Ｉ
Ｉ

４日間の熱戦を展開
九月四日︑太陽が丘で第四十三回国民体育大会夏季大
会の開会式を開催︒﹁新しい歴史に向かって走ろう﹂の
スローガンの下︑全国から千七百人余の選手が水泳競技
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▲開会式で力強く選手宣誓をする京都選手団の笠井里栄子さん（9月４日）

市勢要覧を発行

国体開催を記念して

開通式が開催され︑完成を

京氾バイパスは︑草津市

祝いました︒

から久御山町の国道１号ま

自動車専用道路としては︑

でを結ぶ︑総延長二十七♂︑

瀬田東インターから巨椋イ

ンター間の十九・一ヌとな

っています︒また︑同時に

開通した巨椋インターから

道路の果たす役割に期待が

地域の活性化など︑新しい

本市の素顔をカラー写真

をふんだんに使ってわかり

やすく紹介した新しい﹁宇

治市勢要覧﹂を︑このほど

発刊︒Ａ４判九十二ページ

で︑宇治の歴史と文化を読

み物として楽１ ゐるぷつに

構成し︑市政ガイドでは本

市の躍動する姿を紹介して

京都国体に全国から訪れ

います︒

る選手団などに配布するほ

か︑希望者に一冊千円で頒

布しています︒ご希望の人

︵広報課︶

は直接市役所広報課へ︒

市内インター

案内略図

笠取IC

宇治東インターまでの京脆

バイパス併設一般国道︵側

道︶も市内東西交通の幹線

この開通により︑観光・

となるものです︒

イパスが開通し︑供用開始

かけβれています︒

産業道路として︑まかａＬ線

しました︒この日︑午前十

八月二十九日囲︑京滋バ

京滋バイパス完成

時に大津市南郷インターで

｜
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秋季大会まで

︵競泳︑飛び込み︑シンクロナイズドースイミング︶に

▲太陽が丘プールでは、連日水しぶきが（競泳）

京都テレビＵＨＦ34ｃｈ

参加しました︒式典では︑池本市長が歓迎の言葉を述べ︑
続いて浩宮さまの激励のお言葉の後︑選手宣誓︒四日間

〜今、新しい歴史が始まる〜

人口
９ 隋

９月４日〜７日太陽が丘で

夏季大会水泳競技

の熱戦が繰り広げられました︒選手も迎える市民も︑陽

︵飛び込み︶

午後9時から30分

本日放映
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水の祭典華やかに開幕
第43回国民体育大会

焼けした顔︒白い歯のこぼれるふれあいと感動の夏の祭
典となりました︒

京都国体夏季大会特集
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▲南郷インターで開催された開通式

1常生活に支障があるおおむね65歳以上の老人に

容

ださい老
1活のお世話をします（利用者負担あり）。

諸制度

･冠婚葬祭、出産、事故等により、一時的に自宅
無料)です。

i老人ホーム及び養護老人ホームで短期間、高齢

︹特別養護老人ホームデイーケア事業︺
昼間だけ

宇治妙楽のＦ −ん︵七十二

月二回︑入浴サービス事業と

ろ︑この制度を知り︑現在は

お父ちゃんを預かって

歳︶は︑寝たきりのご主人︵八

