生かそうあなたの一票を

宇治市議会議員一般選挙は四月十四日に告示され︑四月二十四日︵日︶が投票
日です︒選挙公報や演説会などで候補者の政見や人柄をよくみて︑あなたの一

る﹁宇治・桃山テレビジョン
中継局﹂︵菟逗中山︶は︑こ
のほ芦王地所有者の協力が得
られ完成︒
これまで︑電波が届かなか
った匯鮮明な映像が得られな
かった明星町をはじ忍遜︑
五ヶ庄地域でも︑四月からは

棄権はやめましょう（不在者投票のもよう）

● 紅 月 1 日 ・ Ｉ Ｉ 日 ■ 21日兄行

第626号

山集会所︑岩田書店︵御園

会堂︑北木幡集会所︑御蔵

︹六地蔵・木幡︺六地蔵公

東笠取簡易郵便局

︹志津川・笠取︺喜撰会館︑

明星集会所

︹極島町︺横島公民分館︑

人憩いの家

︹神明︺城南荘集会所︑老

館︑西宇治消防分署︑名木

砂田集会所︑伊勢田公民分

︹伊勢田町︺西小倉保育所︑

東39︶︑大和田公会堂︑西

所受付︑若宮集会所︑新半

法隣保館︑市分ぼに︑市役

市民会館︑観光案内所︑善

︹小倉町︺小倉公民館︑う

三軒家公民分館

民分館︑紫ヶ丘公民分館︑

︹大久保町︺西大久保集会

広野集会所︑緑ヶ原集心一所

︹広野町︺広野公民分館︑

館︑南陵集会所

︹開町・南陵町︺開公民分

集会所

東目川公民分館︑西目川公
20︶︑木幡公民館︑木幡保
育所︑南山男屏︑南木幡
集心一所

岡屋会館︑黄槃公園事務所︑

︹五ヶ庄︺黄栞薬局︵芝ノ

山崎幸一さん宅︵福角26︶

選挙公報のある場所

︹宇治︺川東集会所︑宇治

ｔ・ＩＩ一一一一一一・一・を一一Ｉ・一9ａ一一一・・・・ＩＩ

一・

♂゜・・゛｀●゜゜●

投票できる人

んが子供だちとの対話を通じ

めに︑家庭の中で特にお母さ

・歩道や路側帯のある道路で

たりして歩かないこと

は︑必ず歩道や路側帯を通

に胸ふくらませ喜び一杯のス

ること

・道路か横断する交汪近ぐ

すること

の歩道橋や横断歩道か莉用

るときは︑横断場所で必ず

・横断歩道夕莉用して横断す

一旦止まひ左右牽よぐ確認

青であることか確認し︑左

渡るＺチる方向の信号が

・信号機のある交差点でば︑

っすぐ︑さっさと渡ること

がないこと少確かめて︑ま

過ぎるの金冠︑車の接近

右牽よぐ確認し︑車が通り

ろでは︑必ず一日正まり左

・近ぐに横断施設がないとこ

渡ること

とをよぐ確かめてさっさと

し︑車が近．ついてこないこ

子供たちを守ろう

・道路を歩くときは︑ふざけ

注意し指導しましょう︒

けさせるために︑次のことに

れる習慣を子供たちの身につ

正しく安全な交通行動がと

のです︒

的返し行っていただ参たいも

交通安全の具体的な指導ｔ繰

新入
学期

交通事故から子供か寺るた

険性も増し康ｙ︒

このため︑交通事故に遭ラ危

遊び出す時期でもあります︒

範囲も広くなり屋外で心気に

は︑慣れない道を歩き︑行動

しかし︑子供たちにとって

タートです︒

春・：新入学︵園︶児らは希望

