阪神・淡路大震災は︑大地震が都市で発
生した場合の恐ろしさと地域の人々が互い
に助け合うことの大切さを︑私たちに再認

２

１
身の安全の確保・：倒れやすいものから離

非常持ち出しバッグなどを準備しておく

落ち着いて火の始末

れ︑机の下などに避難
３

﹂

狭い路地や塀ぎわ︑がけや川べりに近づ

外へ逃げるときは頭の上や足もとに注意

ｔヽ 建物の出口を確保

６
かない

r≪! 山崩れ︑がけ崩れに注意︒海辺にいると

８

お年寄り・体の不自由な人に声をかけ︑

避難は歩いて︒持ち物は最低限に

きは津波に注意し急いで高い所へ移動する

９

地域開放型校舎が完成
西宇治中学校

2学期から一般の人も利用できます

る土・日曜日に受け付けま

治中学校の職員室で

九月一日困から西宇

での間の管理スタッフがい

開放される教室は︑図書

前月の十日から二十五日ま

室や音楽室︑美術室︑視聴

す︒

にしたものです︒

完成した新校舎は︑市内

新築校舎が完成しました︒

覚室︑調理室の各特別教室︒

このほど︑西宇治中学校

初の試みとして実施される

各教室の開放される日時は

震度を感じる起震車体験︑

平日の午後一時から

から午後四時まで受

け付けます︵代表者

団体登録許可後の

の印鑑が必要︶︒

各教室の使用申し込

604︶

圃教育総務課︵容内線2

必要はありません︒

団体登録︑使用申し込みの

っいては個人使用のため︑

ただし︑図１ 室の使用に

地域開放型教室として︑学

左下表のとおりです︒

また︑開放される各教室

校教育上支障がない限り︑

学校の教育設備及び機能を

煙の中を歩く煙中ハウス体

五時までと︑宇治市

します︶︒

午後6時半開演

h t t p : / / Ｗ Ｗ Ｗ . c i t y . uji.kyoto.jp/

●毎月1日･11日･21日発行

識させました︒いざというときに︑あなた
やあなたの大切な家族を守るため︑ぜひ家
庭での備えを見直すとともに︑地域での自
主的な防災活動にも取り組んでください︒
市では︑九月十一日出︑西大久保小学校グ
ラウンドで︑十一年度の市防災訓練を実施
します︒家庭や地域での災害への備えを考
助け合う

10
正しい情報の入手を・・・地元の情報はＦＭ
宇治︵88・８メガヘルツ︶で

守る大きな力となるのは︑

や救出︑応急手当︑動けな

験︑防災関係機関による各

教育委員会教育総務

を使用するためには︑あら

各家庭での日ごろからの十

い人の搬送など︑各種初期

種展示なども行います︒

課で平日の午前九時

地域に開放し︑地域の皆さ

分な備えと︑地域の皆さん

活動の具体的な方法を知っ

参加は自由︒家具転倒防

コ9月1O日吻

１
９
えていただく契機として︑ぜひご来場くだ
さい︒参観は自由です︒
目企画管理部総務課︵宍一内線2052︶

＊自動車の運転中は︑道路の左側に停車し︑
エンジンを止める︒避難する時は︑キーをつ

の互いの協力と助け合いで

ていただくことを中心に実

止金具などの粗品も用意し

かじめ使用団体としての登

訓練は︑九月十一日出︑

す︒阪神・淡路大震災の際

施します︒

ていますので︑気軽にお越

んにも多様な学習の機会と

午前九時三十分から十一時

にも︑地域の皆さんの協力

また︑消防や自衛隊によ

しください︒なお︑会場に
駐車場・駐輪場はありませ

登録の受け付けは︑

三十分まで︑西大久保小学

で︑多数の人々が倒れた家

る訓練・展示︑社会福祉協

し訓練︵試食あり︶︑車い

ん︒周辺の皆さんのご迷惑

みは︑同校舎内図書

団体

録が必要です︒

校グラウンドで実施します

の下から救出され︑多くの

議会の皆さんによる炊き出

す利用者や目の不自由な人

になりますので︑必ず徒歩

室で︑使用予定日の

利用形態

日曜･祝日
夏･冬･春季
第1･3･5
第2･4土曜日 土曜日
休業日

場所を提供することを目的

大地震が起これば︑防災

火災の拡大が食い止められ

︵雨天の場合は翌日に順延

関係機関は全力を挙げて対

ています︒

ご参観の皆さんに︑震災発

を介助する方法を知ってい

このため︑今回の訓練は︑

生直後に地域で協力して取

分の一 ︵十万円まで︶を補

教室の開放される日時

けたまま︑徒歩で避難

こ文化センター

策活動に従事しますが︑地

支障を及ぼすことも考えら
れます︒
こうしたときに皆さんを

どで自主防災に必要な消火

助する制度を設けています

午後１時 午前9時
IO時〜午後10時

午後1時
〜5時

午前９時
〜午後５時

／

午前９時

W

でご来場ください︒

災準備が十分なところほど︑

めに極めて重要です︒また︑

阪神・淡路大震災におい

個人

午後6時 〜午後10時
‑to時

午前９時
〜午後５時

lj4

ただくコーナー︑いろんな

り組んでいただく初期消火

地域の安全は地域で守ろう

あったことは言うまでもあ

建物の下敷きになった人の

て教訓となったのは︑日ご

進め方や補助金についての

︵一団体一回︒組織作りの

前売券はプレ

火災の拡大防止に効果的で

市では︑地域の皆さんが

りません︒

阪神・淡路大震災のよう

れる際には︑その費用の二

器・テントなどの購入をさ

自主防災補助金制度
な大きな災害が発生した直

救助は一刻を争わなければ

の皆さんの安全を守る最大

ろ自主防災組織の活動によ

詳細は︑企画管理部総務課

いただけるよう︑町内会な

後︑火災の初期消火やけが

なりません︒

の力はお互いの協力です︒

って住民の連携を強めてい

︵昔内線2053︶ へお問

(当日4,500円)

