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58,408世帯（前月比72世帯増）
人

ロ

177,351人（前月比70人増）
男

87,795人

女

89,556人

﹁ディサービス﹂とは︑介護の必要な虚弱なお年寄り︑寝た
きりのお年寄りとその家族に︑送迎︑給食︑入浴から日常動作
訓練︑家族介護者教室などのサービスを︑定期的・継続的に受

孝の細かいサーピスタ受け︒

帰る支度を済ませ︑午後三

夜店・お祭り広場︑盆踊り

年寄りを送り届けます︒寮ほ

者を募集し禾す︒

今回︑次のイベント参加

の夕べなどです︒

さんが︑﹁また元気な顔か見せ

時半に送りの車が出発し︑お

来るのはやっぱりお風呂が楽

﹁本当に気持ちいい︒ここへ

しみだね﹂とお年寄り︒

①アマチュアロツクコンサ

た﹂と声をかけ︑介護家族に

募集数・：高校牛一般︑各

〜９時︑塔の島で︶＝▼

ート︵28日出︑午後５時

てね︒今日はお疲れさまでし
寮母さんはその間に︑センタ

バトンタッチし︑ディサービ

入浴の後は︑休憩とおやつ︒

ーでの健康状態︑行動などを

スは終わりました︒

で︒

︵〒611宇治琵琶33︶に郵便

市教育委員会談教育課

ん︶︑演奏中の写真と共に

デモテープ︵返却しませ

器編成を書き︑カセ″ト

電話番号︑メンバー名︑楽

名︑代表者の住所・氏名・

５組▼応募方法・・・バンド

連絡帳に記録し毒ｙ︒

しに定着することを期待して

イサーピスがお年寄りの暮ら

﹁お年寄りの生活に定着を﹂
センターの職員にお聞きし
ました︒

い毒ｙ﹂

また︑﹁この事業か拡大させ

﹁ここへ来られるお年寄り
か見ていると︑皆さん話し相

ていくと︑地域の身一近な人の

館ＩＦホールで︶１▼募

応援が必要になってぐるので

手を欲しがっているのがよく

は︒そのためにも︑ゆくゆく

集数・・・20人▼応募方法・：

わかります︒声夕がけ︒お年寄
りに自分の思い忿言葉にし︑

はボランティアの発掘・養成・

皆さんに︑森や湖とふれあ

庄所︑氏名︑年齢︑電話

て︑編み物をしたり踊りのけ

が良くなりました︒ここへ来

の食卓で﹁いただ章濠シ・﹂

ご︒広々としたカウンター式

は焼き魚・酢の物・温泉たま

食事の時間︒今日のメニュー

思い思いの時か逼した後は

て三ヵ月目の亀井滋子さん︒

す﹂と︑センターの寮ほになっ

下準備することもあるんで

ス記録に目か通しておくなど

口舎早ため︑その人のケー

気奎便いまず︒時には話の糸

り同士の話し相手作りにも

老人福祉対策の一つとして充

在する︶と共に︑今後の在宅

養護老人ホームなどに短期滞

する︶︑ショートステイ︵特別

ホームペルパー︵訪問し介護

このディサービス事業は︑

◇

行事が︑天ケ瀬ダムを中心

いまず︒今年度はその全国

まざまな行事が開催されて

のダムや森林を舞台に︑さ

昭和六十二年度から全国

こ ７と国が制定したもの︒

川の大切さを知っていただ

μ石︵小学校５年生Ｉ中

で︶＝▼募集人数・：子

正午〜午後３時︑塔の島

③たらい乗り競争︵28a出︑

モテープ︵返却しません︶

番号を書き︑カセ″トデ

午後５時〜９時︑産業会
しゃべらせてあげるぷ？心掛

協力体制などを老える時期が

いながらｙ心身をリフレ″シ

②カラオヶ大会︵29日面︑

けてい未了︒疎外感念持たせ

来るでしょう﹄と語っていま

ュし︑同時に森林とダム河

﹁森と湖に親しむ旬間﹂は︑

ないことがボヶ防止につなが

す︒

全員体調は良好で︑まずは

いこを付けてあげるのが楽し

食後のひと時をテレビ舎兄

きめ細かいサービス

−在宅老人福祉の拠点−

けていただくもの︒市ではこれらを社会福祉法人﹁宇治明星園﹂
に委託・実施しています︒オープン三ヵ月目のディサービスセ
ンターにお邪魔し︑その様子を見せていたださました︒

