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気

審査委員に

係に申し出て︑入場券の再
今西眞雄さん
発行を受けてください︒

票できます︒投票を
所選
の任
受付

たりした場合でも︑選挙人
宇治市議会は︑三月二十
名簿に登録されていれば投

なお︑なくしたり︑忘れ

離しておくこともお忘れな

ごとに︑点線に沿って切り

い︒あらかじの︑各選挙人

券夕忘れずにお持ちくださ

投票所へは︑投票所入場

者投票がで奎尽ｙ︒

雲雨に行けない人は︑不在

入院などのため︑ごフしても

響百当日︑仕事・旅行・

不在者投

投票してください︒

た人は︑前住所地の投票所で

票

心に残る一票を！

任期満了に伴う市議会議員一般選挙は︑
四月十四日剛に告示され︑二十一日間が
投票日です︒市政に生かす︑大切なあな

れ︑引き読点落市に住所を

宇治市内で

住
所を移した
有している人︒

十三日までに住器彩作成さ

までに生まれ︑平成三年一月
人

たの一票︒じっくり選んで︑忘れずに投
票しましょう︒

間

る人
投票時

投票時間は︑午前七時から

午堡︿時まで︒ただし︑第十

でき

七・十八欝炭は︑午後五時
までです︒

四月一日以後に市内転居し

問い合わ
固定資産評価

選挙

開催機運盛り上
定資産評価審査委員に選任

匪雄さん︵六十一歳︶を固

六日の三月定例会で︑今西

すので︑ご利用ください︒

ュニティセンターにも置きま

東宇治消防分署・西小倉コミ

あいセンター︵菟道は除く︶・

公民館︵中央は除く︶・各ふれ

この選挙公報は︑市役所・各

朝刊に折り込みます︒なお︑

産経・日本経済・京都の各紙

十八日閑の朝日・毎日・読売・

経歴・政見な芦蚤掲載︒四月

選挙公報は︑候補者の氏名・

選挙広報

さい︒

その施設の長に申し出てぐだ

に入院中または入所中の人は︑

不在者投票指定病院・施設

必ず印鑑をお持ちください︒

ら午後五時まで行っています︒

議会棟Ｅ階で︑午前八時半か

旧から二十日出まで︑市役所

不在者投票は︑四月十四日

管理委員

した︒任期は︑三年四月十

︵再任︶することに同意しま

三年間です︒

がる

皆さんの暮らしの中で︑

五月二土︵日開催の﹁京

都みどりの禁鳥︵第四十二

回全国植樹祭︶が六十三日

後に迫った三月二十四日︑

会場となる府民ふれあいの

森︵広野町︑太陽が丘西隣︶

した︒これには︑出演者や

で︑リハーサルが行われま

協力者な芦約二千五百人が

参加︒本番に向けて︑入念

また︑三月二土︿日には︑

なチェックを行いました︒

府内を巡回している﹁京都

みどりの祭具キャンペーン

隊﹂が本市を訪問︒府知事

からのメッセージプレート

が池本市長に渡され︑市長

からは︑奥ノ山茶園︵宇治

七名園の一つ︶の土と宇治

川の水が渡されました︒

表のとおり︒いずれも︑こ

市の行政相談委員は︑左

任期は二年︒

のたび︑委嘱︵再任︶され

国や府・市をはにあ︑ＪＲ・

苦情や相談したいことが起

理解と熱意をお持ちの人の

行政運営の改善について︑

委員は︑社会的信望があり︑

い︒相談に携わる行政相談

談﹂を気軽にご利用くださ

ります︒

相談は無料︑秘密は固く守

随時相談に応じています︒

また︑各委員の自宅でも︑

線２３０・２３１︶で実施︒

で︑市役所市民相談室︵内

の午前十時から午後四時ま

相談は︑毎月第三木曜日

ました︒

ＮＴＴなどの仕事について︑

こった⁝⁝

中から︑市長が推薦し︑総務

こんなときには﹁行政相

庁長官が委嘱するもので︑︒

市役所は︑4月13日︵土︶から第2・第4土

曜日は閉庁します

番

（内線4

行政相談委員へ
気軽にご相談を

京都緑の祭典まであと45日

◆この宇治市政だよりは︑再生紙を使っています 限りある資源を大切に◆
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投票所入場券

