89,278

人

事故なく過ごそう夏休

楽しい夏休みが始まりました︒しかし︑夏は︑ちょ
つとした気の緩みから︑交通事故や食中毒︑水の事故
などが発生しやすい季節です︒安全への心配りを忘れ
ずに︑夏休みを事故なく︑元気に過ごしましょう︒

昨年の夏休み中の交通事故

動が厦間されます︒

日まで︑夏の交通事故防止活

七月二十日から八月三十一

通ルールやマナーを忘れがち

れなどのため︑とちすると交

気の緩みや︑暑さからくる疲

が多くなり︑解放感からこる

海水浴などへと出掛けること

プール︑花火大会︑盆おとり︑

◇

▼横断歩道外の横断︒

▼路上遊び

▼信号無視

▼車の直前直後の横断

です︒特に︑次のような行為

るとともに︑子ども目身にも︑

りの心で︑子ｙもの安舎寺

するため︑七月二十一日︑

釣り入らの水難事故を防止

命か寺り︑市民や観光客︑

夏休み中の子発石たちの

所までの約十八〜メートル

元橋か豹岸を通り︑同支

か田発し︑宇池川右岸︑隠

設省天ケ瀬ダム管理支所前

長︶が実施するもので︑建

水の事故を 防ごう

午後一時半から︑宇治川沿

をパトロールして︒水難小

た︑天ケ瀬つり僑付近など

故防止欠叶び掛け米沢ま

十四ヵ所に﹁キケン﹂︑﹁な

岸で危険防止パトロールが

これは︑天ケ瀬ダム放流

市民の皆さんもぜひ︑水

防止﹂か呼び掛け未了︒

カーで﹁子どもの水の事故

に建設省の放流警報スピー

さらに︑夏休み期間巾ほ︑特

類の水難防止看板を設置︒

ぷないおよぐな﹂の三種

がされるはいるな﹂︑﹁あ

連絡会︵会長ｌ⁚池本正夫市

実施されます︒

8月31日まで 夏の交通事故防止活動を展開

は百一件︒そのうち︑十五歳

で︑事故に遭ったときの状況
は︑非常に危険です︒お互い

大人が︑いたわりと思いや

以下の子μもの事故は十三件

は︑出合い頭が五件︑横断中

交通安全のルールと実践能力

の事故防止にご協力くださ

○用便後や調理前︑食前には

るだけ調理しない︒

○手指に傷のある人は︑でき

る︒

Ｏネズミやゴキブリを駆除す

を行う︒

をよぐ洗い︑日光消毒など

○まな板︑包丁︑ふきんなど

度以下に保つ︒

い︒
企画管
理部総務課︶
9
0日まで食中毒注意報の発
令︵期
間
︵交月
通対3
策課︶

芦石の交通事故をなくしまし

を身に付けさせ︑夏休みの子

に注意しましょう︒
▼飛び出し

が四件なＳＯＡ]なっています︒
夏休みには︑子芦もたちは

ょう︒

食品の取り扱いに気を付けよう

忠窪意報発令中﹂の告知板

四一ラジオーテレビ・新聞

を掲げ毒司

などで報道するほか︑学校給

ために︑食品を取り扱 ７際は︑

七月一日号市政だよりで

お知らせした敬老会は︑九

月十五日に︑文化センター

で開催し毒ｙ︒

現在︑はがきで申し込み

か受け付けていますが︑定

員にまだ余裕がありまず︒

特に︑午後の部に余裕があ

りまず︒

参加を希望ずる人は︑次

の申し込み方法に従って申

し込んでぐださい︒締め切

りは七月三十一日︵当日消

印有効︶です︒

申し込み
あんない

★応募資格・：市内在住で︒

大正８年９月16日以前に

白図ｔ町並・山蔵山参道

御蔵中窪手幼講前一

幡←病院前←黄緊︲車野町一

未幡ふ木幡山手町南木一

月15日現在で満70歳以上

駆上り・新田←森本圭言

︵重永医院削望菟道高校一

生次れた人二平成元年９

の人︶︒定員は約２千５百

酉石油前︶・廠南高校尚一

国道大久保ＩＪＲ新田 ︵中・