ご利用ください

久保町平盛の永井アイさん・

デイサービスセンター
たきりに近い状態でした︒民

るのでは︒と同時にお年寄

安心︒今日はこれか^ａ≪Iiま

ただ︑﹁もう？矢勢だっ

たり昼寝などで過ごし︑入浴

生委員さんの紹介でここに通

で︑レクリエーション︒三人は

たら︑もっと楽しいのに﹂と︑

﹁やっぱりお風呂が楽しみ

が午前十時に車いす用ワゴン

みなんです﹂︵宇治弐番の稲田

仲間が増えるのか９む声もあ

︵伊勢田町名木の谷岡為蔵さ
ん・79歳︶︒

は︑﹁開所後間もないこともあ

あり︑現在︑一日の驀χれ人

センターでは試行期間でも

実が期待されています︒

広げられます︒

とした宇治川上下流で繰り

学校３年生︶の部・20人︑

の利用者十五人を予定︒また︑

秋に姓農者百五十八︑一日

河合奈保子コンサート︵二

金︑塔の島特設ステージ︶︑

コンサート︵七月二十七Ｅ

ション奏者・ＹＡＳＫＡＺ

の﹁宇治川薪能﹂︑パーカ″

︵必着︶︒応募者多数の場合

締め切りは七月七日出

はが良か電話で︒

川２︑容23･ ＣＯ３３４︶へ

書き︑市観光協会︵宇治塔

氏名︑年齢︑電話番号を

20人▼応募方法・：住所︑

一般︵高校生以上︶の部・
り︑登録者が約四十人と少し

一人暮らしの虚弱なお年寄り

十八日出︒大津市大石会場︶︑

③は抽選で決定し︑参加決

は︑①・②はテープ審査で︑

センター長の柴田雄一さん
の浴場は︑座ったまま入浴す

寂しい︒お年寄りの反応か見

への訪問給食事業の追加など

リバーサイドウォークラリ

の時間となりまず︒センター

る﹁リフト浴﹂︑横になった

ていても︑人数が少ないとも

本格稼働を目指していまず︒

ー︑チャレンジカヌー︑魚

りました︒

まま入る特殊浴槽な戸最新設

うひとつ盛ひ上がりに欠ける

登録や利用についての詳し

んでいると気が晴れ未丁﹂︵大

備︒お年寄りに負担剪ぼず

にお年寄りのことを考凡て

いことは︑高齢者福祉課︵内

︵農林茶業課︶

定者にだけ後日連絡しま丈

いく環境を作っていきた

7月1日︵水︶

午後６時会場

後6時
時半こ
開演の
文化歌
センター大ホール
あ午の

童謡コンサート
由紀さおり 安田祥子

︑声コンテスト︶︑木工広場︑

い﹂︵前出の柴田さん︶︒

労夕分か灸瓦るのではな

ださい︒

釣り大会︑山びこ大会︵大
初めの数年は本当に苦Ｌか

一方︑﹁主人が倒れてから

・・線ａ︶へお問い命りせぐ

その主なものは︑前夜祭

に入浴を藁火でいただけま

ぷつです︒登録者が増え︑デ

と共に同課へ郵便で︒

車で到着︒看護婦さんが一人
それぞれテレビ︑編み物︑輪

三枝さん・79歳︶︒﹁車の送迎が

サービスの日が楽しみです﹂

ずつ問診し︑体温・血圧などチ

あるので楽︒ゲームをして遊

73歳︶︒﹁ここへ来てから体の
具合が良くなった︒次のデイ

イベント参加者募集

投げ夕薬しみます︒
お年寄りの反応は？
﹁足が悪くってここ数年寝

マ写になり︑近ごろは体調

ロックバンド／カラオケ／たらい乗り

ェックします︒同時に︑家族

の健康状態などを把握しまず︒

絡帳で︑お年寄りのそれまで

がセンター職員に手渡した連

六月六日團︑この日は︑三人

森と湖に親しむ旬間７月21日〜31日
す︒寮母さん︑介助員さんの

家族介顕者教窒
介護者同士の
交流を

になって︑主人はおしゃべ

った︒センターに通｡5ｖ＊ｒi
をしている家族を対象に毎

私も介護者教室にはいつも

Ｓ＼ができるまでになった︒

センターでは︑ｔ晟介護

月二回﹁家庭介護者教室﹂

出席していまず﹂と︑前出
の谷岡さんの妻・つるさん・

﹁デイサービスに登録な

を開催してい濠７︒

さった介護者にはぜひとも

﹁に歳︒

いでしよシか﹂と話しでｙｙ

﹁介護者同士の交流で︑苦

また︑前出の亀井会ぼ︒

出席いただぐよｙフにお願い
してい康ｆｙ︒教室は連携の

ありまＶん︒また︑知識を

ださいました︒

場で︑先生・生徒の区別は

ただぐ場です︒介護者と共

得るよりも意欲か痔ってい

1127
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だ
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悪質商法から暮ら
被害にあわず

日々これ好日

街角でちょっと答えたアンケー

アドバイス
役所関係のかたりでは︑白衣や
制服らしいものを着ているので︑
よけいにだまされやすいようです︒
しかし︑役所が商品を販売するこ
とはありません︒関係する役所に
間い合わせるくらいの慎重さがほ
しいものです︒