火曜日〜
金曜日

平成11年9月15日(祝)まで
売中

自主的に防災活動を進めて

人の応急手当てなど︑地域

消防車などがなかなか到着

に対応できたということで

た地域ほど災害時に効果的

阿川泰子ジャズコンサート

古紙配合率100％の再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆

前売り券4,000円

／

宇治市地域復興券の有効期間は

‑二Ｊ
▲完成した地域開放型校舎

二全席指定

ｌ

です

とくに︑災害が起きれば︑

できないかもしれません︒

す︒また︑消火器などの防

そのような状況での初期消
火は︑被害の拡大を防ぐた

◆この宇治市政だよりは︑

い合わせください︒

1101

問い合わせ・電話予約は諾宇治市文化センター(020‑2111)

イガイドで発

災害に対する心構え

震被害がこの活動に大きな

▲力を合わせての消火活動訓練（昨年度の総合防災訓練）

二言779

第1216号

77

ぎ'8昌ご

平成11年

(fti)

宇治市政ダイヤル

999)
(1

20−87

察:に昌

市政情報いっでも24時間
テレフォンサービス

地震・災害に強いまちづくり
9月11日(土)、防災訓練を実施

進む公共下水道整備

全国下水道促進デーの催し

下水道人・水・大地の

サポーター
公共下水道は生活環境を快適にし︑きれい
な河川を守るうえで大切な施設︒市では九月

談・PR

を通して下水処理場に集め︑

所などの汚れた水を下水管

公共下水道はトイレや台

・小倉町・伊勢田町・広野

水道の使用を開始︒横島町

る区域で︑平成元年から下

化センターで汚水を処理す

府木津川流域下水道洛南浄

なんで︑処理施設の公開と

全国下水道促進デ

を行います︒

゛一心︱ｙＩｙを︑ｙｙ″Ｓ｀︑﹃ｉ︲芦｀ゝｔｌ″︑″ーｙｌゝ！ｉＳタ；Ｉ声７

1・8475︶
3

ｙ−一一ｒχ！４心︲ｊｔご卜Ｉｓｓ ｌ￥． よ︒︑︒ｊ︲

ーにち

処理施設の公開
◇会場・日時

0︑萱
1

○東宇治浄化センター︵木

幡北島

1

６ｉａＫＳ≪‑i!5Ｓ

下水道相談とPR

0時〜午後５時︒
1

ゝ″！！︷″！ｉ″ ％％♂ｓｌｉぐＩｒＩ１１ ｊＪ
◇会場・日時

○７ ルプラザ宇治東店１階

セントラルコート・：９月12

を進呈します︒

水道に関する相談を受け付

の下水道整備計画など︑下

家庭内の水洗化工事や地域

日㈲︑午前

と午後２時〜 ○洛南浄化

へ︒駐車場完備︒粗品進呈︒

≪０７５゛６３２゛1

洗化率は八五・五％です︒

・：９月12日㈲︑午前10時〜

Ｎ

東宇治処理区は木幡の東

0時〜
1

(D

センター︵八幡市八幡焼木

伊勢田町大谷19‑45 43‑6787

これから家屋を改築すると

23‑8438

㈱マテリアル

宇治浄化センターで汚水を

神明宮東85‑14

１

20‑1575

㈱寿設備工業

きは︑下水道への接続を考

㈲飯ｼﾞｪﾌﾟﾄｸ1)ｰﾅｰｴ葉棋島町一ﾉ坪51‑5

処理する区域で︑昭和六十

24‑0135

433︶⁝９月13日㈲・14

22‑5332

㈱南京都設備土木小倉町新田S5‑40

日固︑いずれも午前

横島町薗場29‑76

慮して設計すると将来の負

43‑1474

山田工業㈱

担が軽減できます︒また︑

大久保町北ﾉ山93

一年から下水道の使用を開

21‑3429

㈱森工業所

始︒六地蔵・木幡地域の大

32‑6468

けます︒また︑下水道クイ

㈱森田水道工業所宇治妙楽73

と午後１時半〜︒両施設

31‑8255

五ヶ庄福角25‑25

すでに下水道を使用できる

木幡南端24‑2

松林工業㈲

部分と五ケ庄の一部で下水

西田工業所

ズを行い︑回答者には粗品

22‑6551

︵下図参照︶とも直接会場

明星町1丁目1

地域の人は早めに公共下水

21‑2310

西岡工業㈱

道に接続してください︒

宇治乙方51‑3

道が普及しています︒洛南

22‑3661

㈲南郷住宅設備

処理区は八幡市にある京都

22‑8338

宇治戸ﾉ内27

下水道への接続工事の際に

ないと効果はありません︒

■■〃‑･

十年度末の処理区域内の水

33‑3711

二つの処理区で下水道整備

23‑6561

木幡南端6

・

処理施設の公開と下水道の相