右の車が止まったこと︑及び右左折車がないことかよぐ確かめてから横断歩

最も多い〝とび出し〟事故

子供は︑安全に対する注意力や判断力がまだ十分に発達していません︒その

︹菟道・明星町︺菟道公民
白集会所
さぎ堂︵酉開88︶︑西山集
所投
︑票
大用
久紙
保に
幼は
稚︑
園選
︑挙
同公
胞報
保や昼研内にあります氏名掲示などで侯補者の氏名
宇治市議会議員の選挙公報は四月二十日の朝日︑毎日︑読売︑サンケイ︑日本経済︑京都の各朝刊に折り込んでお届けずる予定です︒また新聞
投
票
し
て
ぃ
た
だ
ぐ
投
票
所
は
お
手
元
に
お
届
け
し
ま
す
投
票
整
理
券
の
表
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
︑
お
確
か
め
ぐ
だ
さ
い
︒
分館︑三室戸薬局︵丸山37︶︑
︹白川︺白川集会所
会所︑．蓮池中集会所︑西小
育投
園票の注意点
選挙公報
投票所
不
在
者
投
票
で
き
る
期
間
は
︑
土
・
日
曜
日
を
問
わ
ず
四
月
十
四
日
か
ら
四
月
二
十
三
昭和三十八年四月二十五日以前に生まれた人で︑昭和五十八年一月十二日以前に転入届をされた人です︒住民基本台帳に記載され出
て張
いや
な入
か院
っ予
た定
りな
︑ど
宇で
治︑
市投
外票
へ日
転に
出投
さ票
れで
たき
人な
は
い
信
人
号
の
き
た
な
め
い
に
こ
不
と
在
に
者
な
促
り
爾
ま
度
す
が
︒
あ
な
り
お
ま
︑
す
三
︒
月
7
一
か
Ｉ
し
口
︑
以
こ
後
の
に
制
宇
度
治
は
あ
ぐ
ま
で
例
市内間で住所を変更し転居届をされた人は︑
前
住
所
地
の
投
票
所
で
投
票
し
て
い
た
だ
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
を
お
取
り
で
な
い
世
帯
に
は
直
接
郵
送
し
ま
す
︒
も
し
届
か
な
い
場合は︑右表のところへ取りに
で行
ぐか
だれ
さる
いか
︒︑選挙管理委員会までご連絡ください︒
不在者投票

票を生かしましよう︒投票時間は午前七時から午後六時までです︒ただし︑笠

解消を図るため︑設置客于
めていましたｕＨＦａ波によ

家庭で話し合おう
正しい交通行動

取小・笠取第二小の17・18投票所は午後五時までとなっています︒

4月から東宇治の難視聴解消へ

宇治市議会議員選挙

菟道にテレビ中継所︵ＵＨＦ︶

ＮＨＫ京都放送局と近畿放
送がテレビジョンの難視聴の

地九のニュースや︑地域Ａ＞ａ
■Ｐ！わりの深いローカル番組を
見ていただけるぷつになりま
した︒
ＵＨＦでご覧になる場合︑
ＮＨＫ総合テレビは29ｄ︑Ｋ
ＢＳ京都テレビは27咄に合わ
せるとともに︑ＵＨＦアンテ
ナを明星山の方に向けてくだ
さい︒共同受信アンテナの場
合は︑新たにＵＨＦアンテナ
を立ててぐださい︒