せ

日か忿︿年四月九日までの

行政相談委員（敬称略）

投票
昭和四生八年四月二十二日

卜大切なあなたの一票︒よく考えて投票しましよう
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京都府宇治市
発行
青少年問題の悩みなどお気軽に

案昌回ご

４月21日(日)は市議選投票日

教育委員会では︑市民の皆さんに︑体育・
スポーツを通して︑健康や体力を増進すると
ともに︑余暇を有意義に過ごしていただこう
と︑市民スポーツ教室︑スポーツーレクリェ
ーション大会を開催︒この程︑平成三年度の
日程が決まりました︒あなたも自分に適した
スポーツを︑暮らしの中に取り入れてみませ
んか︒なお︑年間予定は︑会場などの都合に
より変更することもあります︒申し込み方法
など詳しぺは︑順次開催日の前に﹁市政だよ
り﹂でお知らせします︒

問い合わせ市民体育課内線479

各種講習会の予定表
︵昨年10月10日︑太陽が丘で︶

参加費は無料

ニュースポーツ教室予定表

参加賢は無料。申し込み制

市民スポーツ教室の予定表

重点普及スポーツグラウンドゴルフ

ルール講習・実技指導、参加費は無料

ド第８回市民スポーツまつり︒家族対抗リレー゛

東宇治地域の5/22、南宇治･広野地域の7／3は屋外運動場で。その他はすべて体育館で

※

スポーツ・レクリエーション大
市民スポーツ教室
会へ

1991年（平成３年）４月ｎ日発行（2)
り
よ
だ
llﾐ5（
rfi
i台
宇
第914号

スポーツ・レクリエーション大会の予疋表

▲母と子の水泳教室（昨年７月、西宇治公園プールで）

1236

−ｊ一ｊｌＪｌｊｌｊｌｊｌｊｌｊ１﹁

﹁ことばの教室﹂︵豊32・660
6︶︑平盛小学校﹁ことばの教

大久保青少年センター

室﹂︵豊46・5852︶へ︒

４月のもよおし

回森林浴とバードウォ
ッチング▼とき⁝４月29
日冊午前９時〜午後４時▼行
き先⁝天ヶ瀬森林公園▼対象
・：小・中学生︵保護者同伴可︶

温泉探査にご協力を
温泉開発事業に伴い︑四月
十一日出・十二日金の両日︑
市内をヘリコプターで空から
調査し柔ｙ︒低空飛行による
騒音の発生が予想されますが︑
ご協力をお願いト￥チ︒なお︑
天侯により調査日を変更する
場合があります︒詳しぐは︑
商工観光課︵内線２９４︶へお
問覧おせください︒
親子写生大会