きれいな水にしてから自然

町・大久保町・南陵町・宇

十日の﹁第三十九回全国下水道促進デー﹂に
談・ＰＲを行います︒下水道をより深く知っ

に返す施設です︒整備され

治の一部で下水道が普及し

21‑2689

を進めています︒

広野町小根尾23‑2

㈱京

合わせ︑処理施設の公開や下水道に関する相
ていただくために︑ぜひご来場ください︒
ると側溝には雨水しか流れ

ています︒しかし︑公共下

23‑6275

小倉町寺内67

下水道に関する相談やＰＲ

圃下水道管理課︵昔内線2452︶
なくなり︑害虫や悪臭の発

水道がいくら地域に普及し

伊勢田町砂田6‑37

㈲木下工業所

えてこの基準に合う工事が

貯め方教えます
骨コツ貯金の

皆さんは﹁骨粗しょう症﹂

という病気を耳にしたこと

がありますか︒お年寄りに

3つのポイント

予防のための

す︒体力にあった無理のな

③日光に当たる⁝カルシ

い運動を心掛けましょう︒

ウムの吸収を助けるビタミ

ンＤは︑日光に当たること

でっくられます︒ただし︑

強い直射日光を浴びたり︑

肌を露出することは皮膚の

老化を早めます︒日差しの

穏やかな時を選んだり︑木

してみませんか

骨量測定を

でしょう︒

①バランスのよい食事で

陰で三十分も過ごせば十分

骨の材料を確保する・：食事

多いといわれる病気ですが︒

期から始めることが大切で

は一日三食しっかりと食べ

その予防は骨が成長する時

す︒不規則な生活︑過度の

ましょう︒食事にはカルシ

健康生きがい課では︑生

ダイエット︑運動ぎらいな

涯を通じて健康的に暮らす

どは骨を弱くする原因にな

品︑小魚︑海草︑緑黄色野

ことができるよう皆さんの

ウムを多く含む牛乳︑乳製

菜︑大豆︑大豆製品などを

ります︒

上手に組み合わせまし少つ︒

一人ずっにアドバイスを行

骨量︵骨の強さ︶を測定し︑

骨粗しょう症とは

骨祖しょう症は骨の中が

ます︒さらに女性のカルシ

めに欠かせません︒ただ︑

る⁝運動は骨を強くするた

②適度な運動で骨を鍛え

受けてみませんか︒

て︑ぜひ一度骨量の測定を

健康を考えるきっかけとし

量を測定します︒家庭での

歳の女性を対象に無料で骨

内在住の二十歳から六十九

りフェスティバル﹂で︑市

開催される﹁ＵＪＩあさぎ

今年は︑十月十七日㈲に

っています︒

スカスカになり︑そのため

骨がもろくなったり折れや

すくなった状態をいいます︒

女性と骨の関係

もともと女性は男性より

ウムは妊娠や授乳などで子

長時間の運動や激しい運動

肯の量が少ない傾向にあり

どもに分け与えられます︒

はかえって骨をもろくしま

い課︵容内線2332︶︒

問い合わせ・：健康生きが

また︑閉経後は急速に骨の

１人５００円○火災共済＝

︿会費﹀○交通災害共済＝

Ｉロ５００円︵Ｉ世帯２口

人

に遭ったときに会員相互で

不幸にして交通事故や火災

会を通じて︵申込書を各家

の方法で︒①町内会・自治

︿申し込み﹀次のいずれか

まで︶

の受け付けが始まります︒

庭に配布︒10月中旬までに

︵萱内線2258︶︒

︿問い合わせ﹀交通対策課

課の窓口で

窓口で ③市役所交通対策

融機関︵郵便局は除く︶の

申し込みを︶ ②市内の金

ぜひ︑この機会にご加入く

帯主として登録されている

人 ○火災共済＝本市に世

害共済＝本市に住所のある

︿加入できる人﹀○交通災

年一１１一月30日

︿共済期間﹀12月１日〜12

ださい︒

も九月一日困から予約加入

助け合う制度です︒今年度

は︑市民が会費を出し合い︑

交通災害共済・火災共済

量が減ってしまいます︒

予約加入受け

生を防ぎ︑川や海の水をき

㈱大川設備

成人歯科健康診査

の

れいにすることができます︒

43‑1141

は左表の公認業者に依頼を

交通災害共済・火災共済

ても︑各家庭の排水設備を

広野町東裏112

できる業者を公認業者とし

歯周病の予防にぜひ受診

▼実施期間⁝下表のとおり︒
健診時間はいずれも午後１
時半〜３時半
▼会場・・・保健医療センター
▼対象・：満20歳以上

・相談︑ブラッシング指導

12月 10日面

下水道に接続していただか

㈲ジーエム工業 伊勢田町中ﾉ荒60‑1344‑6686

市では︑宇治川を境に東

㈱ウ

柏
11月 12日面

二]．
.