併せて利用されています︒

‑ (利用者負担あり）。

（利用者負担あり）。

y別養護老人ホームにおいて昼間お預かりして、

ｉたは高齢者世帯で安否の確認・日常生活に対す

怜汽ないさわやかなおじいさ

はい叱ってお元気で︑笑顔の

九十三歳︒耳が少１ 遠いほか

小林盛治さんは︑もラすぐ

ジオ体操を欠か京ｙやってい

体か動かすこと︒今も朝晩ラ

けっは﹁何でも八分目にやり︑

話しておＧれます︒長寿の秘

てもらえるのがラれしい﹂と

ので︑ヘルパーさんに掃除し

︹家庭奉仕員派遣事業︺
苦手の掃除を
ありがとう

んです︒小林さんは一人暮ら

まま﹂と体操の実演もして
いた崔笙した︒小林さん︑

しのため︑家庭奉仕員︵ホー

買物などの日常生活のお世話

いっまでもお元気で︒

ムヘルパー︶が週二回︑掃除・

をしてい未了︒
小林さんは﹁掃除が苦手な

長年社会に貢献吝れてき

た高齢者の皆さんの労苦を

ねグりい︑敬老の日か薬し

く過ごしていただけるぷつ︑

午前十時からと午後二時半

お風呂に入れて

︹寝たきり老人等入浴サービス事業︺

からの二回︑文化センター

Ｆさんは﹁当日は施設から

十歳︶と二人暮らしで︑ご主

送迎してもら凡るので︑その

に来てぐださるので︑本当に

で開催︒参加は︑はがきに

人のお世話はすべて︑Ｆさん
がされています︒Ｆさん自４

間は体聚休めたり︑買物など
木幡の猪家さん宅には︑八

安心です︒おばあさんな︿浴

よる申し込み制で︑申し込

整各は︑九月十五日︑

も高齢のため﹁昼間だけでも

家の用事か済ませることが出

土ハ歳の寝たきりのおぱあさ

敬老会を開きます︒

お父ちゃんを預かってもらい︑

来るので︑本当に助かってい

の日を毎月心待ちにしていま

よかったね

出来れぱ人浴させてをりえれ

んがおβ堅予︒毎日のお世

まれた人には既に案内のは

す﹂と話しておられます︒
い求ふ︑家には寝たきり老

などの式典の後︑演芸の部

︵漫才︶︑京山福太郎︵浪

では︑太平サブロー・シロー

敬老祝金

に記念品を用意しています

今手一︒また︑参加者全員

能ショー忿芦兄でいただ

でに福祉事務所福祉課へお

ない人は︑十一月三十日ま

ました︒まだ受給されてい

力所の会場ですでに支給し

敬老祝金は︑市内二十三

早めに受給を

ので︑お送りした案内のは

曲︶︑桂作駒︵落語︶の芸

がきか必ずご持参のうえ︑

越にでださい︒

近ぐの停留所をご利用くだ

専用バスで送迎します︒お

ーへは︑次の各停留所から

きをお忘れになると︑敬老

うえご持参ください︒はが

氏名を記入し︑必ず押印の

給案内のはがきに︑住所︑

お送りしている敬老祝金支

なお︑受給の際には既に

受け付けへお渡しぐださい︒

さい︒また︑ご乗車の際は

なお︑会場の文化センタ

必ず係員の指示に従ってく

祝金か受給出来ませんので
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木

幡 8:38
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木幡山手町 8:39
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南