被害にあわないための６ヵ条

ト︑何気なく開けたドア︑かかっ
・てきた電話でのあいまいな返事な
ど︑日常のささいなことがきっか
けで︑身に覚えのない請求を受け

譲ってほしい・譲りたい品物は登録を

室がお手伝いします

8月末まで開設

設してい未了︒

イクリング用・子供用・大

ビーベッド︑ベビーカー︑

人用︶︑ベビーサークル︑ベ

トレーニングサイクル︑ミ

テント︑冷蔵庫︑あんま機

シン︑学習机︑ミュージッ

︿譲りたい﹀

クカプセル︑押し切り︒

会議用テーブル︑セミダ

冷蔵庫︑シャンデリア︑電

ず︑スピーカー︑扇風機︑

ブルベッド︑・ガラス机︑い

は︑次のとおりです︒

リサイクル情報センター

あなたの家庭で眠ってい

気座ぷとん︑加湿機︑三輪

︿譲つてほしい﹀

車︑ペビーカー︑二段アル

﹁譲つてほしい﹂﹁譲り

応接セ″ト︑つい立て︑

る品物はありませんか︒

たい﹂品物があれば︑セン

ミはしご︑座いす︑ホーム

6.頭を冷やして、よく考えて、うまく使おうクーリング・オフ

たり︑ブラックリストに載せられ︑

市では︑省資源・リサイ

シングルベ″ド︑二段万ｙ

5.簡単に、書くな名前・押すな印鑑、じっくり読もう契約書

長期間︑社会的信用を失ってしま

ターまで︑電話かはがきで

和・洋たんす︑ミシン︑謄

クル運動の一環として﹁リ

4.一人で決めずに家族・知人にまず相談

う・⁝このような時代を生き抜く

写版一式︑ホームサウナ︒

ド︑カラーテレビ︑ワープ
″

ロヽ水冷式クーラーヽアイ

登録してぐださい︒︱︲

現在登録されている品物

リサイクル情報センター

富子 兄に︑消費牛居相談

っぱりと﹁どなたですか︑

は︑相手の話の途中でもき

てぐださい︒特に大切なの

活向上のための問い合わせ

Ｉ相談室では︑消費生

生活情報も

室の活動の内容や︑消費者

何の用ですか﹂と尋ねるこ

ャル情報﹂でなぐ︑﹁買い手

﹁売り手によるコマーシ

いっぱいあります

の皆さんへのアドバイスを

力条︵上表︶﹂かぜひ実行し

ラかがいました︒

にもお答えしてい卓子︒

が求める情報﹂というもの

相手につけ込むスキを与凡

未了よ︒はっきりと自分の

主流も︑﹁買った商品に欠陥

何か消費者のためになる情

例えば﹁○○が欲しいが︑

良い情報が集まってい未了︒

ん︒その点︑相談室には︑

は︑なかなか手に入りませ

考え奎呂いましょう︒

Ｉ訪問販売の業者舎見

があっだのだが・・・﹂という

ら︑資料を送ったり︑良い

報は？﹂との問い合わせな

というものに奪幻ってきま

たことで困っている人の申

核家族化の中で︑牛居の

の生活知識の相談もどぅ哉

や﹁領収書の保管期間﹂など

−﹁梅干しの漬け万﹂

照会先も紹介します︒

し出︵解約など︶が実現する

知恵が子に伝わりにくいう

え︑昔の知恵では対応でき

ないものを多くなっていま

にも︑知ってほしいことは

す︒若い人にも︑お年寄り

︲今︑相談の多い悪質

言葉どおり︑牛活を向上さ

Ｉ﹁治療よりも予防﹂の

冷静に対処を

情報を集めて

いっぱいあるんですよ︒

を使い︑消費者に考汽るゆ

きずり込み︑いろんな手口

な話術で自分のペースに引

なっている消費者曳巧み

は︒不意の来訪で無防備に

な訪問販売のセールスマン

身を守りましょう

不意打ちから

を図っています︒

よう業者と話にＸ□︑解決

は︑市民を対象に︑こシし

した︒市消費生活相談室で

を押し付けられたのだが⁝﹂

ものから︑﹁訪問販売で商品

から三百件に増え︑内容の

間の相談件数は︑五十数件

トレ最近の十年間で︑年

どうぞ相談を

困っている人

とです︒あいまいな返事は︑

市消費牛孤一相談員の岩井

ロン︑ミキサー︑自転車︵サ

サイクル情報センター﹂を
今年八月末まで︵前期︶︑開

3.勇気を持って、はっきり言おう「いりません」

ためには︑私たちは︑自分の身は

催眠状態にして︑本命商品を売

アドバイス

りつける商法です︒すべてタダと

いがけない高額商品を契約させら

思っていると︑羽毛布団など︑思

2.うますぎるもうけ話に落とし穴

自分で守る必要があるのではない

そこで︑皆さんに自分の暮らし

を守っていただくために︑いくつ

かの悪質な商法の手口を紹介しま

れることになってしまいます︒タ
ダの景品につられて︑怪しげな会
場などには近付かないことです︒