179

投票日は4月24日
四月からＵＨＦテレビが映
りホチー︒

宇治・桃山テレビジョン中継局（莵道中山）

ｓａ＠3141㈹

宇 祐 市 字 治 琵 琶＾番地

昭和5 8年
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4／ｌｌ
思いや杜で高めｉ：う・／絲謳に

やＢが含書れており︑毛細
ペクチンの働きによって︑

モンの十五倍も含次れてい

ンジジュースは︑宰高で保

十八屎から三十九度で保存

ぢ︑虫下しに効果のある成

するとビタミンＣは七ヵ月

存するとビタミンＣの安定

作用︑肉を食べた後のパイ

性がよいぷフです︒摂氏三

ナ″プルやパパイヤの消化

で半減し示ｙ︒

るので︑最高の疲労回復剤︒

カリウムは体内にある必要

効果︑唇んかんの風邪防止

急性腸カタルや便秘には生

以上のナトリウムと結合し

なμ石ありまず︒

血管夕涌一くし風邪のよ．ｒ＼Ｍ

体外に排出するので︑塩分

分が含まれています︒次だ

が不足しがちな冬には︑貴

ります︒とくにビタミンＣ

の取り過ぎによる高血圧の

ー
消費者コーナ
重な食品です︒皮の乾燥さ

そのほかＩスイカの利尿

せたものか陳皮︵ちんぴ︶

で食べると特効があり未了︒

多く体″ぽでなく︑目︵視

感染性疾患の治療効果があ

力︶にりよいのです︒カリ

葉は便所のラじ虫退治に︑

石酸などの有機酸を含んで

カキーカロチンが非常に

います︒これら有機酸は︑

果肉は便秘薬に︒

消費牛活モニター研究の

予防になり未了︒

胸のひかつき︑口臭消しに

ジュース

溶出という問題があり毒了︒
健康上有害なほど溶け出す

果物をジュースとして飲

が高いと多ぐ溶出し津ｙ︒

ことは次れぶふ︒経過日

い未了︒梅肉エキスは殺菌

む場合の効果も調べてみま

数とともに増え︑吏価高

力があり未了︒梅干しの黒

きりに︑一度開缶すると︑
スズの溶出は急速に進むこ
とは周知のとおり︒
まとめ

果物牽食べてい未ｙ︒食事

私たちは︑毎日のぷつに

の中に位置づけてもよいで

し︑食塩素直加えると残

Ｃがかなり壊れ乖ｙ︒しか

ｍによる酸化でビタミン

のままミキサーに入れると・

ミキサーで作る場合︒そ

した︒

になります︒クェン酸がレ

焼きは熱を下げ︑首毘め

とくに整腸作用にすぐれて

缶ジュースでは︑スズの

最後は︑Ｄ・Ｅグループの
と呼び︑蓄足め︑酒酔い︑

にもよいとのこと︒また︑
有効︒

栄養に富む

ウムも含奔れており腎臓病

くだものの効用

葉にはビタミンＣが多く︑

自然の恵みを生かそう
謝か助けて気分をさわやか

風邪の解熱︑消炎︑動脈硬

梅−カラギン酸を含み︑

体内に吸収されると体の代

◇

共同研究のまとのです︒

食欲の秋︒夏の暑さで衰
えた体力を回復させるため
自然はおいしい果物をたぐ
さん用意し康ｙ︒そこで︑
果物には芦んな効用がある

にし︑暇れをとる作用敬も

のか調べてみました︒

っていまず︒

果物の成分︑薬効・効用︑
市販ジュースについて主に

存率が高くなり未丁︒〇・

し■4う︒食牛活の中で︑果

五％程度の食塩を加えると

物の効用を知り︑最大限に

を刺激してぜん動運動を助

ジュースの甘みも増してお

ける働きがあ口便通牽よく
し未ｙ︒果糖が多いので︑

利用1尻ばよいと思いま

化にょいのでカキ茶にされ

ピワー葉は︑神経痛︑リ
利尿効果かおりまず︒

す︒︵商工観光課︶

いＬＩなることがわかりま

てい毒了︒

ナシー石細胞が多く︑腸

書籍牽甲心に調査にました︒
イチジクーたんぱぐ分解

肉類の消化か助ける一方︑
ユーマチ︑胃腸病︑皮膚に