木

幡 8:40
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病

院

前 8:41

13 : 26

槃 8:42

13 : 27

ご注意ぐださい︒

ださい︒

13 : 36

当日は︑米寿記念品贈呈

t度の障害を持つ人（所得制限あ'))･を対象に、

がきをお送りしています︒

頂批額から老人保健の一部負抽喰相当額を控除

話は︑猪家さん夫婦がされて

合は１日400円です。

人の入浴設備がないため︑体

り一人暮らし・老人世帯・ねたきりの老人（所得

かふいてあげるだけで︑湯船

13:21

御蔵山参道 8:37

︹在宅老人短期保護事業︺
母も私も
喜んでいます

13: 19

並 8:36

全くのお手占号した︒

園 8:34

町

につけてあげたいと思っても

御

Ｍさんは﹁今まで︑泊まり

13: 18

琵琶台のＭさんは今年四月

13:35

戸 8:51
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専用バス時刻表

13: 17

8:33

こ フした中で︑この制度を

13: 16

宅 8:32

知り' ｉｒm月一回︑利用さ

山，8:31

住

がけで出掛けることは考政ら

蔵

西

石川県へ結婚式に行かなけれ

御

れてい水子︒

13 : 34

本 8:50

森

︵交通事情により多少遅れる場合があ

13: 15

れませんでしたが︑この制度

t以上の老人に対し、通院または健康の回復を図

面

宅 8:30

を利用して七月には法事にも

1を配布しています。

東宇治方

13 : 31

り 8:49

上

隼

午後

午前

停留所

猪家さんは﹁明るい部屋で

の拠点となる施設として老人福祉センターを設

出掛けら元︑大変助かりまし

、であればどなたでも利用出来ます。

人を残しては行けず︑大変困

.て園芸を楽しみ、心身の健康を保持すると共に、

寝かせてあげよシと︑おばあ
兄は二階庄まいなので移動

l場を無償でお貸しします。

た︒ホームの職員さんも十分

.、老人福祉に資することを目的とする老人クラ

っておられました︒そこで︑

tに要する経費について、公共施設を利用の場合

が大変ですが︑送迎には看護

1安などの場として、憩いの部屋が公民館や集会

な介護をしてぐださり︑最初

r体上または精神上著しい障害があるために常時

この制度奎利用され︑おほさ

lな場合は、養護老人ホームに入所することが出

婦さんやヘルパーさんも一緒

8:45

康ｙと話しておられました

合は１開催について1,000円（ただし、月額4,000

ばなりませんでしたが︑体の

t精神上または環境上の理由および経済的理由に

ます﹂と話されていました︒

゛なく。日常の安否を確認する必要があると認め

不安だった母も私も喜んでい

と通話料300円を助成します。

んは三日間︑老人ホームで生

13 : 28

菟道高校

九月十五日は敬老の日︒厚生省の発表では︑日本人の平均寿命は男性七五・六

丿有する施設に委託し、入浴サービスを実施。利

日を
９月15日文化センターで

住

一 １１

8:43

一歳︑女性八丁三九歳になっています︒このように︑高齢化社会が目前に迫っ

特殊寝台を無償で貸与しています。

▲なごやかな敬老会場（62年９月15日）

平 野 町
(重永医院前）

た一方で︑高齢者やその家族が抱える問題は数多いと言われています︒高齢者が

)寝たきり老人や重度の身体障害者・!￡ (手帳交

敬老会で楽しい1

中

黄

生きがいを感じ︑安心して老後を過ごせるように︑私たちは一人ひとりの問題と

りにわたって寝たきりで、日常生活の相当部分に

不自由なに親︵八十二歳︶一

。
ヽます。

幼稚園前

して考える必要があります︒今回は︑市の老人福祉制度の中から︑在宅老人制度

人福祉の

ば・・・﹂と思つておられたとこ

j萬で障害認定を受けた人を対象。自己負担金は

の利用者の意見をお聞きし︑安心して暮らせる老後を考えたいと思います︒

ヽレス、エア・パット．腰掛け便座．特殊尿器、

活されました︒

tけることが困難な場合は、特別養護老人ホーム

安心して暮らせる老後を目指して