▼とき・：４月28日間午前10

市民歩こう会
▼とき・：４月14日旧午前８
時半一京阪宇治駅災合︵雨天の

場合は21日冊︶▼行程・山科・
近江神宮方面︑約Ｈ Ｅ▼持ち
物・：昼食・雨具など︑交通費は

ＣＯ６３３︶へ︒

各自負担ｙ問い合わせ・：木村
長次さん︵き21･

トレーニング機器
実技講習会

▼とき・：４月27日出午後１
時と３時半の２回▼ところ⁝
黄璧体育館▼対象・・・15歳以上

各先着30人▼費用・・・1000

の人︵中学生は不可︶▼定員⁝

聞午前９時から同館︵き33・4

．円︵要印鑑︶▼申し込み⁝14日

001︶へ︒顔写真︵３ぢ×
２・５？︶が必要︒

ウォークラリー

▼とき・：４月29日向午前９
時︑山城総合運動公園集合▼

ご利用ください

みどぴが丘へ▼定員・・・１５０

設・補修や︑排水設備の補

を図るため︑私道の舗装新

治︶会に加入のご家庭には︑

１４参41114−４−１１１−４１４Ｊ

一

役員さんのご協力を得て︑﹈
既に配布してい未了︒
加入していないご家庭は︑一
広報課︵内線２２７︶へ電話
か来庁で申し込んでぐださ﹈

ンター︑グリーンタウン横
島管理事務所にれ政いていＩ

ら
から

︿Ａクラス︾▼とき・：４月

ふれあい教室

デイサービス

協力をお願いし求了︒

未了︒皆さんのご理解とご

の業務は今までどお臼行い

す︒ただし︑総合福祉会館

事務聚休ませていただ章よ

月から︑第二・四土曜日の

社会福祉協議会は︑四

事務を休みます

第２・４土曜日は

社
社会
協福
福祉
祉協
協議
議会
会か

社会福祉協議会は︑地域
の住民が﹁しあわせに満ち
あふれた町づくり﹂を目指
して︑地域福祉活動や在宅
福祉サービスを進めていく
組織です︒その運営は︑市
民の皆さんからの﹁会費﹂で