ません︒ダイレクトーメールでも

からの受注数は業者にしかわかり

購入します︒成功報酬ですが︑客

用はがきを︑まとめて自分もちで

発送切手・商品カタログ・注文

アドバイス

健康食品。羽毛布団など

うけるのはたいへんなこと︒そん

あなたの誘いで入会してくれる
人は︑ほとんどいない覚悟が必要
ですヽ︒大切な友人を誘い込んで︑
逆に友人を失うヶ−スが多いこと
も知っておいてください︒もうけ

クーリング・オフ
話に夢中にならず︑自ｃｆｃがどうい

う契約をするのか︑よく考えまし

消費生活相談

催眠商法
なにもうかるのなら︑業者自らす
るはずです︒

健康食品など
アドバイス

マルチ商法健康器具･洗剤

ン
消化器・トイレファン・ガスもれ警報器など

かたり商法

上手に利用しましょう

自分の考えをしっかり持ちましょう

しょゝフ︒

トを買わされてしまうことがあり

りして⁝﹂から︑結局︑なベセッ

人病予防の講習会に︑お宅をお借

にのまれないことです︒また﹁成

す︒大切なのは︑その場の雰囲気

理やミエをうまく利用した商法で

パーティー開催で人集めし︑義

・下着・健康食品など
ます︒注意しましょう︒

内職商法あて名書き手芸品
ワープロ作業など

でしょうか︒

しを守ろう

ホームパーティー商法なべ

１。簡単にドアを開けずに、まず聞こう「名前と目的」

1128

談室（市役所自治振興課内・内線385）へ。

鼎談
栄
養バ
ラバ
ンスラ
に ンスに
栄
養
気を付けて

れてい毒７．

三十グラム前後の砂糖が含ま

角砂糖七個分以上に相当ずる

か多く︑一回の分量・の中に︑

クなどの清涼飲料は︑糖分

シェイクやオレンジドリン

Ｉガー一個分に相当し未了︒

生活相談も受け付けています。困った時やわからないことは、消費生i

クーリングーオフとは︑訪
一

こシした不意打ちから身

に加入してい発狂かどつ

定めるには︑訪問販売協会

ぐには︑消費者が自分で情

せ︑消費者被害か采然に防

とりを与凡ません︒
に必要かど７か﹁頭を冷やし

報盈果め︑自分の考政をし

役務︵サービスの提供︶・権利

かを参考にしてはいかがで

っかりと持つことが大切で

を守るため︑知識を広め︒

す︒そラヂれば︑どん応Ｅ一

て考え直す﹂期間か設け︑こ

訪問販売を規制する役割を

しょう︒訪問販売協会は︑

ができ示ｙ︒相談室では︑

そんな人たちのお手伝いも

伝にも冷静に対処すること

しています︒どつぞ遠慮な

持つ法人で︑倫理綱領を定

います︒加入してい発覆

め︑会員各社を教育しても

のセールスマンなら︑会員

被害にあわないた
証忿
め
持っの
てい情
まずよ
報
︒ がいっぱ
く︑い
ご利用ください︒
を
悪徳商法手口集︵16ミリ映画︶で学習

﹁被害にあわないための６

を購入した場合ヽそれが本当
の期間内であれば︑無条件で
解約できる制度です︒
○ クーリングーオフ期間
は八日間あります︵マルチ商

○販売業者に対する解約

法では十四日以内︶︒

通知は︑書面で行わなければ
なりま＼ん︵上図か参考に︶︒
○ただし︑次の場合は︑
クーリングーオフ制度が適用

︲消耗品か便った場合

されません︒

︵化粧品︑避妊具などは使用

□三千円未満の現金取

しな分だけ︶

自指定外の商品・役務・

引の場合

権利︵指定されていても乗
用自動車はできない︶

家庭用・叩品質表示法によ

も多いでしょう︒

る取紅扱い絵表示︵図柄は

ＪＩＳ＝日杢業規格で規

定︶には︑右表のよシな意

30< 302

問販売法で指定された商品や

食分の二分の一にも満たない
量です︒

ドライクリーニングを指定

味がありまｙ︒このうち︑

している衣料が比較的多数

衣轡翠購入するとき︑
縫い付けられている表示布

miめてい康ふ︑注意深

く洗えばぶ洗いできるもの

︵左の写真︶盈舅にする人

も︑かなりあり求了︒

ドライ

クリーニングとは

ドライクリーニングは︑

有機溶剤を用い︑水洗いに

107 （洗s機不‑1)水洗いできない

契
約
ト﹁セットメニューでごはんがわり﹂という人も

で︑四百二十キロカロリーに

を楽しむ食べ物
手軽さ・雰囲気

これらの情報から︑ハンバ
ーガーなどのファストフード
だけで栄養のバランスをとる
のは難しぐ︑手軽さや雰囲気︑
楽しさを買う︑し好品的な食
べ物と考兄るのが良いのでは
ないでしよラか︒