・緑ヶ原ロー轟鉄大久保三

戸・大久保方面・・・日産車体一

人︒

★応募方法・：左の書式に従

齢者福祉課へ︒記入が不

って︑はがきで福祉部高

十分な場合や電話での申

宇治檎西詰︵都計石路︶・ＩＪ

面⁝宇治車庫土只阪宇治・・

Ｒ宇治駅・応合ぼ舎←宇治

明←城南荘﹃由町・宇治方

は︑希四宮おりにならな

し込みは受け付けません︒

いことがあり未了︒

大河原︵京阪宇治交通了依

市役所・目川方面：白川←

また︑時間︵午前・午後︶

★応募期間⁝７月31日㈲ま

宇治橋西詰︵県通り︶︲ぬ神

島小学校←桐に←中研前︱

で︵当日消印まで有効︶︒

★記念品⁝参加者に会場で

社・一二軒家方面⁝三軒家

お渡しします︒

★送迎・：昨年と同じぐ︑専

浮而ｆ名木北口←伊勢田︲︒

北山住宅←小倉住宅←近鉄

︵京阪バス停︶・浮面方面・：

いて京阪宇治交通のバス

便局←ユニチカ・名木方面

小倉←小倉︲轟山←宇治郵

用バスを運行︒停留所は

停留所と同じです︒なお︑

次のとおりで︑一部剪除

東宇治方面のバス停留所

田︵京阪バス停︶・志津川方

面土座川︵竹久洒店前︶←

・：名木←緑ヶ原・←国道伊勢

白川︵茶研前︶・笠取方面・：

に﹁新田﹂が新設されてい

発車時刻は︑９月１１一日号

ます︒ご注意ください︒

市政だよりでお知らせし

Ｔt‑r 1ｒ‑≫ inCI︲ｒＬ″Ｋμ

3

3

︵高齢者福祉課︶

称名寺下←笠取小前︒︒

・東宇治方面⁝中住宅←

ます︒

f.1

マ︼ 宇治市宇治琵琶

一

１
宇治市福祉部
言詮者福祉課

□

※乍前の部か午後の部かどちらか
を記人してください。

九月三十日まで︑食中毒注
は︑食中毒の発生しやすい気

食施設へも府から注意か呼び

次のことに注意してください︒

︵保健予防課︶

よく手を洗う︒

利用する交通m閔（
）
.■f‑≫w<x(,ii<i'≫ir),rr報礼
そ忿他のいずれかを記人してく

意報の発令期間です︒注意報
象条件の日に︑府が発令し︑

掛けます︒

四十八時間継続します︒
この食忠窪意報の発令は︑

食中毒を未然に防ぐことが目

また︑食中毒にかからない

的です︒注意報が発令された

Ｏ調理した食品は早く食べる︒

食品の衛生管理を呼び掛け︑

場合︑市民の皆さんへは︑次

を清潔にし︑Ⅲ内温度を10

○冷蔵庫を過信しない︒庫内

剛市役所と保健所に﹁食

所Ｚ⁚．りＨ

行

豪,liが運行する呻川バスをご利用
の人だけ記人してください。

はがき

敬老会参加申込書

の方法でお知らせします︒

の部と午後の部︑各１回︒

★とき⁝９月15日㈲︑午前

ホール︒

★ところ・：文化センター大

″キリ娘︑小川あたる・

出演予定者人漫才︶チャ

★内容・・・式典と催し︿演芸

特に午後の部に余裕があります

たまる︑︵浪曲︶真山一郎﹀

衣（あて先）
一

パトロール
を実施

723日︵日︶参議院議員選挙 みんなそろって投票しましょう

）

/‑'さい｡
バス停留所r, （

年齢
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報
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京都府宇治市
発行
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7月31日までには
がきで敬老会の申し
込み受け付け中