宇治処理区と洛南処理区の

宇治川工業所

31‑8688

してください︒

菟道門ノ前42‑2

㈲照喜名工業所

があります︒このため︑市

22‑5223

五ヶ庄上村16

て︑指定しています︒公共
伊勢田町新中ﾉ荒38‑8
4 4‑6630

関口工業㈱

では排水設備の工事基準を

小倉町東山3

定め︑一定の資格要件を備

▼内容・：歯と歯周病の診察

▼費用⁝無料
▼申し込み⁝健康生きがい

付け開始

しましょう︒

46‑5050

課︵容内線2333︶︒

10月 １日脚・15日脚・29日脚

ジ'ﾝ'**''''*:．
‑li･ご"

32‑2680

ウェダ管工業㈱

■

＼Trj
よ卜

卜水は命の源︒自然を守り︑はぐくむために水をきれいに

家庭と公共下水道を結ぶ
排水設備には︑雨水や砂が
入らないこと︑規定のこう
配がありスムーズに汚水が
流れることなど︑一定の構

㈱彩光設備

ﾉ9肖44441
二＞ ………

22‑0946

木幡熊小路43‑5

▲東宇治浄化センター
▲洛南浄化センター

２月 18日廊
〃

伊勢田町浮面36‑2
㈱藤本工業

公認業者で

造と機能を備えている必要

３日面・10日倒・17日面

=こ二yJli穏当
ﾕ
＼て………ｻ

横島町薗場86‑14

㈱池田工業所

ラ

23‑9211
小倉町南浦100‑61
業
工
㈱南

伊勢田町大谷19‑33 41‑7556
潭
㈱西

21日(火)・24日面
９月

■

久保田工作所

∧万…………二二………':T

南

｀ｽﾞﾕwﾆ,jJ
j… … … ^
‑j

㈱新下工業

チ

下水道の接 続 エ 事 は
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り
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市役所への電話． 郵便は
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容22‑3141
〒611‑8501

（代表）

18歳以上の社会人で編成された上

10月２日〜12年３月11日の土曜、

９月18日出、午後７時半〜９時半

位２チームは市代表として府民総

午前９時半〜正午。22回E〉受講料…

[〉対象・定員…小学５年生以上と

体に出場。

２万8000円。

保護者・先着30組[＞費用…無料。

・体力テスト判定員養成講習会

＜月の写真を撮ろう＞c＞とき…

１

（個番号のため住所不要）I

対策)＞E＞とき…10月７日〜11月

９月19日(日)、午前10時〜午後４時

半〜午後４時E＞ところ…西宇治体

４日の木曜、午後７時〜９時。５

c＞対象…小・中学生E〉内容…一輪

育館[〉対象…体育指導委員・学校

回E〉受講料…１万円(別途テキス

車の正しい乗り方。初級者には検

教職員・その他体育スポーツに携

ト代が必要)。

定実施[〉定員…初心者・初級者各

わる人・事業所の福利厚生担当者

・城南勤労者福祉会館

自己負担額…健診費用の３割分

25人。

などE〉定員…先着40人【〉参加ｎ･‥

(女性１万2910円、男性１万1970

お知らせ

2260円

圃は問い合わせ・圃は申し込み
圃の書いていないものは直接会場

‑

へお越しください。

■身体障害者デイサービス

円)

＜足の不自由な人の集い＞D〉と
き…９月17日出、午前９時半〜午

2266)へ。

後５時E＞行き先…海遊館レ対象・

■ツベルクリン反応検査

■リサイクル自転車販売会

スポーツ課(a内線2621)へ。

駅周辺から撤去された放置自転

＜大正琴教室＞D〉とき…10月２
日〜12年３月18日の第１・３土曜、
7200円(別途テキスト代1500円)。

■文化財保護巡回相談

き…９月４日出、午前lO時半〜[＞

[〉とき…下表のとおり(ヽこノベル

[19月３日出から同館(346‑
0780)へ。

午後１時〜２時。 12回[〉受講料…

官公署・その他

車をリサイクル販売します。[〉と

＜演歌歌唱教室＞[＞とき…10月

討京都文化財団では、建造物や

９日〜12年３月25日の第２・４土

ランティアの人＝14人(申し込み

クリン反応検査の２日後に判定)。

ところ…総合福祉会館前広場[〉販

多数の場合は選考)【＞参加費…15

午後２時〜３時半E＞ところ…保健

売台数…約50台【〉価格…約5000円

美術工芸品などの保存や修理の方

曜、午後７時〜９時。

00円(ボランティアの人は1000円)