液温30°洗濯機の弱水流また

Ｗ
多いようですが・：︵写真はフィッシュバーガー・

なり未了︒このセ″トでは︑

;i

だぃん
除
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解
引Kへは
｀のの
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−
Ｓ

シェイクいフライトポテトの組み合わせ﹁

ンスは︑セットメニューによ

Ｉ・サラダースープのセット

って︑更に拡大しがちになり︑

は偏りは少ないのですが︑ど

栄養のバランスという面から
チ︒

全体的に高脂肪︑高カロリー

の栄養素も一食分より少なぐ

といヶ結果になり

例えば︑高カロリーの組み

なります︒

は︑一食分の所要量夕超えま

ネルギー・脂肪・ビタミンＣ

ポテトの組みふ﹇石せでは︑エ

オレンジドリンクーフライド

なお︑テリヤキバーガー・

Ｂせでは︑テリャキバーガ
︲・シェイクーフライドポテ
トのセ″トで︑千五百八十キ
ロカロリーになり︑エネルギ
ー・脂肪は二食分以上とるこ
とになります︒

すか︑ビタミンＡ・ビタミン

は弱い手洗いが良い

暮らしの情報

トフード

よると︑ハンバーガーの栄養

市では、市民の皆さんに正しい知識を身に付けていただくため､「j削

このぷｒv≪栄養のアンバラ

(商品購入の場合)
Ｅ・鉄分・カルシウムは︑一

れ︑色落ち︑風合い変化の

比べて衣服の収縮や形くず

少ない洗濯法です︒１ かし︒

汗などの水溶性の汚れが落

ちにＩ︑合成繊維だけで

なぐ︑毛や綿でも再汚染の

恐れがあり未了︒また︑フ

ロック加工の損傷や顔料プ

リントの穿退色の例もあり︑

決して万能な洗濯法ではあ

りません︒

溶剤に注意

ドライクリーニングに使

われる溶剤としては︑現在︑

石油系溶剤とパークロルエ

吊り干しか良い
日陰のつり干しが良い
平干しが良い
日陰の平干しが良い

･C4 60
60
60
60

603

者問題もかなり複雑になっています。これからは、消費者一人ひとりｉ

単に物の豊かさを求めるだけでなく、社会や自然を大切にしながら、？

栄養診断 ファス
て︑食事代わりに食べること
面での大きな特色は︑カロリ

震や薯乞のが路ヽ
も多くなり︑育ち盛り世代に
ーが高いことです︒一個当た

ハンバーガー︒
はすっかりおなじみになりま

肪酸が多く︑体に良いとされ︑

すが︑脂肪の質では︑飽和脂

これは︑脂肪が多いためで

李Ｋ

ンバーガーの方が二倍もあり

同じですが︑カロリーは︑ハ

りの篁さは︑おにぎりとほぽ

ファストフード店で食べら

億食といわれ︑最近は︑フィ

国民牛活センターの情報に

活講座」の開催をはじめ、各穐の啓発事業を実施しています。また、ｉ

逆に︑低カロリーの組公一

301 210 を限度、高い温度
(180 〜210') で掛ける
160°を限度、中程度温度
(140°〜160 )で掛ける
303 120'を限度、低い温度
（80 〜120 )で掛ける
304アイロン掛けはできない

ンの掛け方

501手絞>)の場合は弱く．遠心l見
水の場合は短時間で絞る
502 絞ってはいけない

502

501
KS3≠

を押すことが大切です︒

咳﹁で塗手か？﹂と念

をクリーニングに出すとき

キユ系﹂となっているもの

から︑取昨扱い絵表示が﹁セ

ていないところもありまず

は︑一種類の溶剤に茄使っ

クリーニング店によって

えられないこともありま７︒

パークロルエチレンには耐

リーニングできるものが︑

も異なり︑石油系溶剤でク

この二つの溶剤は︑性質

ついて定めてい未了︒

い絵表示も︑この二種類に

チレンが一般的で︑取り扱

(5) 絞<)方

らゐ命

クI)ー‑ング

化社会に向けて、ゆとりある生活を築き上げる必要があります。
わせでは︑普通のハンバーガ

白の可否

401 溶剤はパークロルェチレンま
たは石油系か使用できる
402 溶剤は石油系のものを使用す
る
403 ドライクリーニングできない

（4)ドライ

201塩素系a白剤による漂白がで
きる ，
202 塩素系漂白剤による漂白がで
きない

202

飼1
認証

(2)塩素漂

303

301
302
￡ぷ魯図

(3）アイロ

611
602
心昏⑩ふ

(6)干し方

ッシュバーガーや和風感覚の
テリヤキバーガーも好評か縁
しています︒ドリンクやフラ
イトポテトな芦戸一組交Ｂせ

植物性脂肪に多く含書れてい
る不飽和脂肪酸は少ないとい
うことです︒
脂肪とは対照的に乏にぶっ
たのは︑ビタミンＡやビタミ
ンＣなどです︒ビタミンＡの
場合︑日本人の一日の栄養所
要量の十分の一以下しか含ま
れていません︒

ンク類
糖分が多いドリ

ドリンク類では︑シェイク

取り扱い絵表示図柄の種類と意味

LnっΞれ
山川

平
碇
戸
なｒ

岩井富子さん

液温30'弱い手洗いが良い

106

圃四宍

it濯できる

iSiS60
液温40

限度.