ｉり老人等に対し, 次の用具を給付しています．

トホームヘルパーさんとの楽しい語らいのひとときに笑顔が絶えない小林盛治さん

lが必要と認められる対象者に福祉電話を設置。

敬老特集

ご利用＜

1988年（昭和63年）９月11日発行（2)
り

よ
だ
と
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４長生きでありがたいことと堀田さとさん

市長が敬老訪問

けた堀田さんは︑﹁もラ几

十九歳になりましたか︒来

年は百歳︒長まき出来て︑

あ肛がたいことです﹂とう

れしそうに話されていまし

た︒

東田さんも昨年に続いて

二度目の訪問で︑﹁お元気

で何よりでした﹂との市長

卜散歩が楽しみと東田治さん

池太市長は︑敬老の日を

前にひと足早く八月二十二

日︑最高齢者の堀田さとさ

ん︵九十九歳・宇治明星園︶

と第二の高齢者の東田治さ

ん︵九十八歳・宇治蛇塚︶

を訪問︒記念品を贈り長寿

をお祝いしました︒昨年に

引き続き二度目の訪問夕受

≒

給

①
寝
た
き
り
老
人

今年︑めでたぐ八十八歳

の米寿か迎えら元るのは︑

昨年の百二十七人か王回る

次の百四十七人の皆さん︒

敬老会の会場で赤必夕一ん

をお贈りします︒︵敬称略︶

︵六地蔵︶

柴田 五郎︑早藤末松

︵木幡︶

赤田みゑ︑猪家しづ︑

岩谷アサ︑大石乃ぶ︑

大平 ソノ︑岡本千代野︑

奥村ナツ︑河合リン︑

萱場みつ子︑大崎秀次郎︑

木村康一︑久世そとい︑

ゝ

橋詰 閥輝︑

守屋茂︑

吉田トメノ

Ｓ

小滝慶太郎︑鈴鹿蔵︑

種子田祠賞︑多田きよ︑

︵五ケ庄︶

小西みつ︑竹村りん︑

西川増枝︑松元正︑

宮地鈴︑矢野ヌイ︑

山中定男

︵im︶

梅林ノブヱ︑金田清一︑

水谷キヨノ

︵志津川︶

小森平占︑阪口治枝︑

赤石里久︑倉原シツエ︑

︵明星町︶

遠坂千枝子︑松村スマ︑

和田幸次

ゝ

事

業

業

付

事

内
身体または精神上の障害により,
E
対して、家庭奉仕輿を派遣し、日常d
おおむね65歳以上で低所得の寝たき

日常生活用具

のことばに︑﹁元気で居られ

てラれしいです︒今でも一

人で散歩することが楽しみ

です﹂とはっきりした口調

で話されていました︒

◇

この外︑左記の九十五歳

以上の人にも記念品をお贈

りしました︒ ︵敬称略︶

一数田アサヘ︵九十七歳・

人久保町北ノ山︶︑植村四⁝汀一

小西力蔵︵九十七歳・羽拍

︵九十七歳・五ケ圧芝ノ東︶︑

子町︶︑木守ヤヱ︵九十七歳・

大久保町大竹︶︑菅井キク︵

九十六歳・広野町小根尾︶︑

平野トミ︵九十六歳・神明

宮北︶︑河村志恵︵九十六

歳・六地蔵札ノ辻町︶︑高

大和田ちよ︑奥田すて︑

原美忠︵九十六歳・小倉町

歳・宇治蔭山︶︑益田みき︵

奥田留次郎︑奥田治之︑

西畑︶︑國友みさゑ︵九土ハ

九土ハ歳・伊勢田町中ノ荒︶︑

吉田夕子︵九十六歳・小倉

町寺内︶︑佐藤清太郎︵九十

六歳・小介町山際︶︑長洋光

佐々木萬次郎

︵炭山︶

太郎︵九十六歳・伊勢田町

浦杉はる︑溝端ヤス︑

大谷︶︑山中藤太郎︵九十五

羽根田三之助︑原田佐吉

︵九十五歳・宇治明星園︶︑

武田キヨ︵九十五歳・・桃花

歳・木幡陣ノ内︶︑安田フサ

苑︶︑上田勝三郎︵九十五歳・

五ケ庄一里塚︶︑塩見仲蔵︵

九十五歳・菟道車田︶︑猪瀬

きね︵九十五歳・白川山木︶︑

小幡与作︵九十五歳・小倉

町山際︶︒

討淳

ご利用＜ださい老人福祉の諸制度

家庭奉仕員
派 遺 事

ｇ

心蓉粟

￡

市
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種別

元気で長生きを

治
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業

特殊寝台、浴槽と湯沸かし器、マッ｝
火災警報器、自動消火器、入浴担架。

在宅寝たきり老人

身体に機能障害があって、相当長其

特殊寝台貸与事業

介助を要する65歳以上の老人に対し、

在宅寝たきり老人等
入浴サービス事業

一
人
暮
ら
し
老
人

在 宅 老 人
短期保護事業

痴
呆
性
老
人
対
策

設

おおむね65iS.以上で.