午前・午後の部とも同じ︒
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第852号

京都府全体で川や胞に流さ
れる汚れのうち︑約六割が生
活排水によるものと考えら元
ています︒特に最近では︑生活
水準の向上などにより家庭で
使う水の量が増加しており︑
川や母に流される生活排水の

生活排水はちょっとしたこ

量も多くなってきています︒

とで減らせるもの︒海や川を

して出す▽食べ残しは残飯入
れに移し︑食器の汚れはふき

ンのものを▽し尿浄化槽は正

湯を洗濯に使う▽洗剤は無リ

取ってから洗う▽風呂の残り

らせ
１ こ使う︒ ︵環境保全課︶

お知

します︒登録希望の人は︑

者の中から必要に応じ︑雇用

用務︑調理のいずれか︒登録

1010

格者か保育に意欲のある人︶︑

120

一万円︶︑入選＝26点︵記念

︵三万円︶︑銀賞か蒸︵各

品︶▼応募・問い合わせ⁝

住宅課︵内線３７６︶へ︒な

お︑版権は市に帰属︒作品は

動物愛護写真

返却しません︒ ︵住宅課︶
コンクール

犬の正しい飼い方への理

解を深めるため︑写真コン

▼テーマ・・・犬と人間のふ

クールか行います︒

れあい▼５募資格・：京都府

内在住・在勤・在学者▼規格

⁝四ツ切︵カラー︑白黒とも

可︶︒応募点数はＺ点以内で︑

未発表のものに限る▼応募

要領・：作品の裏に題名︑住

所︑氏名︵ふびがな︶︑年齢

番号を明記し︑郵送か持参

︵学年︶︑職業︵学校名︶︑電話

で▼締め切り・：８月15日㈹

月中旬に入賞者に直接通知

︵当日消印有効︶▼発表・・・９

▼応募・問い合わせ・：宇治

保健所︵宇治若森了の６・豊

⑩２ト９２︶へ︒なお︑著作

権は府に帰属︒作品は返却

しません︒ ︵環境保全課︶

▲印は減

集し栄す︒職種は保母︵有資

市立保育所の臨時職員︵ア

144

直接通知▼賞・・・金賞Ｌ点

しよう油キ･，コーマン濃口
ボリ容器入1 (
252 ▲り.4 2.4 297 204
砂
瞎上白1
kK
235 2.2▲4.1 290 194
小t 粉 日清小麦扮フラワー
Ug (薄力粉)
192 ▲3.0 ▲1.5 232 131

ルバイト︶の登録希望者夕募

登録希望者を募集

市立保育所臨時職員

問い合わせを︒︵消防本部︶

はお近ぐの消防署・分署へお

なる場合もあります︒詳しぐ

申し込み多数の場合は抽選と

写真を募集

255

る市内在住者であること②現
在同居中または同居に疋うと
する親族示実上婚姻と同様
の関係にある人︑または婚約
者を含む︶があること③市内

２力所で上映する予定です︒

いずれかへ▼その他・・二日に

島消防分署︵豊⑩5105︶の

消防分署︵ａ⑩4780︶︑桐

分署︵ｓ⑩８７５︲９︶︑伊勢田

︵ａ⑩3900︶︑東宇治消防

署︵豊⑩0119︶︑西消防署

午後４時▼申し込み・：中消防

１日陶〜７日囲︑牛前９時〜

24日俐▼申し込み期間⁝８月

▼上映期間・：８月20日面〜

781

み

午後３時半〜▼ところ・・・中央

中央図書館児童書コーナー
﹁みつめつづけよう︑平和
な明日のために︒ヒロシマー
ナガサキ・そして・：﹂
に居住する二人の保証人があ
ること④収入が基準収入額

戦争に関する本を展
︵同居の親族数などで異なる︶
示︒平和について考
え
て
み
ま
せ
ん
か
︒
以下であること▼募集案内の
7月21日︵金︶〜8月30日︵水
︶
砲布・・・７月21日出〜８月２日
８月２日困までに住宅課︵内