医療センター[>対象…４歳未満の

〜１万円(500円刻み)。希望者多

法、防災施設や収蔵庫の整備、補

料…6000円。

子供図保健推進課(昔内1泉2262)。

数の場合は抽選

回9月６日(月)までに社会福祉協
議会(昔22‑5650､FAX22‑5654)へ。

9/14 9/28
ツベルクリン
反応検査日 9/7
吠） 吠） 吠）

■宇治市奨学生第2次募集
c〉対象…次の要件をすべて満た

判定日
9/9
陰性者にBCG Ⅲ

す人①本人と保護者が宇治市に３
年以上在住している(ただし、学

9/16 9/30
Ⅲ
Ⅲ

助金や貸付の対象と申請手続きな

■第３次自衛官の募集

どの文化財保護のよろず相談(無

口宇治募集事務所(2S44‑7139)。

胞の家｣(a20‑4080)。

料)を実施します。[〉とき…９月

■一日体験ボランティア

17日出､午後１時〜4時[＞ところ…

昌宇治市リサイ

文化パルク城112階

｢森と遊ぼうＨ｣
【＞とき…10月３日(日)、午前9時

校が遠隔地のため本人が市外に住

である③他の奨学金を受けていな

＜ガーデニング講座③＞秋の園

ｎ歴史資料

館(Q20‑1680)。
■行方不明の人をさがす相談所

半〜午後３時E＞ところ…天ヶ瀬森

■植物公園

家出人発見一身元不明死者の身

看護学生

E＞とき…９月１日伽〜５日(日)、午

医科・歯科 10/12
幹
部
〜11/5

田9月24日出

芸作業のポイントと芝生管理につ
いて講習。[＞とき…９月11日出、

までに往復はがきに住所・氏名・

前９時〜午後５時E＞ところ…西本

１万6000円、国公立大学＝1万70

午後１時半〜３時半t＞定員…先着

年齢・電話番号・交通手段を書き

願寺｢本願寺会館｣

00円、私立大学＝２万2000円、高

50人【〉参加費…無料

管財契約課(a内線2106)へ。

署(321‑0110内線320)。

等専門学校＝1万1000円

45‑0099)へ。入園料が必要です。

■応急手当講習会

■城南地域職業訓練センター

〜４時c＞ところ…東消防署E〉内容…

c〉とき…９月16日田、午後１時

の推薦調書、成績証明書、在学証

＜ワープロ初級ワード＞r＞とき…

半〜４時半t＞ところ…小倉公民館

人工呼吸、心臓マッサージ、止血

2307)へ。

r＞対象…市内在住の人【＞定員…先

など[〉定員…先着30人[＞受講料…

10月４日〜25日の月・木曜、午後

■福祉バザー

着30人[〉参加費…500円

無料

６時半〜９時。６回[〉受講料…１

l〉とき…９月５日(日)、午後１時

■大久保青少年センター

o、FAX22‑5654)。

から受付)と｢一輪車にチャレンジ｣

健康

は同センター(S44‑7447)へ。

＜パソコン中級エクセル表計算＞
[＞とき…10月４日〜25日の月・木

■第１回宇治市民ボウリング

曜、午後６時半〜９時。６回[〉受

大会兼府民総体予選会

講料…１万1000円。

[〉とき…９月26日(日)、午前９時

＜おはなし会＞r＞とき…９月８
■国保人間ドック後期分受付

＜ワープ[]初級ワード＞E＞とき…

日伽、○幼児とその保護者＝午前

40分〜[〉ところ…松園ボウル【＞チー

10月３日〜11月14日の日曜、午前

10時〜10時半(すぱなし)○小学

ム編成…市内在住・在勤・在学の

９時半〜正午。６回E〉受講料…１

診分c〉定員…先着300人E＞対象…

校低学年＝午後３時半〜４時(ペー

３人で編成[＞定員…先着30チーム

万1000円。

受診日現在で宇治市国民健康保険

プサート・紙芝居)t〉費用…無料。

t＞参加費…１人1700円(大学生以

【〉募集期間…10月〜12年３月受

＜ワープロ中級ワード＞c＞とき…

に１年以上継続加入している満35

＜みんなであそぽう＞c＞とき…

下は750円)[19月20日(月)までに

10月３日〜11月14日の日曜、午後

歳以上で、11年４月以降に宇治市

９月11日出、午前９時〜正午c〉内

財宇治市体育協会事務局(黄聚体

１時〜３時半。

国保の補助で受診していない人【＞

容…敬老の日のプレゼントづくり

育館内容32‑1905)へ。圖生涯ス

万1000円。

６回c〉受講料…１

９月９日は救急の日です︒

松原

大地くん

H10.8.20R ／小倉町老ノ木
病気せず、人の気持ちのわかる
素直な子に育ってね。

蜃

10年9月生まれのお子さん。8日
凶までに広報課(rt内線2070)へ

9月9日は「救急の日」

救急車は正しく使
いましょう
一般交通機関を利用してく

車やバスータクシーなどの

の場合はできるだけ自家用

けるよう︑軽いけがや病気

な人にすぐに使っていただ

りがあります︒本当に必要

務課︵︽一内線2613︶

てください︒回消防本部総

電話番号をはっきりといっ

人などの容体︑性別︑年齢︑

者のいる場所や目標物︑病

を呼ぶ時は︑落ち着いて患

また︑一一九番で救急車

土人に委嘱状の伝達

太田純代 五ヶ庄三番割37

﹇横島地区﹈

容33e1145

ださい︒

新任民生・児童委員

東宇治・禍島地区で欠員

となっていた民生委員・児

童委員が次のとおり決まり︑

画を作るのよ︒

まなぶ君・：ふＩん︒介護

計画サービスは︑自分で

・8415

作ることはできないのか

一一

な？

圃社会福祉援護課︵昔内

本人の希望や心身の状態

ケア博士・：自分でも作る

●●●●●●●●●■●¶