6ヵ月以上ぴ

付1 ■2級）に対し、特殊入浴設備!
用回数は, 1人について月２回以内（
介護をしている人が病気になっfz'.
で介護出来なくなった場合、特別曼丿
者の方をおmかりしてお世話をしま１

特別養護老人ホーム

在宅のねfzきり老人や虚弱老人をｔ

デイ・ケア事業

給食等の各睡サービスを提供します

老人福祉電話

65歳以上の低所得の１人ｇらし,
i
る助言や相談、その他電話による訪n

置

事

業

電話料として毎月、基本料金1,600円
乳酸菌飲料配布事業
老人用車いす
貸

与

事

常時ひとり藤らしで近くに身寄･以
られる7o歳以上の老人に、乳駿菌飲李
病弱等により自力歩行が困難な65ぷ

業

るために、車いず(無料)を貰与してゝ
65歳以上の老人が、身体上らしくI;

︽宇治︶

ゝ

杉本ムメ︑

ゝ

西川光栄︑

昨年を上回る147人に

ゝ

本田ハルノ︑

ゝ

覚︑岩橋そで︑

次次ルで

保

事

業

来ます。また, 65歳以上の老人が, I
介護を必要とし、更に居宅で介護を１

地域で老人の集会、クラブ活動やv
老人憩いの部屋

②
生
︵折居台︶

江畑いち︑歳森光︑

山瀬耕七

︵神明︶

今川庄太郎︑北村 コト︑

芝田忠四郎

︵羽拍子町︶

江峙千之吉︑深田 いそ︑

中井シカ

︵南陵町︶

佐々木花子︑末一房又治郎

︵棋島町︶

岡本ぎん︑小坂かね︑

田中サキ︑辻 留吉︑

西村杢﹃花阪ムメノ︑

三村小ハル

︵小倉町︶

池本シヅヱ︑池本ナラギク︑

小倉菊子︑小倉信夫︑

大嶋ハツコ︑岡本忠蔵︑

運

営

事

業

が

助

成

老後の生活を健全で豊かなものにL･

事

業

い
老人園芸広場事業

対

6o,a以上のお年寄りが趣味を生かし

老人福祉センター

高齢者の皆さんの゛生きがい活動

(n酋0

置しています。おおむね6o巌以上の７

1 8 7）

船越央良︑松井利一郎︑

松岡キク︑三輪田太一郎︑

宮本まき︑山本すみ︑

︷伊勢田町︸

老人保健法による
医 療 給 付

外来の場合はｌ力月800円、入院の場

老人医療給付制度

制限あり）を対象に、医療保険の自l

70歳以上の人または65歳以上70歳^

65 歳以上70 歳未満て句非課税世帯（2
した額を給付します。
重度心身障害老人
健康管理事業

ｊ

ブに対して、補助金を交付していまｊ

社会との交流を図ることを目的に園i

③
老
人
医
療
制
度

(B2年９月15日、文化センターで)

