86,666人

救急出動３千回を超す

宇治市消防本部はこの程︑昭和六十二年︵一月から十二月まで︶の
火災救急統計をまとめました︒六十二年は︑火災件数の減少にもかか
わらず︑放火による火災が増加︒車両火災では九件の内七件までが放
火となっています︒救急出動では︑初めて三千回を上回りました︒特
に急病による出動が︑一千三百四十九件と大幅に増加しています︒消
防本部では︑市民の生命や財産を守るために常に迅速な対応に努めて
います︒皆さんも救急車などの正しい利用につ︒いてご理解ください︒

ひ災による被害は︑死者一

全体として減少している中で︑

です︒六十二年は火災件数が

件の内七件が放火によるもの

すれば防ぐことが出来たもの

件︵五％︶と︑いずれも注意

のが十件︵一六％︶︑火遊び三

％︶と六十四件減少していま

負傷では三百六十一件︵一一

一千三十八件︵三三％︶︒一般

無火災の願い込め

人︑負傷者六人︒焼損面積は︑

放火による火災が増加してい

す︒

消防出初め式

建物がＩエ︵百四十五平方肩︑

となっています︒

搬送が二百四十五件ありまし

通報により出動した結果︑不

ています︒次いで交通事故が

週間として︑文化財の防火

までの一週間を又化財防火

し康ｙ︒

新春恒例︑宇治市消防出

初め式が一月七日︑文化セ

ンター多目的広場で行われ︑

防火への決意忿剪にしま

式典には︑消防職員や消

した︒

防団員︑各事業所の自衛消

防隊員︑幼年消防クラブ︑

少年消防クラブ︑笠取婦人

防火クラブ員会古人が参

加︒約五百人の市民が見守

るなか︑自衛消防隊の訓練

が披露されました︒また︑

や消防職員による救助訓練

クラブの鼓隊が元気に演

宇治幼稚園児らの幼年消防

奏︒市民や関係者は︑りり

しい姿に盛んに拍手を送っ

ていました︒最後に一斉放

(月曜日･祝日は休館)
午前９時 午後５時

その外四件で︑車両火災は九

林野がニアールとなっていま

ることが大きな特徴といえま

二百八十二件が最も多く︑一

とになります︒また︑一日で

重な文化財が数多くありま

特別査察や社寺消防訓練を

★３月27日(日)まで

す︒

少︒車両火災は九件︵一五％︶

す︒損害額が六十一年に比べ

す︒次にガスコンロによるも

の最多出動件数は︑十九回で

す︒先人が築き上げた大切

行いまず︒

１月７日

１

▲火魔完封の願いを込め一斉放水

(1月７日・文化センター多目的広場で)

橘香邨

増え続ける放火
で七件の増加となっていまで︒

大幅に減少しているのは︑六

月別出動件数では︑五月の

月別発生件数では︑十二月

月の二百二十五件が最少とな

救急出動件数は三千八十件

搬送人員は三千四十人で︑

っていまず︒︒

で︑六十一年より九十三件の

生命夕守る救急自動車の正

た︒

一月二土︿日は︑文化財

な文化財か吸世に伝えるの

︵消防本部︶

防火デーです︒文化財防火

は︑私たちの努めです︒郷

しい利用について︑市民の皆
兄の一層のご理解をお願い

デーは︑昭和二十四年一月

土の文化財をぷハ災か尋る

より九十九件も大幅に増加し

十九件︵四四％︶と︑六十一年

内容は︑急病が一千三百四

した︒

夕王回りました︒

発足して以来︑初めて三千件

増加︒二十七年に消防本部が

急病による搬送激増
″プセンターの大火災があっ

７件が放火

車両火災︵９件︶

たためです︒

十一年には東宇治地区のショ

十二月には︑何かと注意が散
漫になぴ火災を多く招いてい
るぷフです︒次いで六月の八
件︑一月の七件となっていま

火災原因は放火︵疑いむ含
む︶が二十九件︵四九％︶と

一日平均では約八・四件︑

二土︿日に奈良法隆寺金堂

ため︑一人ひと１

三時間に一回救急出動したこ

から出火し︑国宝の十二面

とに注意しましょう︒

︵消防本部︶

壁画の大半が焼失したこと

なお︑宇治市消防本部で

群

灰のこ
から︑国民的財産である文

火やたばこな芦ぷハを便幻

○文化財の付近では︑たき

ない︒

化財を火災・震災そのほか
の災害から守う７という︑

は一月二十日から二土八日

い︒

○子芦もに火遊びをさせな

文化財愛護思想の高揚を図
るために設けられました︒

ラおう︶堂や宇治上神社本

本市には︑平等院鳳凰︵ほ

殿などの国宝をはじめ︑貴

Jtaii
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★入場無料

★歴史資料館

が十一件で年間総件数の約二

文化財を火災から守ろう
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85,136人

断然トップ︒放火の物件別で

文化財防火デー
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171,802人（前月比75人増）
男

は建物が十八件︑車両が七件︑

１月26日

宇 治 琵 琶 3 3 番地

ロ

割が集中︒やはり慌ただしい

▲一瞬の内に大切な家財が灰に（昨年発生した民家火災）

電話(0774)22−3141
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火災は減少・救急増加62年火災救急統計から

