十二人︑ボランテＶアは三

この日集まった親子は五組

替は︒四月から毎月振替に

国民年金保険料の口座振

る指導要綱﹀

て︑建築予定地周辺の住民

市の証明願いと併せて窓口

︵開発指導課︶

と調整欠忖うこと︒

たない事業衆耳瘍合が対

﹁宅地開発等﹂の規模に満

事中の安全対策などについ

自己用の住宅などで︑他

する指導要綱﹀

︿中高層建築物の建築に関

求ふ︑これからボランテ″

な援助が必要ですが︑一人の

のが対象の﹁中高層建築物

１苦労はないとおっしゃい

アを始めよラといラ人にとっ

歩道の真ん中に立つ電柱や段

﹁技術基準﹂に萎−させる︒

﹁皆さん︑自分の生活があ

チが︑

れて遊びに興じ始めます︒子

ては︑活動に多くの時間がと

人間としては︑健常者と同じ

の建築に関する指導要綱﹂

﹁障害があって言葉が話せ

供たちはここで︑思盛行分遊

認め・任せ・補うＩ
それが本当のやさしさ

び︑それでもまだ夥迫りな
ければ︑気に入ったおもちゃ

られると心配なのでは１

差ちどりにかして欲しいです

しして音が出せるものがいい

か借りて帰ることもできるの

ふフに接してぐださい﹂

当初集まったのは七人︒障

です︒

障害を持たない子供たちもや

ごろ︑何Ｍなぐ使われている

ぽ本では一般的に︑人の

便利な口座振替で

ために奉仕するとでもいｌｔ

︿小規模宅地開発等に関す

の四つとなりました︒

−障害者にとっでは︑道で

ね﹂逆に︑障害者には﹁勇気

ってのことだから︑多少︑難・

を出して町へ出れば︑今まで

しい面もあり車ふ︑手が空

すれ違ラ人とあいさつ見回

れるアイデアは︑具体的な形ヽ

のとおりです︒詳にでは︑

のではないヤト次々と出さ

開発指導課︵ａ⑩3141︶

害児夕痔つ母親を中心に︑主

るはず﹂と呼び刄ｙＯｙチ︒

思凡なかったものが見えてく

婦ボランティア︑文Ⅲ活動な

ことが大きな喜びだったりす

江崎美子さん︵四六歳・宇

けばやってみよフと思ってい

治半白︶がこの﹁宇治おもち

を持ったおもちゃへと生去ハ︒

るそうですが・・・−
︱害児の母とし
﹁私自４︑障
ん︒むしろ︑活動時間を︑生

ては︑なかなか踏み出せませ

活のリズムの中に組み込んで

穿石ってゆ呈チ︒また︑木

いるのも︑ここのおもちゃの

１ 蛋えば︑案外︑負担にはな
た布の絵

ぶランティア乞いう言葉は

もφつのが︑福祉の町つくり

おもちや箱で
広がれ温かいつながり
本作り講

って来るぷフになりました︒

は︑各地の公民館などでおも

の第一歩なのです︒

らないものですよ﹂

大声な特徴です︒

や布のぬくも旦隼ハ切にして

どをしていた人が︑その構成
員でレだ︒

その後︑

江崎さん
*'^

｀

梅村優子さん采幡︶も︑健

実際にはどんな意味を持つと

ちや図書館を開設し︑ふれあ

ＳＳＭ＾ ｋｈ＾

や箱﹂の開設を思いついたの

ｍ︱

言︷宍戸 '