線ｎ乙３０３︶ｏ

にあった適切な介護サー

ことはできるわ︒でも介

●●

合わせるとよりよい介護

ビスが利用できるように

護サービス計画を作って

曹噛害噛

ができるのかを考えて計

サービス事業者・介護保

もらう費用は︑全額保険

介護保険のおはなし

まなぷ君⁝ホームヘルプ

険施設等との連絡調整を

から支払われるので︑１

介護サービスを

やデイサービスなど介護

行う人のことをいうのよ︒

受けるには？

保険のサービスを受ける

割の自己負担はいらない

援専門員にアドバイスを

まなぶ君・：じゃあ︑どこ

受けて計画を作ることを

へ行けば介護サービス計

定される居宅介護支援事

おすすめするわね︒

ためには︑ケアプランと

業者へ行けば介護サービ

名犬かいごろう・・・なるほ

魯盲●

●●舞麗麗皿

●幽‐舗朧機画

多羅尾あや子 棋島町大町

●魯

塀■

厚生大臣と京都府知事から

●譚●

今年上半期︵一月上︵月︶

珊麗麗

いうのを作ったほうがい

市に要介護認定の申請を

ス計画を作ってもらえる

ど︑このようにして作ら

ビスの知識を持つ介護支

して介護や支援が必要だ

わ︒

れる介護サービス計画は︑

●●

朧麗麗

のよ︒だから︑幅広いサー

と認められないといけな

まなぶ君・：介護サービス

高齢者がいつまでも地域

●●言言

麗麗

画を作ってもらえるの？

いんだよ︒それから介護

計画はどのようにして作

興魯馨署

歯嘸

いんだね︒

支援専門員と相談しケア

られるの？

ビスを受けることによっ

や施設でいろいろなサー

●●●●●●

ケア博士・：京都府から指

プランという介護サービ

ケア博士・・・介護支援専門

て健やかに安心して暮ら

●■

名犬かいごろう⁝まず︑

ス計画を作ってもらうん

員が︑介護度合いに応じ
●●

だ︒

て使えるサービス限度額

るんだよね︒

せるように考えて作られ

■●●書

舗箇膳

31の３ ＆

瞳舗

の委嘱状が伝達されました︒

●噛●

の救急出動件数は︑二千六

朧朧塵

任期は十三年十一月三十日

●薯‐魯‐

百一十三件で︑二千四百八

鐘●

﹁東宇治地区﹂

麗麗■蔓■

ケア博士・：かいごろうは︑

の希望を十分聞きながら︑

●歯

皿‐喝

よく知っているわね︒介

どういうサービスを組み

の範囲内で︑本人や家族

ジャーといって︑本人や

護支援専門員はケアマネ

家族からの相談に応じて︑
●匂●噛●●

●●●

までです︵敬称略︶︒

龍魯

十二人を医療機関へ運びま

■

した︒救急車の台数には限

●●■

免許取得見込者
33歳未満の女子

万1000円。

スポーツ

匝]｢月の写真を撮ろう｣(７日脚

ｎ社会福祉協議会(022‑565

免許取得者
36ft未満の女子

χ

館

署(昔31‑8759)へ。

(Q22‑4687)へ。

〜３時c〉ところ…木幡小学校体育

圃9月７日吹]までに東消防

医師・歯科医師の
免許所得者

竺り々

參＼‑

(昔46‑0688)。

明書を障害者母子福祉課(a内線

圃同館

婦人自衛官 10/13
(看a)
11/8

圃9月３日出から同センター

[＞とき…９月12日(日)、午後１時

格

9/14
10/13 高卒(見込)
22歳未満の女子

4.1
瘤眉閻

■茶香服大会(茶の飲み当て競技)

昌宇治警察

資

高卒(見込)
9/10 2i歳末溝の人
mm＼zouram
防衛大学校
学生(一般) 9/14
〜10/13 途資格が必釦
9/14
高卒(見込)
防衛医科
大学校学生 〜10/13 2i蔵末溝の人

元確認などの相談を受け付けます。

国公立高校＝8700円、私立高校＝

圃9月

受付期間
9/6

300円I＞定員…先着60人E〉持ち物…
弁当・水筒・軍手

14日(火)までに所定の願書、学校長

種目
防衛大学校
学生(推薦)

林公園[〉対象･･･18歳以上r〉費用…

い【〉募集人数…若干名E＞貸与月額…

田同園(a

12回E〉受講

クル自転車販売協議会事務局｢同

催し

む場合は可)②学費の支出が困難

1103

119月８日伽までに所定

の申込用紙に参加費を添えて生涯

Ⅲ市国民健康保険証と印鑑

を持って国民健康保険課(a内線

定員…足の不自由な人＝10人、ボ

＜経営と経営管理(省エネルギー

c＞とき…９月15日㈲、午前９時

＜一輪車にチャレンジ＞E＞とき…

福祉

＜海外で役立つ英会aS＞[〉とき…

ポーツ課(a内線2622)。

[〉対象…小学生以上[〉費用…無料。

｜

宇治市

第1216号

政だより

1999年（平成11年）９月１日発行（４）

図書館

保健・衛生・相談

あんな

追放運動推進センター（S075‑451‑89

献皿
‑
●６日(月)、午前10時〜午後Ｏ時半、午後
１時半〜３時半＝保健医療センター。

・法律相談

相談あんない
■青少年相談

毎週木曜、午後１時半〜３

時半、社会福祉協議会。323−0857へ
21日吹)、午後１時〜４時、

宇治公民館。昌保護司会・向井正存さ

毎週月曜〜金曜、

午前９時〜午後５時、青少年問題の悩

サービス協会編／主婦の友社

テインメントまで幅広く楽しめます。

・家庭児童相談室

は、日常生活に支障のあ

☆「どうして？」リンジー・キャンプ文／ト

る高齢者や障害者の家事

ニー・ロス絵／こやまなおこ訳／徳間書店

援助と身体介護が中心で

みなどお気軽に。昔24−0800.