歴史資料館・冬の企画

展

■IIIIIIII川川￨￨￨

茶道教室

0857︶へ︒

まで︒

・問い合わせ・：１月28日團

費・：五百円まで▼甲し込み

︷ん▼対象・：難聴者▼参加

福祉会一館▼指導・・・桑山紹子

3月から茶道・料理・生花
2月のデイ・サービス

二月のティーサービスは︑茶
道・料理・生花の三教室です︒
お申し込み・お問い合わせは︑
▼とき・・・２月３日團︑午後
１時半Ａ時▼ところ⁝総合
料理教室

▼とき・：２月６日出︑午
前９時︷Ｔ午後１時▼とこ
ろ⁝総合福祉会館▼内容・：
クリームシチュー︑サラダ︒
サンドイ″チ▼指導・：保
健予防課栄養士・保健婦▼
対象・・・視覚障害者▼参加費
・：五百円▼申し込み・問い
合わせ・・・２月２日㈹まで︒

生花教室

▼とき・：２月６日出︑午
後１時半トー時▼ところ・：
慌福祉会館▼指導・・・三好

害者▼参加費・・・六百円程度

も忘れずに加入手続きを︒

︵学生は希望加入︶−︒あなた

験申請資格が与を釘ます︒

地域忿のらかじめ明確にし

おはなし会

しょう
スポーツで体を鍛えま

このため︑住宅統計調査指

ておく必要があります︒

導員が︑総務庁統計局から指
定された調査区か巡回︒住宅
の状況などを確認して行きま

市立幼稚園

﹁こども音楽会﹂

市立幼稚園

生きと表現しています。

﹃こども展﹄

寒さの厳しい季節︒健康で

過ごすためには︑次のことを

心掛けましょう︒

○規則正しい牛活⁝過労か遊

ける︒睡眠か干分に︒

取り入れる︒

Ｏ保温に注意⁝衣服と寝具を

清潔に︒暖房中は換気と湿

度に気をつける︒血圧の高

い人は︑急に寒い所へ出な

いました︒

Ｌ示し︑ここ一年程の円相

場の急騰は︑輸出大国日本の

経済驀翠夭書Ｘ脅かし︑経

済構造の変革さ凡余儀なぐし

ていまず︒

本講座では︑最近の日本を

取趾琴ぐ経済情勢から︑円高

がもたらＬだ諸問題と︑私た

ちの日常牛活に直接かかわり

︵保健予防課︶

場合は︑早めに医師へ︒

ものか長べる︒症状の重い

栄養価が高く︑消化のよい

静︒入浴と喫煙は控える︒

ゆかぜをひいたら・：早めに安

ので︑手指もよぐ洗う︒

は手指を通じても感染する

全園児(市立)が参加

ることもあり未了ので︑ご協

造形で心の世界を生､き

○体力登洛とさない・・・栄養バ

ランスのよい食事欠自分

に適した運動盈笠昭中に

急速な円相場の変動が︑

我が国経済に深刻な影響を

誓入ています︒一年程前︒

一ドル二百四十円前後のこ

ろには︑かっての一ドル三

百六十円時代と比較して︑

海外旅汀や輸入品が安くな

るなべ円高がもたらすメ

大ホール

す︒指導員が各審菅島問す

︵企画課︶

力をお願いし康ｙ︒

自衛官募集・
二等陸・海・空主を募集し
未了︒募集期間と採用予定月
は左表のとおりです︒詳しく
は︑宇治募集事務所︵豊㈲7
139︶または市役所企画管
理部総務課︵雲⑩3141︶へ︒
︵企画管理部総務課︶

中央公民館

お知らせ

となんて・・・﹂と尽政るかも知

農業委員会では︑選挙人名

なお︑厚生年金や共済年金

ただし︑申請費用は別途に

〜31日(日)