︑｀ぷ餓聊

ｒ

常児のお子さんを連れて︑お

お考えですかＩ

ミでメン

もちゃ図書館へ来られる一人
です︒﹁ここでは︑ぬくもり

で申し込次れると︑本年度

へ○請求年度の申告書や給

都府身体障害者更生相談所

▼問ｋＢせ⁝福祉課︵豊

防火管理者

の3141︶へ︒︵福祉課︶

資格付与講習会

口座振替のご利用侃手続

をしていない人は︑申告を

せん︒住民税に関する申告

する甲腫・乙腫坊火管哩者

対象⁝消防法第＆条に規定

日向時間はいずれも午前

叫14日附︒乙種＝７月15

▼とき・：甲種＝７月13日

道路課

一番
︒
⁝⁝一匹圭一
｀ 作
〜 以︒ ︲ぶ 一政｀
ｍ毒詰
箭 ・ ⁚ｉ⁚
ｓ﹃
ｆ白浪﹇座の参加

ｙ者
︲や
⁚ロ
⁚コｙ．
酉詣賢

バーは増

のあるおもちゃに接すること

人︒どの顔にも︑福祉に携わ

えヽ現在

人も︑生次れてきてよかった

︒

うな意味に廓われている気が

○証明用紙は︑すべて本

る場合︑次の点にご注意欠

では︑二

ｗ

耶高作皿・

設⁚﹃

ができ車ふらね﹂︒また︑や

二十日までに手続きをさ

栄治おもちや箱﹂は︑宇

は月別で振替し︑来年度か

与支払報告書などの提出を

先の指定用紙がある場合は︑

治ボランティアバンク︵宇治

らは毎年四月ニナ七日に振

また︑割引のある﹁前納﹂

七日に握Ｆ革了︒

市社会福祉協議会内の︑ボラ

していない人は︑住民税に

動が円滑かつ効果的に行われ

きは︑各金融機関︵郵便局

︵前年中︑所得かなぐ他の

関する各種の証明は出来ま
待ってまずから︑楽しみにし

るぷつ援助する組織︶に登録

人の映養にＺつている人も︑

ろ・：南京都信用金庫本店▼

９時半１午後ｔ時半▼とこ
ているんでしょう︵笑︶﹂

︵保険年金課︶

◇

を除ぐ︶で申し込みくださ

保険料は︑便利で確実な

替し毒ｙ︒

り道路を美しくしましょう。

い︒

相談︑連絡調整等を行い︑活

ンティア活動に関する啓発︑

◇

わやかでした︒

なっていまで︒

十七人がボランテ＼･ア

れると︑翌月から毎月二十

皆に広がっていけば・・・﹂と江

散歩中の犬のﾌﾝは､家に持ち帰
ークルです︒バンクでは︑外

崎さん︒そんなやさしい関係

市所定の用紙で茜竹︒提出

っているんだといみ気負いは

﹁言葉が話せず學マ多に

なぐ︑あぐまでも︑楽しぐさ

自分の茎察伝えられない子

と思える地域づくりを目指し

かけられたり︑何にでも挑戦

ています︒

できるぷっになったりしたと

が︑気がつけば︑背史つわせ

し康す︒でも︑私自身︑活動

に来る子は︑年齢も様々︑障

思います︒だから︑ボランテ

になって京舎心んでくれてい

する中で︑自然に子供に声が

害児も健常児もい来ふら︑

ィアとはむしろ︑自分の励み

はり︑健常児のお子さんを連

いろんな人がいるのが分かっ

となり︒また︑成長もさせてぐ

れていらっしゃる市川恵さん

時半に開設︒その日に

て子供のためにいいのでは︒

さ口気ない言葉の中にも︑

れるものだと思っています﹂

･o‑‑>
されている︑ボランティアサ

︵小倉町︶は︑﹁おもちゃ箱

向け︑メンバーは毎週

シちの子も︑ おもちゃ図書館

毎月第二水曜︑第四土

火曜日に総合福祉会館

へ行くって言うと靴をはいて

曜日の午後二時から四

に集まり︑一つ一つ丁

げていき未了︒ここの

おもちゃは︑すべて︑

不特定多数の子供のた

めではなく︑一人ひど

る︒そんな温かいつながりが

寧におもちゃを作り上

おもちゃ図書館は︑

必 ね がり
として活動しています︒

１

･ですよー」

ボランティアサークル
みんな友達

宇治おもちゃ箱

864

消費者コーナー

する時は⁝

洗剤を購入

号７る入梅の季節︒ジ
メジメしてうっとおしいこ

第二回広野公民館まつ昨﹈が︑
六月十八日出と十九日面の二
日間にわたって開かれホヂ︒
地域の皆さんが集ラ場とし
て︑楽しい催しがいっぱい︒
ぜひ︑ご来場ください︒
▽発表の部・・・下表のとおり
▽展示の部・・・６月18日出＝午