好例が地域福祉の推

午後＝機能回復訓練︒

折り染め・書き初めなど○

︱散歩・モザイク画・陶芸・

16日ト来年３月17日の毎月
第３火曜日▼内容⁝○午前

進の中核として活動できる

賄われています︒

よう︑多くの皆さんの加入

することが可能となりまし

日の30日前までに道路課へ

る額▼申請・・土事首手予定

登録申請に来庁されると︑

▼官公署発行で︑本人の

手続きは即日完了します︒

写真がはってある免許証・

資格証明書を提示されたと

き▼保証人が︑申請者が本

人に間違いないことを保証

実印を持って︵市外の人は

したとき︒保証人は自分の

請者と一緒に来庁してぐだ

印鑑証明書一通が必要︶︑申

さい︒保証書に署名し︑実

♀続きが完了すると︑印

印を押していただ康軍ｙ︒

鑑登録証︵登録力−ド︶を

お渡しします︶

転出・死亡などで登録を

抹消された場合は︑必ず登

市内に住民登録・外国人録カードを返却してくださ

︿印鑑登録できる人﹀

登録をしている十五歳以上い︒また︑カードか紛失し

の人で︑一人一個登録するたときは︑登録者本人がす

＝散歩・民話差心む・万一笑集

第Ｌ金曜日▼内容⁝○午前

押印した委任状︵だの見 ︿印鑑登録証明書申臍には

頼するときは︑本人が自署・送付し康ｙ︒

を︒やむを得ず代翠人に依意思確認のため︑照会書を

するときは︑委任状が必要

ぐ届け出欠代理人に依頼

を読む・折り染め・書き初め

本参照︶が必要︒親子・夫 登録力−ドが必要﹀

︿本人が登録申請を﹀

ことがで空軍ｙ︒

円Ｏ賛助11000円Ｏ特

など○午後の部＝日常牛活

ときは︑印鑑登録書︵登録

自宅あてに照会書を送付し カードか渡し︑住所・氏名・

確認のため︑申請者本人の 代理人に依頼するときは

にかかわらず︑登録申請の 海汲せん︒

す︒本人申請・代理人申請 した場合︑証明書は発行で

登録申請の確認夕行いまい︒カードを忘れたり紛失

︿登録手続きの完了には﹀ カード︶か提出してぐださ

委任状が必要です︒

婦でも︑本人以外はすべて 印鑑登録証明書が必要な

登録申請は本人が手続きです︒登録時同様︑本人の
別Ｉ１万円︵いずれもＩロ

訓練・音楽療法・軽スポーベ

の年額︶︒
詳しぐは︑社会福祉協議

い合わせください︒

いずれも︑▼ところ・・・総

一合福祉会館▼対象・・・市内在

１１１住の外出困難な重度障害者

一 ︵送迎します︶ｙ定員＝・各６

人︵応募者多数の場合は選

一考します︶ｙ費用・・・材料費

ますので︑一ヵ月以内に回 生年月日を正ぼに伝えてぐ

︿登録申請手続きが即日完 入していない場合は︑印鑑

程度ｙ申し込み・・・社会福祉

答書聚持参してぐださい︒ださい︒交付申請書記入の

月間︒勤務時間・報酬・通

了する場合﹀

ヱ

勤方法などは︑・各農家と相

次の場合に限り︑本人が ん︒

一⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝一

◇

会︵豊22・5650︶へお問

26日〜来年３月６日の毎月

︿Ｂクラス﹀▼とき⁝４月

の ②幅員が２・５メート

ちらつう葛なくなりました︒

た︒運転開始時には︑フル

▼申請期限・：12月27日溺▼

▼会費・：○一般⁚⁚５００

をお願いします︒

同営として行う町内会や自

の▼対象者⁝整備工事夕兵

後３年以上経過しているも

備のあるもの④建設完了

及び雨水ますなどの排水設

す︶③街きよ︑側溝︑暗きよ

ではほかにも要件がありま

ル以上のもの︵袋路状の道

私道整備補助

人▼費用・・・３００円▼申し込

修・改良工事に対して︑補

市では︑生活環境の整備

み・・・はがきで15日間︵必着︶ま

助金か麦付︒今年度から︑

行程・：東海自然歩道を通って

でに︑山城総合運動公園管理

補助率が改定︵二分の一か
611広野町八軒屋谷

事務所︵〒

▼対象︵次の条件かすべ

ら三分のニヘ︶されました︒

て満たす私道︶・：①不特定

治会など▼補助額・：市長が

ただし︑ラジ丈蚤符ける

パワーでモーターを回転さ

問い︿Ｂせ＝・道路課庶務係

多数の人が利用しているも

定める基準により認定する

と雑音が入りますので︑注

せて運転するので︑室温の

工事費の３分の２に相当す

意が必要です︒

適温になったあとは適切に

︵内線４９７︶へ︒
これまでのエアコンは︑

立ち上が口が速ぐ︑部屋が

︱︑き24・1313︶へ︒

と手引き

○インバーターエアコン

宇治の代名詞ともなって

談してぐださい︒送迎もほ

登録証明書は発行で声蛋せ

住所や生年月日を正確に記
いる伝統の宇治茶は︑一葉

とんどの農家で行っていま

回答書か痔参された時点で 際に︑代理人が︑申請書の

一葉手摘みをして高級茶に

手続きは完了します︒

仕上げ呉れます︒しぶし︑

す︒

申し込みは︑募集のポス

年々お茶摘みさんが少なく

ターを出している茶農家へ

なり︑宇治市茶生産組合の

直接︒または︑宇治市農協

(用紙は便せんなどを使用してく/.'?い）

市民のひろば
お知らせ
ことばの教室
南小倉小学校・宇治小学校
に引き続き︑今年度から︑平
盛小学校に新しぐ﹁ことばの

﹁ことばの教室﹂は︑こと

教室﹂が開設されました︒

体育館事務所で受け付け︵雨

時〜Ｈ時︑山城総合迎動公園

昼食︑あれば双眼鏡︒交通費

天中止︶▼対象・：４歳よ学

▼定員・・・先着30人▼持ち物⁝

か痔つ子芦もに対して︑一人
は各自負担▼指導・：中島憚冶

ばにかかわる障害やつまずき

ひとりを豊かに育てるという
生︵父兄同伴︶▼定員・：ｌＯＯ
人▼費用⁝２００円▼申し込

園管理事務所︵〒611広野町八

着︶までに︑山城総合運動公

み⁝往復はがきで20日出︵必

▼ところ⁝同センター▼対象

軒屋谷Ｉ︑豊24・1313︶へ︒

スピークサロン

▼とき・・・４月16日ト来年３
月３日の毎月第︱・第具曜
日︑午後１時半〜３時半▼と
ころ・・・広野公民館▼定輿・：先
肴15人▼申し込み⁝同公民館
︵容41・7450︶へ︒