24日間から︵定員になり次第

宇治市国際親善協会は︑市
日側までに同センター︵豊前

インスタント
コーヒー

すヽスカフエエクセラ
瓶入150 k
855 Ａ 0.9Ａ 0.7 925
そタヶヤミソ11‑8
3 57 3.2 11.6376
普通品１斤
食yゞン（ ス ラ イ ス し た も の ）
169 2.4 11.2185
洗if代 ワイシャｚ
白の長そで
165 ▲2.9 7.8 206

公民館実習室▼上映作品⁝

わせ・・・中央公民館︵き⑩14

﹁京指物﹂︑﹁京仏壇﹂▼問い合

11︶へ︒ ︵中央公民館︶
おはなし会

▼とき・・・７月26日㈹︑午後
３時半〜４時▼ところ・：中央
図書館集会室▼内容⁝おはな

月までの間にこの制度か莉用

線３７５︶へ︒

締め切り︶▼健診日⁝９月１

民による外国都市との親善・

ティーサービス

0780︶へ︒︵商工観光課︶゛

コンテスト

ＨＯＰフォト・

市では﹁自然・歴史・文

化など軍ハ切に守り︑生か

しながら︑いつまでも住み

たい︑住み続けられるまち

市地域型優良住宅︵ＨＯＰ

の創造﹂をテーマに︑宇治

Ｅ住宅︶制度を匍定︒その推

進の一環として︑フォトコ

ンテスト名にいます︒

▼テーマ・・・﹁家﹂︒家族や

隣人とのふれあい︑早戸石

の遊び︑花や木などの自然

かポイントにし︑あなたの

好きな﹁いえ﹂の顔を見つけ

てください▼応募資格・：市

内在住・在勤のアマチュア

▼規格・：カラーでキャビネ

から四ツ切の単写真︑未発

表作品に限る︒応募点数は

５点以内で︑市内で撮影し

たもの▼応募要領・：自作の

応募票に住所︑氏名︑年齢︑

タイトル︑撮影場所︑撮影年

月︑応募点数を記入し︑郵送

か持参で▼締め切り・：９月

30日出︵当日消印有効︶▼発

表・・狗月21日号の市政だよ

りで︒入寧入選者には別途

a浦サラダ油
ボリTrii 1000k

食用油

㈹ｙ申し込み・・・７月26日困〜
によ征納付が困難な人には︑
していない▼定員・：200人︵先

日庖〜平成２年３月31日出ま

交流の促進を目的に︑機関紙

ヘ･‑/ヽ−

し︑よみ烹笹︑紙芝居▼対象
・：幼児から小学校低学年︵入
保険料が免除になる場合があ

▼とき・ところ・：７月26日

で▼自己負担額・：男性⁚二万

の発行︑使節団の派遣などの

宇治巾国際親政協会

困＝ニチイ大久保店︑７月27

至七百四十円︑女性上万

活動をしています︒多くの市

︽ボウリング教室﹀

20（7月

サランラ・7
台所川
ラ，ブ 30 x 21)111

22
163 AI5.1▲4.1 200 103
163 6．546.R273 132
472 0.9▲0.4 565 361

男Biook
キャベツ中R 幻1k
鶏
卵Mサイズパック人
lO個

バレイショ

２．９
▲4．7
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400枚入1 柘
クリネ･,クス・町コ予り

ティｰノンュ

︵住宅課︶

場は子どもがけ︶▼参加料⁝
着順︶▼申し込み期間・・・７月

日出︱西友宇治店︑７月28日

二千六百七十円▼健診医療機

民の皆さんの入会をお待ちし

▼とき・：８月６日面︑午後
２時〜４時▼ところ⁝松園ボ

356

1.8 0.8 ≫34 670
1.7 ７．９127 112

消費者物価

一訂正し' ≪＾びし未す・

418

切身100
K

すき焼用

20
H02川 6円

り∂ {l､3

6 9川
4

≫S(ft
mm
価格状睨
般高
■I'均
価格 t t f t l i 比￨ 伺 』 年 比 Idt格
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