りの子に合わせて作ら
れるのです︒ボールを

子供の中に溶け込んで遊び
回ってお身笞江崎さんに︑
﹁おもちや箱﹂での活動の楽

にも十四のボランティアサー
クルを登録︒各ボランティア

配偶者特別控除の

確認を

本年度分の個人の住民税

サークル︑またはボランティ
ア活動へのお問い合わせは︑

中学ｔになると
一小学今でここまでは−

しさや苦労について間いてみ

から︑配偶名特別控除の制

10/4
(･刈

それと認識できない子

宇治ボランティアバンク︵宇

度が新設︒前年中の合計所

9/29
(刈

r･どもを伸ばす家庭環境
公民館運富蕃議会
づくり
委貝長笠鴫教瑞きん
3141︶へ︒受け付けは︑

采幡公民館︶

６月13日側から︒

第６回歴史講座
▼と今：６月26日間︑午後
２時〜４時▼ところ⁝中央公
民館展示集会室▼テーマ・・・煎
茶︵せんちゃ︶の歴史と文化▼
講師⁝歴史資料館職員▼入場
⁝参加自由▼問い合わせ・・・歴
史資料館︵豊⑩1311︶へ︒
︵歴史資料館︶
高齢者映画の集い

申告により︑十四万円の範

囲内で所得控除を深けるこ

とが出来ます︵配偶者の

所得額により︑控除がない

場合もあり水管︶︒

控除を受けることが出来

る人は︑申告漏れや年末調

整漏れなど︑納税通知書で

確認を︒未申告の場合は︑

今からでも税務署か市役所

で申告してください︒詳し

41︶へ︒ ︵市民税課︶

くは︑市民税課︵豊⑩31

所得︵課税︶証明書

電算処理で発行

所得など個人の住民税に

関する証明は︑本年度分か

す︒各種証明書匁ｍ求され

ら電算処理により発行しま

前回に続き﹃明るく住

みよい明日の宇治市をつ

ぐるり﹄の︑二つめの運

動項目について説明しま

︱運動項目そ心②︱

す︒
10時〜正午▼ところ・：伊勢田
ふれあいセンター︵小倉町西

請求される握ほその旨の

住︑在勤の人▼定員・・・聊人

の資格夕必要とする市内在

時〜午後４時半︑市内各消

講習会要綱の配布⁝午前９

学︵京都市左京区︶▼願書と

日面▼ところ・・・京都府立大

▼と亨：７月23日出︑24

消防設備士試験

︵消防本部︶

予防課︵き⑩0119︶飛

出▼問い合わせ・：消防本部

け付けは６月13日囲〜17日

鑑夕痔って消防本部へ︒受

縦横４×３？︶忿苔︑印

真︵無帽︑無背景の上半身︑

防︿分﹀署にあり未丁︶に写

み・：所定の受講申込書︵消

︵テキスト代など︶▼申し込

︵先着順︶ｙ受講料・・・三千円

申告が必要︶○請求には︑

︵市民税課︶

・必要部数・印鑑をお忘れ

使用目的・必要とする年度

なぐ︒

膠原病の個別相談

▼とき・・・６月24日圖︑午

前10時〜午後３時▼ところ

国立療養所宇多野病院・杉

・：宇治保健所▼担当医師・・・

之下俊彦さんほか▼申し込

み・・・22日伽までに宇治保健

所︵豊⑩2191︶へ︒

︵宇治保健所︶

手足・耳の不自由な人の

巡回更生相談

▼とき・：６月27日側︑午

後１時ｙ３時▼ところ・・・総

⁝６月22日困〜24日出の午

前９時半〜午後４時半︑京

防︵分︶署で▼願書受け付け

都府職員会館で▼問い合わ

合福祉会館▼内容⁝身体障