所等に設置された場合、その管理運I
は月頷2,000円、民間施設を利用の場
円を限度とする）を補助しています。

老人クラブ

策

山本宗次郎︑吉村芳太郎

岡崎ヨミヱ︑坂入力ヤノ︑

中西政一︑能勢太郎︑

波川芳子︑村上又゛一

木村 コイト︑木村千代︑

︵開町︶

岸田雄次︑山田ひで子

安達ナヲ︑池内大伊心⁚︑

︵広野町︾

加藤八重︑栗本 ハツ︑

小原久子︑大谷千代︑

鈴木みち︑住友ミスコ︑

小亀忠汽佐々木お庄︑

水田きく︑森 ム子ヱ︑

矢野八重︑和田信三郎︑

鷲田ほか

清太郎︑北野刃一松︑

大乙︑中西政一︑

太堅⁚︑藤原柴治︑

︵大久保町︾

寫

加藤作︑久保田ウノ︑

黒川直治郎︑志村 田鶴︑

高井すて︑高木湾太郎︑

夕子ヨ

▲赤ざぶとんをプレゼント

長屋フミ︑野田仲子︑

野呂英二︑原田治助︑

平井ミツ︑藤森トラヲ︑

貴 ｍ

護

に入所することが出来ます。

き

山
本

より、居宅で養,.蚤を受けることが困ｔ

老人福祉施設

一雄︑板倉志な︑

常耕ハひ

恒治︑大西つち︑

ヱイ︑北小路功光︑

米寿を祝い赤ざぶとん

松本 ハナ︑

森 トク︑山香ヒデ︑

山代松枝︑山本竺郎

桂重太郎

︽白川︶

松西田須加植岩安
浦村口知藤村口堂

65歳以上の老人保健法の対象むで4
老人保健の一部負批金相当額を給付じ

問い合わせ：①・②は福祉課、③は社会課へ（
￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨111111111jllllllllllllllllll【￨￨11111jlllllllllllllllll1111111EII111111111111111【111111111111111111111111111UI111111111111111｢11111111111111111111111111111111111

三軒家方面

停留所

志律川方面
午前

三 軒 家
(京阪バス停)

8:50

浮面方面

午後

停留所
浮

名木方面

名
緑

午後

木 8 :30 13 : 20
ヶ

原 8:32

13 : 22

8:39

13 : 29

国道伊勢田
(京阪バス停)

※停留所は一部を除き
京阪宇治交通のバス
停と同じです。
●

●

●■・−−■・・・・・−・・・■・・・●−・●・●●・・・・・−●・・・■■・・・−・■−・・・・ｊ
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午後

13 : 30

9:05

13 : 35

停留所

午前

午後

宇治車庫

9:00

13 : 30

京阪宇治

9:01

13 : 31

8:31

13 : 11

田 8:32

13 : 12

北山住宅

8:33

13 : 13

小倉住宅

8:35

13 : 15

目

近鉄小倉

8:37

13 : 17

大 河 原
(京阪宇治交通)

小

倉 8:38

13 : 18

横島小学校 8 :44

13: 14

蔭

山 8:39

13 : 19

棋

島 8:46

13: 16

宇治郵便局 8:40

13 : 20

中

前 8:47

13: 17

停留所

ユニチカ

13 : 21

宇治橋西詰
（県通り）

8:49

13 : 19

称名寺下

8:30

社 8:50

13 : 20

笠取小前

8:35

勢

8:41

宇治橋西詰
(都計道路)

目川方面

J R宇治駅
総合庁舎

停留所

県

午前
川 8:40

研

神

8:42

大久保方面

午後

9:00

13 : 10

伊
午前

午前

午前

志 津 川
(竹下酒店前)
白
川
(茶研前)

面 8:30

名木北口
停留所

停留所

13 : 10

宇治方面

午後

9:03

13 : 33

9:04

13 : 34

9:05

宇治市役所 9:05

13 : 35
13 : 36

停留所

午前

り

日産車体

8:30

13

緑ヶ原口

8:31

13

近鉄大久保 8:33

13

国道大久保 8:34

13

13 : 10

J R新田
(中西石油前)