液温95

102
103

限度.洗濯できる
限度、洗濯できる

101

iit濯機の弱水流また

iti温W

104

軸
葡

心

は弱い手洗いが良い
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10S

(水洗い)

∽

95

(1口先い方

図柄の意味

柄

図

1p4

103

10!

101

私たちを取り巻く生活環境は､大きく変化してきています。社会の高1
が最も高カロリーで．パンパ

1129

クリーニングのトラ
ブル予防に
取り扱い絵表示を活
用しよう
皿秘諒腕嗣む訪

分類

サービス化､国際化などが進む中、消費者ニーズも多様化､高度化し､ｉ

れるハンバーガーは︑年間八

のテリヤキパーガー(写真)なども売り出されています。

し左︒
乏しいビタミン
高いカロリー

▲子供や若者に人気のあるハンバーガー。最近は、和風感覚

￡
市
治
宇
（3）第885号

1990年（平成２年）６月21日発行（4）
第885号

の力を発揮してみませんか︒
▼対象⁝市内在住の小︒・中

受給対象は︑第二子・第三
子以降とも義務教育就学前の
児童です︒昨年︷却下になっ
た人︑未申請の人も申請して
ください︒問い合わせは福祉
年金課母子児童福祉係︵内線

み・・・宇治保健所︵酋21・219
ん︶による個別相談▼申し込

1130

学医学部附属混・東と郎さ

▲印は減

族▼内容⁝専門医師︵京都大

基本健康診査・実施中
子宮がん検診・受付中

▼準呑？・健康手帳︒エプロ

問い合わせ⁝高齢者福祉課︵内線360︶

ン︑一三角冑ん▼申し込み⁝６

A 1.2

の疑いのある人も︶とその家
健所▼対象⁝膠原病患者︵そ

1511︶へ︒

︵中央図書館︶
１時〜３時▼ところ⁝宇治保
▼宇
とき
治・市
：民
６月
吹2奏
2楽
日出
団
︑午後

︵社会教育課︶

▼とき・・・６月24日面︑午後

膠第
原病
７個回
別演
相談
奏会
1︶へ︒
照喜名彬匡さん︵豊23・249

１時半開演▼ところ・・・文化セ
時半▼ところ・・・総合福祉会館

月28日困までに社会福祉協議

価fS状況

学生︵クラブの活動内容によ
っては材料費などが個人負担
になる場合もあるので︑家の
人と相談してから申し込んで
ンター小ホール▼曲目・・・チャ
▼対象・・・市内在住の障害者▼

会︵豊22・5650︶へ▼その

249
201 ▲1.0 1.5 245 163
イ ン ス タ ン ト ネスカフェエクセラ
コーb
ー
瓶入150 (!
873 3.2 1.21,335 709
み
そタヶヤミソlk≪
360 ▲0.8 4.0 369 337