必要な診断︵申請には印鑑

せ⁝剛消防試験研究センタ

害者手帳の交付と再交付に

と顔写真︿６ヵ月以内で縦

場の花壇づくりや︒フラ

9121︶へ︒︵消防本部︶

上只都府支部︵Ｓ０７５圃

横４×３ぢ﹀が必要︶︒補装

具の交付と修理に必要な診

盛的上げ︑市民一人ひと

美化に努める・学校・園︑

ワ・・︲道路を作るなど環境

断▼費用⁝無料▼主催・：京

口が自発的に︑美しい環

美しいものには︑だれ

にしよシ盾徊ありまず︒

では︑みんなの協力で広

育てる・町内公一・自治会

飾ると共に︑豊かな心を

育て︑玄関や窓辺に花を

ら始めましょう︒

まず身の次幻りの美化か

わしい町つくりのために︑

風光明美の宇治にふさ

楽しいものです︒

樹も良い思い出となり︑

入学︑結婚などの記念植

することも羊ハ切で︑誕生︑

更に︑計画的に植樹を・

も必要です︒

民一人ひと口が持つこと

ていくという意識を︑市

今ある緑皐ハ切に保護し

積極的に増やすと共に︑

また︑家の周りの緑を

ら始めましょう︒

めるなど︑﹁一鉢運動﹂か

玄関前などの花飾り夕遥

組むグループを育てて︑

職場に︑花の育成に取り

橋つくりに努めることが

大切です︒

例えば︑・家族で花を

もが心なごむものです︒

り

身近な花いっぱい運動を

然か保護し︑緑地夕夭切

樹で緑化忿聚ぶフ○自

グループを育てぷつ○植

大切にしようＯ花の愛好

推進しぶス瓦や樹木を

校・園︑職場丿作りを

容は︑○家庭︑地域︑学

この運動項目の主な内

いにしよう﹀

︿花いっぱい 緑いっぱ

六月一日号の

に﹁▽保育・：ご希望の人は︑

の中で︑申し込みの次の項目

二面郷土史講座のお知らせ

おわびし禾す︒

刷漏れがありました︒訂正し

阿匡ＬＵ排

︵伊勢田ふれあいセンター︶

ー︵豊⑩1503︶へ︒

わせ・・・伊勢田ふれあいセンタ

戦▼入場料⁝無料▼問い合

陽のあたる家族︑偉大なる挑

老後︑おじいちゃんの青春︑

山44︶▼上映作品・・・趣味ある

▼とき・：６月21日脚︑午前

得金額八百万円以下の人が︑

治琵琶四五・曼砿祉会館・
容⑩5654︶まで︒

食*.i7iを見itf.す
−fどもの随頃を守るために−

には︑誼みをつけ︑Ｓ・

館▼対象・：市内在住の小学生
夕痔つ親▼定員・：30人︵先着
順︶▼申し込み・・・６月13日側
から木幡公民館︵木幡内畑34
の７・豊⑩8290︶へ電話
か直接来館で▼保育・：２歳以
上の幼児20人︒ご希望の人は
受講申し込み時に併せて︒お
やつ代一人五百円︒
︵木幡公民館︶
減塩梅干し作り
講習会
飽食の時代といわれる今日︑
健康奎享酋上で食牛活は大

今年も塩分をひかえた梅干

切です︒

し作りの講習会を開章垂ｙ︒
▼とき・ところ・：６月21日
脚＝木幡公民館︵午前10時〜
正午︶︑小倉公民館︵午後１時
１ｔ時︶︒22日出＝保健医療
センター︵午前10時〜正午︶▼
内容・・・減塩梅干しの作り方︑
高血圧予防の食牛活︑梅料理︑
梅の効用▼講師・：市食牛活改
善推進員﹁若葉の砂▼対象・
定員・・・市内在住の人で各会場
50人︵先着順︶▼申し込み・：希
望の会場へ電話で︒木幡公民