前９時〜11時半、午後１時〜４時、来

たコラムを集めた単行本。政治からエンター

ホームヘルパーの仕事７

‐宇治こころの電話

１日伽・22日伽、午

(☆は児童書です｡)

「ホームヘルパー応援ＢＯＯＫ」横浜市福祉

電話予約を。

ん。登43−0898.
・府交通事故相談

本

こんな

30）では電話での相談も可。

毎週月曜〜金曜、午

「どうして?」というむすめのしつもんに

す。だれでもできそうにＥ

いっしょうけんめい答えるおとうさん。でも

思いますが、そうはいかく

答えるたびにまた「どうして?」。むじゃき

庁順に相談。圃宇治地方振興局雲21−

前10時〜午後４時。児童と家庭に関す

ないのがこの仕事。悩ん；

な子どもと、こまりはてるおとなをユーモア

2101.

る困りごとなど。昔23−8698.

だり、迷ったり、ホームム。

たっぷりに描いたたのしい絵本。

■社会保険相談所

ヘルパーが出会うさまざ

17日困=小倉公民館、

まな事例を中心に現場に密着した内容の本。
午後１時半〜４時。年金・健康保険な
ど。昌国民年金課(a内線2311)。
・暴力にかかわる困りごと相談

６日(月)、

午前９時〜午後４時、来庁順に相談。

☆「調べるっておもしろい！お米はなぜ食べ

市、社会福祉協議会では、こ
のほかにも各種相談事業を実施
しています。詳しくは11年度版

｢秘伝発酵食づくり｣林弘子著／晶文社

あきないの？」山口進吾／アリス館

｢市民カレンダー｣をご覧くださ
い。

ど、現在の家庭ではほとんど作られなくなっ

るのにどうして食べあきＪ

た発酵のうま味を生かした食品。我が家の味

ないのだろう？そんな疑レ

としての発酵食品の作り方のガイドブック。

問を持った著者がお米のy･

毎日主食として食べてT1::'゛i

味噌や酢､'醤油、キムチ、チーズ、干物な

目宇治地方振興局a21−210K府暴力

いるお米。毎日食べてい万：

ルーツやなぞを調ぺるた「

センターの機関紙﹁子育てたいむず﹂

双葉園の園庭を開放しています︒

も月一回発行しています︒これには子ど

もとの接し方や遊び方などを掲載してい

の子育て支援課の窓口に置いていま

寺界道、古川、西田、北ノ庄、大林、芝ノ東
(J R以西)

ます︒機関紙は子育て支援センターと市

今︑子育て中の人が少しでも楽しく子

育てできることを目指しています︒気軽

に利用してください︒

午後４時

４時

▼電話相談・：月〜金曜日︑午前９時半〜

リ

……六地蔵･木幡･五ヶ庄･黄道･炭山4笠取＞
9/7･30

公共施設めぐり

地域子育て支援センター

小倉町西畑十三

S24・6511

地域子育て支援センターは︑小倉双葉

園保育所の二階にあります︒子育てにつ

いての悩みや相談を電話やファクス︑来

旧24号線

所により受け付けています︒子育ての相 ▼来所相談⁝月曜日︑午前９時半〜午後

談だけではなく︑仲間づくりのお手伝い

をしようと親子教室﹁たんぽぽ村﹂も開

いています︒親子で遊んだり︑子育てに

ついて意見を交換したりしながら︑お母

さん同士仲良くなっていただき︑いずれ

は子育ての悩みや不安を相談し合えるよ

うな自主サークルとして活動していける

よう事業を進めています︒また︑親子で

遊び︑子どもの遊び仲間を見つけていた

だこうと︑月一回︵市政だよりに掲載︶

至京都

「人生は五十一から」小林信彦著／文弱春

きました。調べものをす
『今の日本ではr肉体の老化』だけがとり

そよかぜ号巡

おはなし会

日

■中央

地区
駐車時間
六地蔵 13 : 50〜14 : 20
２日俐
御蔵山 14 : 40〜15 : 50
３日面木 幡 14:00〜15: 30
志津川 14:00〜14: 30
７日脚
明星町 u : 50〜15: 50
13: 30〜14: 30
9日Ⅲ 大久保
南陵町 15:00〜16: 00
福 角 13:50〜14: 40
10日圖
三室戸 15 : 10〜16 : 00
開 13:50〜14: 40
14日脚
広野 15:00〜16: 00

回日程

駐車場所
六地蔵公会堂前
御蔵山小学校
木幡公民館前
器具庫南側
汚水処理場横
旦椋公会堂前

9/14

新開(J R以東)、平野(j R以東)、折坂
(JH以東)、福角(J
R以東)、一番割、二
番割

9/16

南山（Ａ）、広岡谷、芝ノ東（J
R以東）、五
ヶ庄西浦（J R以東）、三番割

9/17

9/20

9/3･28

南山(Ｂ)、南山畑、中村(JR以東)、南端
(JR以東)
六地蔵(J R以東・以北の全域）、花揃、赤
塚、陣ノ内（JR以東）、正中（JR以東）、
御園、東中（JR以東）、北畠、檜尾、平尾、
須留、金草原、御蔵山、畑山田、北山畑、大
瀬戸（■iR以東）、炭山
六地蔵( J R以西・以南の全域〉、陣ノ内
(J R以西)、正中(JR以西)、木幡河原、
北島、東中(J R以西)、西中、大瀬戸(Ｊ
Ｒ以西)、内畑、熊小路、中村(JR以西)、
木幡西浦、南端(J R以西)、檀ノ東