住みよい環境づくりのために

171

1.2 185 四
0.6 0.6 210 140

普通品１斤

167

食/々ン（ ス ラ イ ス し た も の ）
洗濯代 ワイシャツ
白の長そで

0.9 1.3 564 370
0.8 . 2 . 8 369 204
2.5 8.3 276 204

260

しよう油キッコーマン濃ロ
ポリ容器入1 I
砂
糖上白Ug

入場料・・・無料▼問い合わせ・・・

内容・・・バンパーの基礎から試

他・：基本健康診査か受け︑そ

キャベツ中王III
Uf

３３６︶へ︒ ︵福祉年金課︶

合の運び方まで▼参加費・：無

▼とき・：６月28日出︑午後

すき焼用

ください︶▼定員⁝各クラブ
ビー﹁ペルシャの市場﹂ほか▼

料▼指導・・・バンパー同好会・

男爵loog

空き地の雑草 草刈りを

牛
肉中程度100 g
塩sけ 切身100
g

ジャズダンス体験教室
エルガー﹁威風堂々﹂︑ケテル

笠木吟一さん︑藤屡奪警λ︑

2.4kg

とも20人︵先着順︶▼申し込み

７時半〜９時▼ところ・・・小倉

の結果がわかるものか痔参し

公民館▼内容・・・ジャズーエア

０５︶のいずれかへ直接来署

で︵印鑑持参︶▼その他・・・１日

２ヵ所に限定して上映します

申し込み多数の場合は抽選と

なる場合もあります︒詳しぐ

︵消防本部︶

は辺くの消防︵分︶署へ問い合

エアロダンス講習会

わせを︒

▼とき・：７月３日〜31日の

毎週火曜︵全５回︶︒いずれも

午前10時〜正午▼ところ・・・黄

聚体育館▼対象・・狗歳以上の

人▼定員⁝40人︵先着順︶▼講

師⁝スポーツ少年団リトミ″

ク木幡代表・堀井洋子さん▼

受講料⁝1000円▼申し込

み・：６月24日面︑午前９時か

25CI11X
8m

‑

シャンプー 液体ポリ容器220C￡
花王エッセンシャル

：申し込み用紙︵同センター
にあります︶に必要事項を記
入し︑同センター︵大久保町

ついてわか兌詐ことは︑か

では︑左上表の講座の申﹂Ｕ
みを受け付けています︒申に
込み・鴎訟おせは同セン々

︵商工観光課︶

Ｉ︵豊46・0688︶へ︒

防火映画の上映

町内︵自治︶心一の要望にに
じ︑消防職員が︑地蔵盆で防
火映画を上映します︒
・▼上映期間⁝８月18日出１
８月24日倒▼上映時間＝・午後
了時１９時▼申し込み期間・・・
７月９日側〜13日出︑午前９
時〜午後４時▼申し込み・：巾
羽防署︵酋22・0119︶︑西消
酌署︵豊20･ＣＯ９００︶︑東宇治
司防分署︵豊31・8759︶︑伊

︵公園公社︶

ら黄柴体育館へ直接来館で︒

a済小麦粉フラワー
1kg（薄力扮）

小麦粉

てください︒基本健康診査に

かりつけの医師か︑高齢者福
祉課健康管理係︵内線３６０︶
か︑社会福祉協議全一へ︒
︵社会福祉協議会︶

お買物のめ
勢田消防分署︵豊43・４７Ｒ

サランラップ
台所用
ラップ 30cmX 20 m

474

日清サラダ油
ポリ容器lOOOg

食用油

'<ック入

卵ＭサイX
10個

鶏

浜岡末見さん▼申し込み・問
1286︶へ︒
い合わせ・・・７月５日團までに
出までに︑的場一さん︵き43・
社会福祉協議会︵S22・565
００円▼申し込み・・・６月30日
0．ファックス23・0857︶
般女子▼参加費⁝Ｉチロム８
▼その他・・・当日は運動のでき
コート▼種目・・・一般男子︑一
る服装で︒
９時
︿〜
料▼
理と
教こ
室ろ
﹀・・・菖太テニス
▼
▼と
とき
き・
・：
：７
７月
月８
1日
2間
日︑
團午
︑前
午前
兼時
市半
町ト
村午
対後
抗零
予時
選半▼ところ
９
軟
⁝式
総テ
合ニ
福ス
祉宇
会治
館オ
▼ー
対プ
象ン
・・・市内
在︵
住酋
の4
視3
覚・
障1
害2
者8
▼6
内︶
容ぺ
・︒
・・○
ん
実習＝レアチーズケーキーピ
０円▼問い合わせ・・・的場一さ
ラフーサラダ○健康の話＝基
場へ▼参加費⁝Ｉチーム８０
本健康診査項目と検査の意味
ベア▼申し込み・・・当日直接会
について▼指導⁝井上慶子さ
コート▼対象・：男女ミ″クス
ん︑・村田良子さん︵食牛活改
９時〜▼ところ・：黄柴テニス
善推進員︑ガイドヘルパー︶︑
▼者
と抒
き誕
・管
：理
６栄
月養
2士
4・
日保
㈲︑午前
高齢
市▼
民参
ミ加
ッ費
ク・
ス：
大5
会00円程度
健婦
軟式テニス
課︵内線４７８︶へ電話で︒

で
Ｕ︶︑槙島消防分署︵容24・５１

（6月分）

itil用
粉石けん

ロ・健康体操▼講師・・・スポー
ツ少年団リトミ＾ク木幡代表
・堀井洋子μλ▼参加費・：無
料▼申し込み⁝当日直接会場
へ▼その他・・・当日は運動ので
きる服装で▼主催⁝小倉エア
ロダンス３Ｂサークル▼問い
合わせ・：小倉公民館︵S22・4
687︶へ︒ ︵小倉公民館︶

おはなし会

▼とき・・・６月27日出︑午後

図書館集会室︵おはなしのへ

３時半〜４時▼ところ・・・中央

靴▼申し込み・：当日直接会場

（金）ま

静かなまちを

(クりネ■iクス･スコッティ}

129 ▲3.0 轟7.2 173 100
221 ▲0.9 11.6245 183
164 ▲6.3 6.5 194 101

アルミ
ホイル

ti!入１箱

400

¨平盛30の４︑豊44・7447︶

福祉係へ提出してください︒
や︶▼内容・・・おはなし︑よみき
かせ︑紙芝居▼対象・：幼児か
ら小学校低学年︵入場は子ど
もだけご▼参加費・：無料▼問
い合わせ・・・中央図書館︵豊20・