8:35

13

13 : 12

城南高校

8:37

13

笠取方面

神
城

午前

西

南

明 8 :38

13

荘 8:39

13

町 8:40

13

選挙に関係あるなしにかかわ

候補しよシとしている人は︑

①後援団体は︑選挙区内の人

車ゐでご注意ぐださい︒

この規制を受けることになり

挙の年︒九月十九日からは︑

らず︑選挙区内の人に寄付を
に寄付をしてはならない︒

市街灯に
管理番号標を取り付け

▼とき⁝９月13日脚から第
︿ろうあ者のための手話教室﹀
り次第締め切り毒司・

ます︒参列をご希望で︑遺

没者追悼式︵無宗教︶を行い

平和夕祈念して︑宇治市戦

戦没者の哀爵劣︑恒久

きに必要事項を記入︵左図︶

し込み・・・書式に従い︑はが

等内の祭祀者の内人▼申

妻・父ほ・子・兄弟姉妹・３親

小ホール▼対鰍・・戦没者の

前10時▼ところ・：文化会館

神経難病個別相談

900

57︶へ︒いずれも定員にな

族会に加入していない人は︑

し︑９月20日㈹までに福祉

〜9月20日まで〜

０︑ミニファックス豊⑩08

緑いっぱい迎動︑小故防止

などの活動組織が自主的に

の実践に応じた花いっぱい

生まれてくるふっに工夫し

庖職場における運動の展開

に波及する効果が大字ｙ︑

ましょう︒それにより︑職

職場での市民運動は︑他

また共通の生活時間か痔っ

実践が基本となるのです︒

りが主役となった自発的な

市民連動は︑市民一人ひと

をあげることはできません︒

着実な実践がなければ効果

していても︑一人ひとりの

したが︑組繊や計画が充実

開についてお話ししてきま

各領域別に市民運動の展

１ 一人ひとりが主役

動か推進されます︒

場サークルを通じて市民運

ているため︑組織的に活動

クルがあり活発な活動がな

職場には既に各種のサー

されているので︑それを一

できる利点か痔っていまず︒

図り︑あいさつ運動や花作

層推進させると共に︑運動

とは︑極めて大切なことで

り︑清掃などの実践面での

受け付け

宇治市戦没者追悼式

ころ⁝総合福祉会館▼参加費

はがきでお申し込みくださ

参列者の申し込み

・・・無料▼定員・：30人︒

い︵遺族会会員は︑同会を通

︵社会福祉協議会︶

▼とき・：９月19日側︑午前

事務所社会課︵〒611宇治琵

︵社会課︶

じての一括申し込みになり

琶33︶へ︒

10時１午後３時▼ところ・：宇
治保健所▼対象・内容・：神経

ます︶︒

個別相談▼申し込み⁝９月16

191︶へ︒ ︵宇治保健所︶

日までに宇治保健所︵容a2

▼とき・・・10月28日廊︑午

難病者やその家族と医師との

團︑午後１時半〜４時半▼と

▼とき・：９月21日俐︑28日

難聴の人もご参加穴

に理解してもらラものです︒

単な文章にして難聴などの人

要約筆記は︑話の内容か商

︿要約筆記者養成講座﹀

はさみ︒

運動も推進しましょう︒

す︒また︑地域との協調を

持ち︑体力づくりに励むこ

郷土か工く知り︑親切心を

明日を担之古に石たちが

を持っていると言え康ｙ︒

づくりを通める重要な役割

校・園が︑実践活動の基礎

市民運動においては︑学

展開

○学校・園における運動の

ついてお話しし毒了︒

における市民運動の展開に

﹃今回は︑学校・園︑職場

3141

年金・恩給な芸誕霜してい

社会福祉協議会﹈︵き⑩５６５

︵社会課︶

申し込み・問いふＢせは︑
テイ・サービス
囮4703︶へ

和祈念事業特別基金︵豊０３

三十一日まで︒詳しぐは︑平

求期限は︑昭和六十八年三月

業務第２課へ直接送付を︒請

１１３・平和祈念事業特別基金

〒112東京都文京区大塚５１３
け取り︑必要書類か添えて︑

事務所襲諌で請求書類か受
れます︒該当する人は︑福祉

みんなの市民運動

223141へ
詳細は交通労政課電話
予約受付中
交通災害・火災共済

ない人には︑慰労金が支給さ

わ22‑