りました︒
インバーターを
利用した商品例

従来の安定器忽削した

のインバーター照明器具

連続運転するので︑宰温の

マイナス面も

変化が小さぐ快適です︒

室外機のモーターが定速回

うなり音やちらつきがなくなった

力に変換する装置のこと︒

インバーターって
も
蛍光ど
灯はん
︑かな
私かダ
ぷの？

意味は︑直頁男か支流電

スポーツ

・・・幼児〜小学校低学年︒

４月24日困午後３時半〜４時

回お はなし会 ▼とき・：

︵き44・7447︶へ︒

さん▼申し込み⁝同センター

立場から︑その一方七の持っ
ている力夕千分出せるぷっに
指導・援助する場です︒
また︑ことぱや発達などで
悩んでいる人のために︑教育

▼対象・：正しい発音ができ

相談も行っています︒

ない・ことばが出にくい・音
mり返すなどのつまずきを
持つ児童▼内容・・・原則とし

用は無料▼問い合わせ・：南小

て週Ｉ〜２回の個別指導︒費

倉小学校﹁ことぱの教室﹂︵豊
20・1137︶︑宇治小学校

消費者コーナー

ぺ取ひ替えるならインバ
ーター・：と︑中年男性が蛍
光ランプ之持って歩き回る
テレビコマーシャルがあり

た︒し石しながら︑照明器

各農家では︑人手の確保に

（委任者）住所○○○○○○
一

インバＬ

転トぶできないため︑モー

具によっては︑ランプの表

1︶へお問い<1[１Ｃ＼くださ

本店営農課︵豊22・124

苦労してい未丁︒

い︒なお︑で箆ハば数人の

茶摘みは︑だれにでもで
きる仕事です︒宇治茶振興

す。

ました︒そのインパクトが

り音がするなどの欠点があ

ターを断続して室温を調節

面温度が百度前後になるも

証明書申請手続き

上記の者に、印sa録申

強かったためか︑インバー

それが最近では︑家庭の交

りましたが︑インバーター

していました⁚

のがあり︑子μもがいる家

のために︑あなたの力を貸

︵農林茶業課︶

生年月日○年○月○日

性能は確かに良くなりまし
β詣の周波数を希望ずる

回路か訟痢することにより︑

一方︑インバーターのも

庭ではやけどに注意が必要

周波数交換装置

でしよシか︒

協

グループでお願いします︒

生年月日○年○月○日
‑

社
期間は五月初旬から一力

してぐださい︒

氏名○○○○

ター方式の照明器具がよく

周波数に変換する装置全体

ラなり音の原因の安定器が

のは︑モーターに供給する

従来のものより二〜三割高

請に関する権限を委任しＪ

売れているそうです︒

とは戸応なもので︑従来の

か指すぷつになりました︒

不要となりました︒また︑

くなってい未７．

日

平成年月

宇治市長殿

この﹁インバーター方式﹂

ものとはどこがごつ違うの

家庭の交牽訟の周波数を︑

てコントロールすることに

です︒また︑価格も概して

インバーターの使用によ

より︑室外機の能力を調節

︷濃の周波数か希温ににじ

り︑能力や性能が向上する

約千倍の五十キロヘルツ前

会

氏名○○ooR
一

印鑑登録と

（代理人) it所旦oooooo

員

1237

後の高周波に変換するため︑

お茶摘みさんを募集

ご注意ください

状

任

委

市民カレンダー

を気に掛ける必要かなぐな

委任状様式見本

お持ちですか

と共に︑︷澄周波数の違い
﹁インバーター﹂の本来の

みんなの力で宇治茶振興！
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成人健康相談
﹁最近体の調子がよくないので︑血
圧を測ってほしい﹂﹁健康について︑
ちょっと相談したい﹂−こんなこと
はありませんか︒
成人健康相談では︑血圧を測定する