9/20
l'≪

ました︒

日︑直接来館で︒

り︑時間はいずれも午前９時

▼日程・内容・：右表のとお

ぜひ︑ご参加ぐださい︒

級を開政蛋す︒

もに育てるため︑家庭教育学

心豊かで︑・たぐましい子ど

家庭教育学級

︵広野公民館︶

家庭教育学級の日程表

半〜正午▼ところ・：木幡公民

京都文教短期大学助教授

館︵豊⑩8290︶︑小倉公民

市立木幡中学校教論
梅原 正己さん

育ちゆくr･どもの性意識や
性行動について
日本性教育学会理參
京都大学医学部講師
今村 要道さん
家庭における性教育の考え
li、進め片

覚から覚えてもらおう︑

剤を一緒に卵わないぶつに
注意しでぐださい︒
また︑窓を開けるな芦換
気にi5＊Jlt:｜^.ｒｖＨ.ｒ＼にし
ましょう︒
︵商工観光課︶

▲rハイ、サンドイッチ

7/11 了どもの学力をつけるために
(ID
京郁教育大学教授
栗附 修さん
7/19 ｆどもの「やる乱」を育てる
(･≫

﹁大変なことは・：ないです
ね︵笑︶︒楽しいことならいっ

時は︑塩素系尽日剤︵カビ

浴室やトイレか掃除する

十分気をつけて

換気にも

ましょう︒

丘れんでか屈寮ようにし

象大般市民▼申し込み・・当

大学教授・平井新司さん▼対

10時〜正午▼ところ⁝広野公
民館▼講師・・先京都文款短期

▼とき・・・６月22日團︑午前

どについて話か曲章示す︒

義や近代五輪の歩みと逸話な

んで︑古代才リンピ″クの意

オリンピックーデーにちな

記念日と生活講座

広野公民館まつり(発表の部)日程表

音を喜ぶ子には︑マジ
ックテープをつけはず

句︑絵画︑書道︑園芸︑学習会︑
手織り︑手芸作品なぺ
▽模擬店・・・§どん︑コーヒー︑
おでん︑焼良そば︑たこ焼
き︑ラムネなど︒前売り券
は︑13日側か加弊公民館
で発売︒当日券もあります︒
▽問い合わせ・・・広野公民館︵豊
⑥7450︶へ︒

この死亡事故は︑カビ取
り剤に含次れている次亜塩
素酸ナトリウムと︑酸性の
洗剤を一緒に使ったために
発生した塩素ガスペ吸い
込んだのが原因とみられて

通産省では︑

い未了︒

爪ハ性か渦疋︑消費者の誤
った使用などによる事故
防止を図るため︑下図のよ
之詩かりやすい表示かず
るよう︑関係機関に通知を
しま１ た︒皆さんも︑便用

元京都文教短期大学教授
r･育てのポイントは
一しつけから自立ヘー‑ 平 n ‑ 新 5 J さ ん

7／1
(斜

師
講
マ
− ー
ア

)iu

13:00‑1():30
16:30〜
・閉会式

京郁≫S苓大学教授
仙田
昌さん
9/12
㈲
9／2
図

φし﹂か付け加えまず︒

花と緑のまちづくり

10: 00‑12:0(
テーマ「地域にtti?'した愛と生」
京都性教tr学会 川n‑繁一さん
・料理教室「男の料理」
: 30
12:30〜15
・r･供の広場（映画会など）
6/19
圓

:0 0
19:00‑21

沁水佐保子さん

小'"t生の心とあらわれ
6/27
㈲

館︵き⑩４６只７︶︑保健医療

運動

・開会式 12:30〜13: 00
･ 発表会(コーラス,フォークダンス､大極拳、
カラオヶなど）
: 0O〜17: 00
13
・コンサートのタベ
6/18
田