品を贈呈しています︒更に︑
還した人やその遺族に︑慰労
ゴルで強制抑留され日本に帰
国では︑戦後︑ソ連かモン
強制抑留された皆さんへ

︵保険年金課︶

戦後ソ連・モンゴルで
ださい︒

灯06‑

詳１ ては︑保険年金課︵国

民年金係︶へお問い合わせく

加入︶することが出来ます︒

た模様が中の衣類に付着ず

︵商工観光課︶

の管理番号標が付いています

でん

公職選挙法では︑選挙に立

することか蚕面的に禁止して
②何人も︑後援団体の行事に
管理番号をお知らifeVださ
い︒
連絡先は︑道路課維持係

六十歳以降も加入︵高齢任意
が満額にならない人などは︑
納期間があって老齢基礎年金

洗濯物が十分乾燥していな

などは一緒に出しましょ之

う︒

ル袋ははずしておきましょ

ょう︒また取り扱い絵表示

グリー・ニングが済んだ品
物はできるだけその場で汚

゛

0502

いまず︒選挙区内の人も︑立

る市道上の街灯に管理番号

この程︑市が管理してい

に対し︑供応接待をしたり︑
標を取ひ付けました︵下の

参加している選挙区内の人

寄付を求めること公一正して
記念品などの物品を提供し

︵道路課︶

︵き⑩3141内線３７７︶
です︒

人や︑加入期間中に保険料未
の加入期間があれば満たせる

れ落ち︒損傷︑付属品など
の確認をしましょう︒
▽保管は

れの種類などを説明してお

い場合︑ひれてカビになっ

この七例の中には消費者

を見て︑で命石座ら自分

゛

▲市が管理する街灯には、必ず黄色

0

候補をしぷ？としている人に

い毒了︒これは︑選挙に立候

今後︑球切れな芦缶灯の

写真参照︶︒

修理が必要な場合は︑この

てはならない︒

団体に対して寄付をしては

③候補者などは︑自己の後援

補トよシとする人は︑常に身
辺を清潔にし︑お金のかから

の男女▼參加費上チ ︲︲ム六

までに的場一さん︵広野町中

百円▼申し込み⁝９月30日吻

絵本の読み聞かせ︑歌など︑

と確認し︑特に気をつけ

﹁クリーニング蜃蒙Ｓ
キ●
かＳ
﹂●一

ましょう︒いずれの場合も

満たしていない人でも後少し

六十歳になって資格期間を

三年度価格︶が支給され毒了︒

で六十二万七千二百円︵六十

たした時︑六十五歳から満額

︵生年月日で異なります︶を満

老齢基礎年金は︑必要な月数

十歳到達月の前月までですが︑

国民年金の加入期間は︑六

高齢任意加入

︵市民体育課︶

島13・豊⑩1286︶へ︒

動する市内のアマチュアグル
ープは︑ぜひご参加匁日ご
ろの練習の成果を発表し︑相
互の交流を図りましょう︒
申し込み・問い合わせは︑
中央公民館︵ａ⑩1411︶へ
︵中央公民館︶

第22回市民総体
軟式テニス一般の部

国民年金の

児童文化の向上を目指して活

ネルシアター︑ペープサート︑

人形劇︑影絵︑紙芝居︑パ

ない選挙を実現することを目

市民一人ひとりの努力で︑

ならない︒

また︑同法信︑任期満了の
違反のない明るい選挙を実現

的としているからです︒

九十日前に当たる日から︑後
させましょう︒
︵選挙管理委員会︶

援団体に関する寄付の行為に
も︑次のぶつに厳１ で規制を
してい未了︒今年は︑市長選

お知らせ

人形劇フェスティバル
参加団体を募集
十一月二土八日旧︑文化会
館大ホールで﹁第九回人形劇
▼とき・・一一⁝一月９日㈲︑午前
９時▼ところ⁝東山公園テニ

フェスティバル﹂を開き毒ｙ︒
ただいま参加団体m集中で

スコート▼対零：高校生以上

防ぐために

トラブルを

す︒

が黄ばんでいる︒原因究明
中⑦ワンピースの変型い・︒
ニットワンピースの丈が短

型くずれしやすい物︑縮

きましょう︒また︑上下揃

たり変色したりします︒ま

消費者コーナー

た︒苦情を申し入れたとこ

みやすい物は︑型紙をとる︑

いのスーツや共布のベルト

ビニール袋は輸送用です︒

ろ︑業者は表示通りにした
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