談にのっています︒また︑会場では︑

ほか︑健康に関することなら何でも相

●ストレッチ体操

・運動十分で食事を楽しもう

肥満が問題となるのは︑

たとえふ汪なんでもなくて

も︑その状態が長く続くと

様々な病気の引き金となる

からです︒肥満の人は︑次

の成人病にかかりやすい傾

向があります︒

︿高血圧・脳卒中﹀ 肥満

の人は高血圧になりやすく︑

それが原因で脳卒中が発生

しやずくなる︒

︿心臓病﹀ 体重が重いと

心臓に負担がかかり︑心臓

肥大が起こって︑やがて心

筋こうそぐなどか起こす︒

・生野菜、緑黄色野菜を毎日の食卓に

あると肝臓に脂肪が付きや

すく︑特に飲酒量の多い人

は肝硬変に発展する可能性

7.カルシウムを十分とって丈夫な骨づくり

・野菜、海藻をたっぷりと

8.甘いものは程々に

●百薬の長・アルコールも飲み方次第

節炎火に併しやすい︒

なりやすいほか︑腰痛や関

︿骨・関節疾患﹀ 痛風に

胆道結石見屏しやすい︒

ール濃度が高いため︑胆石・

が︒また胆汁のコレステロ

・骨粗しょう症の予防は青壮年期から

・バランスのとれた食事を

とに︒

得られず︑食べ過ぎのも

早食いかずると満腹感が

・早食いはしない

・適度な運動を日課に

・飲酒は適度に

料理の砂糖は控えめに︒

ジュースや︑コーヒー・

物かずるのはよくない︒

やたらに揚げ物︑いため

肥満を防ぐために

それでは︑肥満を防ぐに

はどうすればいいのでしょ

シか︒特包楽がない以上︑

やはり︑日常牛届か見直し︑

悪い習慣か改めるレかなさ

そうです︒

・間食を減らす

・１日の食事は３回に

欠食︑まとめ食いは肥満

のもと︒

・禁煙は百益あっても一害なし

●●

・減塩食の試食会・ストレ″チ体操・

一度参加し︑改めて︑自分や家族の

尿検査か月ごとに行っています︒

︿日程﹀ 左下表のとおリ

健康について考えてみませんか︒

疲れたひ仕事や勉強に飽き

︿時間﹀ 午前９時半天１１⁚時

●減塩食の試食会

心地よ豆簾摸にしたのがス

3.減塩で高血圧と胃がん予防

︿糖尿病﹀ 四十歳以降に

●動物性脂肪､植物油､魚油をバランスよく

︿肝・胆道疾患﹀ 肥満が

4.脂肪を減らして心臓病予防

・油︑砂糖は使い過ぎない

肥満と判定されます。あなたは肥

満に陥ってはいませんか。

成人病を予防するには⁝
...........:
:.................................................................................................................................................

成人病につい
我が国の平均寿命は毎年延び
続けており︑今や世界一の長寿
国と言われるまでになりました︒
し祁し一方では︑がん衆ばにあ
高血圧症や心臓病・脳卒中など
の成人病にかかる人︑それが原
因で死亡する人が増えています︒
本市でも死亡原因の一位はが

管疾患で︑この三つだけで︑全

トレッチ体操ミ血行がよく

大奇ぐ伸び温石もの︒あの

たりすると︑だれでも自然に

体にいいとわかっていても︒
﹁薄味は圭心﹂と思ってい

この試食会では減塩の大切

ませんか︒

さを知っていただぐと共に︑

・食事はいつも腹八分目

発生する糖尿病は︑肥満の

9.禁煙、節酒で健康長寿

クスλこの数値が■25以上の場合、

・カルシウムに富む牛乳、小魚、海藻を

最近、国際的にもよく使われる

6.食物繊維で便秘・大腸がんを予防

この数値が25以上
の場合は肥満

・いろいろ食べても、食べ過ぎ､ないように

・塩辛い食品を避け､食塩摂取は1日mグラム以下

・調理の工夫で、無理なく減塩

肥満になると

・主食、主菜、副菜をそろえ、目標は１日3〔〕食品

人に多い︒

5.生野菜、緑黄色野菜でがん予防

（m）

●脂肪とコレステロール摂取を控えめに

ＢＭＩ=体重（㎏）÷身長

日常生活は食事と運動のバランスで

2.