9/20

9/21

9/22

五ヶ庄福角市営住宅

府営三室戸団地内
日産開アパーﾄ西側

22日伽

いずれも午後３時半〜４時
(対 象) 3才以上でひとりで話が聞ける子供
(内 容）手あそぴ、読み聞かせ、紙芝居など
（参加費）無料

おはなした
・中央

18日出

まてばこ

＼小倉?伊勢田･横島･羽拍子･安田

9/7･30
'■伊………
I

蛇塚、石塚(心華寺通り以西)、東裏(J R
以西と府道以南)、寺山(J R以西)、西裏、
茶屋裏、丸山、一里山(府道以南)、桐生谷
(j R以西)、大久保町(近鉄以東｢久保(J
Ｒ以東)除く｣)

9/9、10/4

9/2･27

小根尾、大開、尖山一部（2番地･6番地）

寺内、久保、老ノ木(府道以北)、天王(府
道以北)、西浦､西畑、中畑、西山(府道以東)

9/10、10/5 老ノ木（府道以南）、天王（府道以南）、東山
9/13

南堀池(本通り以北・以南､大和32〜36)､堀池

9/14

南堀池（田中、大和、大和一部西２号通り以
北）、南遊田、遊田、砂田、毛語一部、中ノ
荒、井尻、中ノ田、浮面、名木、安田町

9/16

中山（近鉄以西）、毛語、南山、ウトロ

9/17

神楽田(山中含む)、西山(府道以西)、中央
台､北山Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ団地､毛語(府道以北)

9/20
弐番（府道以北）、池森、樋ノ尻、里尻（J
Ｒ以北）小桜、石塚（心華寺通り以東）、宮
北一部、寺山（j R以東）、宮谷、尖山一部 9/22
（4番地）、中島、久保（JR以東）
東裏（J R以東の府道以北）、一里山（府道 9/1･24
以北）、桐生谷（J
R 以東）、開町

丿

南浦（28〜33､80〜98､100〜110）、大京団地、
蓮池

9/8、10/1 山際

戸ノ内、矢落（JR以北）、若森（J
R以北）、
大久保町（近鉄以西〉

宮東、宮西、宮北

9/6･29

１日出

■西宇治

大久保小学校
22日伽
・東宇治
西大久保小学校
16日Ⅲ
いずれも午後３時半〜４時
平 盛 14 : 40〜15 : 60 平盛小学校
棋 島 13 : 30〜14 : 30 Ｈ合12創A*ｶﾞﾚｰｼﾞ (対 象）子供から大人まで
22日伽
容）主にストーリーテリング（素話）
(内
吹前 14 : 50〜15 : 50 槙島小学校
（参加a）無料
24日面北横島 14:00〜15: 30 槙島中学校

9/1･24

9/3･28

８日伽・22日出

■東宇治

南陵第２児童公園

西大久保 13 : 30〜14 : 20

∧贈賄昿畔丿鵬峠坤:

車田、丸山、平町（京滋バイパス以南）

かれています。

されないのです」と言う著者が雑誌に連載し

野添、谷前、梅林、五ヶ庄西浦(JR以西)、
9/8、10/1 新開(JR以西)、平野(j
R以西〉、折坂 ﾀﾞ宇治･神明･広野･開･大久保･白川･志津川
(JR以西)、笠取、池尾
9/8､10/1 半白、白川、金井戸、志津川
福角（J R以西）、日皆田、岡本、上村、大
乙方、山本、東内、又振、山田、紅斎
9/9、10/4 八木島、―里塚、戸ノ内、平町（京滋バイパ9/9、10/4
ス以北）、荒棋、田中、大垣内
9/10、10/5 蔭山

9/13

るときの本の探し方も書

上げられて、中年後半からの知恵は問題にも

…………④回戻珍㈲諌圧池辺ﾆ
9月のし尿収集日程

谷下り、出口、森本、中筋、大谷、東中、西
9/17
9/10、10/5 中、藪里、段ノ上、東隼上り、西隼上り、門
前、菟道河原、只川、妙見、池山、岡谷

めに世界のあちこちへ行！

秋

中山（近鉄以東）、大谷、羽拍子町
春日森、一ノ坪、島前、大町、石橋（大川原
線以西）、中川原（大川原線以西）、大川原、
東目川、西目川、若林、落合
南落合（0の通り〜13の通り）

9/2･27

薗場(大川原線以北)、大幡、北内、門口、幡
貫､郡､石橋(大川原線以東)､吹前(市営住宅)

9/3･28

中川原（大川原線以東）、十一（大川原線以
東一国道以東）、十六（国道以東）、十八（国
道以東）、吹前（市営住宅除く）

野神、大谷、琵琶、弐番(府道以南)，矢落
(J R以南)、若森(J R以南)、米阪、天神、
9/6･29
mm、西浦一部、神楽田一部（近鉄以西）
下居一部(権現町)
下居、善法、壱番、妙楽、里尻（J
R 以南）、※収集漏れは収集口側から確認し、翌日（土・日・祝日を
除く）に同組合へ。
蓮華、塔川、宇文字
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