容
内
川j

rfi立宇
杖長t 台小学校
上f明さん

今日の小学生
6/23
(‑K) 一現在の小学生の実態−

センターは保健予防課︵雲⑩

みんなの市民

添
,/SS茲BIS乱･

この事故の 取り剤︶と酸性タイプの洗
酸性タイプ
塩素系＋

ﾂﾞ

正

市

治
宇
(3)第812号

おもちや図書館で無心l
する前には︑注意否否ま

市民みんなで

参加で盛り上った昨年の広野公民館まつり

▲市民

⌒
^嚇W嘱ふ;≫゛
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･
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後零時半Ｉ９時︒19日m=
午前10時〜午後手時半︒俳

でも︑ちょっと待っでく
ださい︒掃除の時に︑これ
らを一緒に使用するのは︑

福jE］

危険です！

しやすい時期です︒こんな

れからは︑カビなどの発生

時こそ︒きれいに掃除をし

通産省の報ｔによれば︑

危険なことをご存じでしよ

哲 λも︑さっそぐ﹁さ

最近︑カビ取り剤と洗剤を

ラか︒

あ︑掃除をＩ﹂と︑カビ取

一緒に使って浴室夕掃除し

ものです︒

り剤や洗剤な芦を茫翌賊

ていた主婦が死亡ずるとい

て呪適な暮らじ忿習たい

ているのではないでしょう

う事故がありましち
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６月18日(土)･19日(日)に開催

I

か︒
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広野公民館まつり
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・講演会

天一一＝

言
・ 一

一生、自分の歯で食

□の健康管理に要注意

一ミ

・・・

それが歯石となり︑歯ぐきゃ

きからウミ︵膿︶が出るよ

・・

〜

ｔｊ号．．．．Ｊ一﹃．・ぞ一

い環境です︒細菌は︑ごはん
歯そシ肯に炎症名どさせ︑

うになることから︑そう呼

⑨歯の根が見えてきて︑歯
がグラグラする︒

食生活にも気くばりを

てきます︒歯を磨いた時に

島ぷ味をおびて腫︵は︶れ

山歯肉炎⁝⁝症状は︑歯ぐ

③歯を磨ぐ時︑歯ぐ啓から

②歯ぐきがなすがゆい︒

①歯ぐきの色が赤ぐなる︒

ことが︑むし歯や歯周病の予

口の中宝尻いにしておく

これには︑車養後や寝る

あごや歯の発達奪妨げてしま

います︒固くて繊維の多い食

べ物は︑よくかむため︑歯ぐ

きやあごの骨を刺激して丈夫

加工食品や菓子・清涼飲料

自然に近い食品を︑家庭で

病にかかりやすくなります︒

れやすくなり︑むし歯や歯周

いった食べ物は︑ロの中が汚

︱おやっは時間と破を決め

除して歯牽峰れいにします︒

にするとともに︑口の中を掃

水などには︑多くの砂糖や食

調理するぷつにしましょう︒

追い出され︑骨をもろぐする

ぎると︑体からカルシウムが

きれいな歯並びになるための

らかくてかむ必要がないので︑

加工し過ぎた食品は︑やわ

−よくかむことが大切−

しょう︒

口の中を孜れいにしてお孝ま

決めて与又︑与えた後は必ず

・子供のおやつは︑時間や量を

やあめは︑歯に要注意です︒

甘味の多い︑粘つこい菓子

て与えましょうＩ

があります︒これらを取り過

ｌ圀加物が含まれているもの

大切ですが︑食牛活の中にも

原因になり未了︒また︑やわ

前に歯宝籤いに磨くことが

気か付けたいことが︑多くあ

らかい食べ物や砂糖が多くは

︱栄養のバランスに気を付

ります︒

けてＩ

また︑むし歯や歯周病が

見が早い程︑治療回数や痛

じです︒歯科の治療も︑発

う︒中でも歯周病は︑治療

回程度は検査夕受けましょ

することもできます︒年二

とで︑これらの病Ｍを予防

大切です︒歯科医師の指示

した後の手人れが︑とても

に従って︒受診しましょう︒

原因で︑体にいろんな病気

気が池ることね分かってき

盈銀することで︑体の病

が起こることがあり︑これ

い思いは少なぐてすみます︒

定期的に検査を受けるこ

ました︒

と早期治療が大７なのは同

片刃な病気でも早期発見

子供の歯︵乳歯︶はほ親の
おなかの中にいるときから︒
永久歯は二歳ぐらいから︑つ
くら元始めます︒ですから︑
この時期には特に栄養のバラ
ンスのとれた食事夕チること
が︑丈夫な歯をつくるもとに
なります︒
−加工食品・やわらかい食