肥満はこわい

ん︑二位か心臓病︑三位が脳血

体の死亡者数の三分の二か占め
ていまず︒
成人病は日常の生活の中でじ
わじわ悪化していく病気で︑習

ストレ″チ体操は︑自分の

なるといみ効用があります︒

ペースで︑できる範囲で筋肉

生活の中で無理なく塩分を減

忿悠早もので︑だれにでも

20(金

慣病とも言われています︒習慣
病の予防には︑日常生活で栄養︑

献立を紹介し︑実際に試食し

らせるぷっ︑薄味でおいしい

ていただきまず︒また︑〇・

18(^

・糖分を控えて肥満を予防

ぐボディ・マス・インデッ

/

BM

運動︑休養などに気舎付けるこ

1(月)

とと︑定期的に検診か受けるこ

30(白

です。あなたの家庭では守れていますか。
5(佃

7(*)

とが大切です︒皆さんも自分の

21(金

これは平成２年９月に厚生省が出したもの
10(金

消見適してい未了︒また︑座

25(金う

2(月)
小倉公民館

でき︑気分転換や運動不足解

城南荘集会所

281火)
20吻

八％の減塩みそ汁を飲んで︑

13(白
4(愈

10(#)

8(金
5沃）
6(含
2(月)
13(4)

19(金9

家庭の味と比較していただき

会場では実技指導のほか︑
パンフレットの配布も行って
います︒

●尿検査
①一般的な尿検査︵ウロビ
リノーゲン・尿たんぱぐ・尿

11(佃

2i含
a白
12(金

保健医療センター

糖・潜血・酸性度︶と︑②尿
中の塩分量の測定を行ってい
ます︒①では腎臓︑糖尿︑疲
労の具合など︑②では前日に
摂取した塩分の量を知ること

①だ認雪布望する人は会場

がで冷ます︒

で尿を採っていただ孝示ｙ︒
②も希四する人は︑朝起きて

成人健康相談の日程

食生活指針
2恋
9佃

24憑
24(白
v金

1(白
15(*1
広野公民館
木幡公民館
II:00

成人病予防のための
14(金

14(金l
21(含
i金

12(金)

T‑
U

7遡
6(金う
19(愈

13(^

民

ってやる方法もあり︑足やひ

をおいしく食べるコッを話し合う場にも（昨年６月

なくし︑健康な生活を送れるよ

葉の会」の皆さんのご協力を得て開催してい

ます︒なお︑その日の献立な

減塩食の試食会は、食生活改善推進員の「若

ざの悪い人も参加できます︒

29日、小倉公民館で）

どを掲載したパンフレ″卜も

んですね」‑゛減塩食の試食会、は、実際に減塩食

17(4)
S

１月

二
間

三室戸集会所
9:30

ストレッチ
体 操

血圧相談と
血圧相談と 血圧相談と 血圧相談
血圧相談
ストレッチ
ストレッチ ストレッチ
と
体 操
尿検査 減塩食試食会
と
尿検査 体 操
尿検査 減塩食試食会
尿検査 体 操
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 "l月 ２月 ３月
象

開公民分館

市

血圧相談と

時
対

一番最初の尿︵夜間に起きて
トイレに行った人はそれも併
せて︶をご持参ください︒

ます。

配布１ 善す︒

や減塩みそ汁を試食していただくほか、薄味の料理

・生活を振り返って︑悪い習慣は

う考えてみましょう︒

「薄味の料理でも、工夫すればおいしくいただける

言次鸞到;ば襟邸梵豊7閃:
皆搬
:ｒ腐蒲
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見つめ直そう、自分の健康

中、市民の皆さんが健康に過ごせるよう、基本健康診査・各種がん検診、成

我が国は｢人生80 年｣と言われる時代を迎えました。市ではこの長寿社会の

人健康相談などを行っています。今回は成人健m相談についてご紹介します。
●■●●●●●●●●●●●丿●●●●●●■●●■●●●●●●●●I●●●●●●●●●●●●●I●●●●I●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●丿●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■■●●●･●●●●●●●●●I●●●●●●●●●●●●●■●●●●･●●●I●●●I●●●●●■●.･4●

ｼ

j

･

春の胃がん検診の受け付けは終了しました

１。いろいろ食べて成人病予防

1238