保健体育課社会係︵Ｓ０７５・

へ▼問い合わせ・・・岡村光芳さ
ん︵き22・4343︶へ︒

ニュースポーツ教室

フォークダンス

４５１・8111︶へ︒

▼とき・：７月９日側・Ｈ日

(現金
ガソリンレギュラー1
売り

850 ▲0.7 18.5964 800
126 0.8 4.1 129 120

灯

封前月比 対前年比

70o円

19.09円2 7
諮

最低
価格

消費琵
平均
価格

格

820

18恵店頭
油
18
( 配達

８/31

ちょつとした心づかいで

者物価20

ティッシュ
ペーノf−

へ︒︵大久保青少年センター︶

大久保青少年センターでは︑
現況届の用紙は︑五月下旬に

W8、8/13･14･15、10/13･14･20･
菟道高校fcl.12/1･2,3/9･10

初心者講習会

この公表価格は、６月初めに実施した消費生活モ
ニター店頭価格調査に基づくものです｡(.自治振興課)

やす
目・ 規

品

297 ▲0.3
299 265
786 0.3▲1.1 978 670
419 3.5 3.5 546 288

環境保全課

お知らせ
児童手当・特別給付の
現況届ｓ提３は６月中に
現在︑児童手当・特例給付
を受けている人︵四月に新た
に申請し︑五月から受給資格
のある人を含む︶は︑六月中に︑

同センターMiｓ動している将
受給者のお宅にお送りしてい

現況届を福祉年金課母子児童

棋︑手芸︑人形劇︑木工い卓球︑

できなくなりますので︑ご注

一輪車︑リズムダンスのク
ラブの部員を募集していま
意ください︒

圭ｙ︒提出されないと︑ 受給

す︒クラブ部員となって自分

市民体育課からのお知らせ

西宇治高校＼i/･8、10/21･27･28.
12/1･2、
1/26･27、3/2･3･9･10

▼とき・：７月１日間︑午前

困・13日図︑午後７時半〜９
時半▼ところ・・・西宇治中学校
▼内容・：ソフトバレーボール︑
フリーテニス▼参加費・・・無料
▼準備品・・上靴▼申し込み・・・

婦人軟式テニス教室

当日直接会場へ︒

▼とき⁝６月30日出から７
月15日間までの毎週土・日曜

〜６時▼ところ⁝東山テニス

︵全６回︶︒いずれも午後３時

コート▼対象・・・市内在住・在
勤・在学の18歳以上の女性▼
定員：30人︵先着順︶▼参加費
⁝無料▼申し込み⁝市民体育

環境保全課

バレイショ

光化学スモッグに

はいずれも午前９時〜正午と

10時〜正午︒１９一日出・19日出︑

8/13･14･15、10/13･14･20･
尾道高校tl/a.
El、12/1･2、3/9･10

平成２年度府立学校
午後１時〜４時▼問い合わせ

午後７時〜９時▼ところ・・・宇

〈屋外テニスコート〉

体育施設開放事業

・・・各開放校︵城南高校︱昔41・

治公民館▼内容⁝基本ステッ

西宇ift高校
7/7･8、10/21･27･28,
12/1･Z、
1/26･27,3/2･3･9･10｀

327 13.1A 7.6 513 "206
29 ▲3.3 31.8 41 11
254 AH.2 32.3348 178
180 4.7 17.6225 152

ご注意を…

6165．東宇治高校＝容32・

8/12、10/21、11/23、
城南高校fr/8,
12/9･24 1/6･15 2/3

京都府教育委員会では府民

p/8, 8/12. 10/21、U/23、

・：体育館シューズかゴム底の

東宇if‑高iW8、10/14･21.
11/3･25

プ︑やさしいフォークダンス

菟道高校W8、8/13･14･15.10/13･14･20･
21. 12/1･2,3/9･10

▼参加費・・・３００円▼準備品

西宇治高杖 7/7･8、10/21･27･28,
12/1･2.
1/26･27、3/2･3･9･10

６３９０︑西宇治高校＝a23・

11/23･25、
東宇治高校V/i、10/14･21,
12/23

５０３０︑菟道高校＝豊33・

城南高校 12/9･24.1/6･15,2/3

のスポーツ活動に寄与するた

開放校と日程

め︑府立高校の体育施設を開

1691︶か︑府教育委員会

〈屋外運動場〉

放し康ｙ︒
▼利用できる団体・・・当該開
放校の運営協議会に登録され
ており︑スポーツ活動を目的
とした︑成人奎只任者とする
10人以上の団体▼利用の手続
き⁝①開放校の学校開放運営
協議会に登録する②利用した
いときに使用許可申請書か提
出し︑許可か受ける▼開放校
と日程⁝下表のとおり︒時間

〈屋外バレーポールコート〉

大久保青少年センター
子供クラブ員募集