市政概要講座
▼とき・：１月29日廊︑午前
10時〜正午▼ところ・・・広野公
民館▼テー了・﹁水道料金は

▼申し込み・・・当日︑直接会場
れませんが︑病気・事故によ

どのぷつにして決めるの？﹂

へ▼問い合わせ・・・広野公民館
る障害や死亡︑また老後の生

あり毒了︒

と年金に加入しておく必要が

活に備えるためには︑きちん

︵豊＠7450︶へ︒
︵広野公民館︶
農業委員会

簿に登載出来る人︵一月一日

二十歳になったら国民年金

現在︶を調査してい康司登載

の加入者は手続きが不要で

選挙人名簿の調製

申請書を禾提出の人は︒至急

す︒

一日現在で︑住宅統計調査

総務庁統計局では︑二月

単位区設定に協力を

住宅統計調査

︵保険年金課︶

最寄りの農協李支店︑または
農業委員会事務局へ提出して

︵農業委員会事務局︶

ください︒

20歳になつたら

十月一日に昭和六十三年

の単位区設定を行います︒

国民年金
日本は世界一の長寿国︒長

住宅統計調査が行われ康ｆｙ

生きが出来るの咳ｙぱβしい
ことですが︑人生設計奎唯か

が︑その際調査を円滑・正

起子さん︵いずれも日本レク

確に行シために︑調査槨当

に描くことが重要です︒

リエーション協会上級指導者︶

▼とき・：１月習歯︒午後
３時半ｔ４時
▼ところ・・・中央図書館集会
室︵おはなしのへや︶

かせ︑紙芝居

▼内容⁝おはなし︑読み聞

▼対象・：幼児から示学校低
学年︵入場出来るのは︑子
μ石だけ︶
▼問い台石せ・：中央図書館

入場無料

リットのみもてはやされて

する音楽仝です。多数

日本を取り巻く経済情勢(in)

千代美さん▼対象・・・視覚障

︵花代︶▼申し込み・問い合

二十歳夕迎えたばかりの若

市教育委員会が︑レクリエ

必要です︒

い人にとっては﹁遠い先のこ

ーショングームやダンス︑ソ

▼定員⁝40人︵先着順︶▼参加

︵社会福祉協議会︶

わや：２月１日剛ま刄

ングなど︑レクリエーション

合わせ・・・申込書

費・・・五千円▼申し込み・問い

︵市民体育課︶

の実技や指導理論の講習会を

会終了者には︑

午前９時〜午後４時

￣
ふ
*
︵中央図書館︶

︵容⑩1511︶へ︒

代を分析し、今後の対策を学ぶ

文化会館

円高が経済に与える影響と今後の

ご来場ください。

マル優制度廃止等、税制改正の内

容と生活防衛のあり方を問う

日金から︒

︵中央公民館︶

11︶へ︒営け付けは１月22

は直接︑中央公民館︵豊⑩14

込み・問い合わせ⁝電話次た

▼定員・：40人︵先着順︶▼申し

室▼対象・・・市内在住・在勤者

り▼ところ・・・中央公民館会議

▼日程・内容⁝右表のとお

習します︒

の深い命司・税制について学

2/19
(金)

昨今の財テクプームから低金利時

半
Ｓ
９

日本を取り巻く経済情勢(II）

午前10時〜正午

日本を取り巻く経済情勢（Ｉ）

○
にｶゝし/
゜ぜ
かの

やさしい経済学講座の日程表

ルい
付

午

為替相場の動向を探る

九
1§
ダ

時

子どもたちが、絵や

〜2月5日･12日･19日〜

１月29日(金)
寒い冬を乗り切るライフスタイル
冬の健康

(展示室・ロビー)

やさしい経済学講座

ザ分

後
７
時

2/12
(金)

開催︒地域の子ど趾邨学校︑

︵市民体育課所
定︶に必要事項

職場などでお役立てぐださい︒
▼とき・：２月17日伽︑19日

夕明記の上︑参
加費か添えて２

出︑20日出︑21日m'24日出︑

月９日固までに
市民体育課︵豊

26日面︑３月２日伽︑４日金︑
９日叫Ｈ日金︑16日叫18日
岡23E出︑25日面︵いずれも

⑩3141︶へ
直接︒

午後７時〜９時︑２月20日と

日本レクリエー

なお︑本講習

︵宿抑箆Ｔくつわ池青少年

ところ・：中央公民館実習室Ｉ

ション協会公認

21日は宿泊研修で20日午後１
時から21日午後５時まで︶▼

山の家︶▼講師・：中本健三さ
ん︑山本登志昭さん︑米谷由

自衛官募集の期間と採用予定月

１月31日(日)

ぜ予
や防
い
邨

２／５
(金)

63年１月４日
183E以上
〜3月31日 １月27日
3月下旬 25歳未満者
４月上旬
２等空士
２等海士

子

２月下旬以nの２等陸海士志願者については、
入隊は５月以降となる場合があります。

考
備

爽

２等陸士

対象
入隊
受け付け
募集種目

社会福祉協議会︵豊⑩５６５

２月17日から

１月27.28日
２月24.25日
３月下旬
男

０・５６５４︑ミニＦＡχ⑩

指導者養成講座

講師

容「

内

き

と

ト昨年７月７日に行われた料理教室

レクリエーション

(2)
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