な処置を受けましょう︒

で︑歯科医に受診して︑適切

体にも悪影響が出てきますの

また︑かむ働きが低下して

むし歯の原因にもなり未丁︒

の間に食ベカスがたまって︑

歯が抜けてしまったら

歯が抜けた後を放っておく
と︑両隣の歯が傾いてきたり︑
か灸回相手の歯が伸びてき
たりし康ｙ︒周りの歯がゆる

歯周病を起こしたり︑歯と歯

物は要注な卜

むし歯と歯周病の予防

プラーク︵歯垢１しこう︶です︒

それが歯の表面についたのが

歯ぐきから出血することも

⑩歯が抜けてしまう︒

むし歯は︑プラークの中の

磨きにくい場所

細菌が糖質を酸に変え︑その

出血する︒

−自覚症状︱

では﹁歯周病﹂によるものが

あります︒放っておくと︑

後は﹁むしＩ｀﹂︑四十歳以上

多く︑六十歳では︑約半数の
酸が歯盈浴かしたものです︒

④歯ぐきが腫れている︒

防につながります︒

歯が抜けてし蚤っていると言

⑤歯ぐきを指で押すとやわ
歯肉炎は二上二歳の幼児

⑥口臭が気になる︒

になると︑自然に治ることは

歯槽膿漏︵レヤフのうるっ︶

︿むし歯﹀

われています︒

なく︑だんだんと内側へ進み

にも発生︒二十五歳前後で

らかくなっている︒

穴が大今とっていきます︒

⑦朝起きた時︑ロの中がネ

歯磨きが習慣となっていても、

一 一﹁ ・一一

私たちは食物を歯でかんで胃腸に送り︑
栄養として命を保っています︒ですから︑
歯を大切にすることは︑命を大切にする
ことです︒いつまでも歯を失わず︑かむ
力を保ち︑快適な生活を送るためにはど
うすればいいか︑考えてみましょう︒

歯の抜ける原因

今︑人生八十年時代夕昌哭
・パン・菓子などの糖質を分
歯周病を進行させます︒歯周

ばれてい卓子︒

卜むし歯はないかな︑歯ぐきは大丈夫？
たと言われています︒しかし
解し︑デキストランというネ
病の初めは歯肉炎です︒

むし歯と歯周病

歯の寿命は︑まだまだそれに
バネバした物質をつくります︒

「かむ」だけではありません！

に亜花していきます︒

歯を失う原因は︑二十歳前

ついていけない状態です︒

歯の構造と役割

こうして︑いったんむし歯

おく旛のかみOhせのみぞ
歯と険ぐきの問

ロの中は︑一定の温度・湿
度に保たれ︑食べ物のカスな

は八五％の人に見られまず︒

︿歯周病﹀

バネバする︒
⑧冷たい水や湯がしみる︒

ﾊﾞこＵＪｐ、

廉
づ

閣歯柵膿鴻︵しそうのうろ

の病気の予防になります。

う︶⁝⁝一｀槽膿漏は︑歯ぐ

磨き方の指導を受けることが、歯

歯にプラークがつくられ︑

ません。検査の時やいろんな行事
を利用して、歯ブラシの選び方や

ど栄養も十分にあるので︑細

正しい磨き方でないと効果があり

菌が増えていくのに都合のよ

(5月28日、歯のひろば一以下、同じ)

巻
怜

んで全体がガタガタになり︑

歯の病気も
早期発見・早期
治療

川川川■■Ill川■↑川川川川Ⅲ

正しい歯磨きしてますか

べよう
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