酵素︵フィチン︶を含み︑

胃腸病などにも効果がある

缶ジュースの場合︒オレ

した︒

調査・学習などの取り組みに

にモニターの皆さんには学習

でいただきます︒調査の時に

に取口組んで地域での消費者

活問題の実態を正にＩとらえ

は︑日常の買物などで感じた

リーダー的な役割奎果だして

ご協力をお願いし示ｙ︒きり

意見や要望︑苦情︑疑問など︑

もらい︑消費者の自幸酌活動

は︑市民の皆 兄もご理解と

そのたびに市へ︒モニター通

かすすめていただぐこともめ

て行政をｙすめるためのもの

戸夕遥つていただ曝柔ｙ︒

でｙ︒消費者生活モニターに

またアンケート調査や価格調

⑥

ちらに慰されています︒たと
えばむ慰ではヽ﹁ぬのな﹂と
いう溶犯があります︒この犯

た認があったのでしょう︒
＼﹈ｍにせよヽ泡恥に也よ離

おそらく

のです・また︑や古呼肌ｍの

その和でガを即徽させましべ

の洽欧をたたいて和をわかしヽ

に和がないためヽつえで恋廓

おなか瑕であることには令も

すがヽ二心のだにとってヽか

ポンプでくみむげられていま

でしょうｌ今ではヽペッ知は

朋を猷えるために骸られたも

︒︵歴史資料室︶

むかしもかわりありません︒

がありますが︑この知芦にも

がぷに﹁叙知戸﹂という知戸

その肺が﹁ぬのね﹂だという

を1れて伍慧していたとき︑い扇にあり︑和がぶしかった
この心に和てガが堀知で倣れと叙われますじ﹄れらのぽ諾
和を御しがりましたがヽぶくは︑かのが？

︑むかしはこれと似

残されていませんＪ︑

ペツ知にはこのよう

にはおのような僚諮がありま
大あるとき︑弘おが臨がが

妁ツ

こに知声を骸ったということ
です︒

くさんないにもかからわずか
を鬘えられました︒そこでｓ
おが臨がそのお袱としてヽこ

聡めたところ︑ががあまりた

そこの製の心は︑その拒なり
があまりにＭいので誂えませ
んでしたＩところがヽ弥おが
諏が距影へ示ったときヽ和を

き︑のどがかわいたのでぶく
のほかに加をれめたところヽ

おのようなお認があります︒
弧おだ臨がｍＵを諧ねたと

ふるさとむかし話

あります︒このお
の和ともいわ
にぶｒした儒で

から擲かったと
偏えられ︑折からどんな

とい知汚

れ︑

ある

郷りが紺いてもかれるこ

ｔｎ−14＜ＭＳＩあちらこ

ないとい
い
わ
わ
れ
れ
て
て
い
い
ま
ま
す
す
︒
︒
から廓かった知戸

ｊ〃謳

薬効のある

果物はアルカリ性食品で

消費者の意向や考えを市に
反映していただぐ役割を担う

ター二十五人が決まりました︒

今年度の宏吊消費忠一−モニ

市では昭和四十八年度から
この消費牟活モニター制度を
スタートさせ︑今年で十一年

の
とに言ヽヽ
伝Σ弘ｉ
が日9い
謔 法−ｉ
は大5
｀師Ｌ

弘法の水

㎜・−■
−・−−■−■
・皿−−・

くだものも
・Ｗ・・

消費生活モニター決まる

ｅ

リンゴーペクチンとカリ
ウムが多く含次れてい未丁︒

ーli家庭
用品

1

かんきつ類ＩピタミンＣ

に利用していたがけるぶコに

スポーツ
レジャー用品

1

ょいと言われてい未ず一︒

準備客手めています︒ご家

自転車

1

そうです︒果実や葉奎傷つ

会が増えた②実施期間中︑登

庭で欠二度︑不用品を点検

ベビー・
子供用品。

自

けると出てぐる白い乳液は

録登以筥したので紹介対象

してｙださい︒

今年度もより多くの皆さん

いる不用品を無駄なぐ再利用

が多くなったほか︑社会状況

期に分げたことで利用ｆｙる機

していただぐために︑︒﹁不用

を反映して省察串節約の心

市では︑家庭に放置されて

品情報センター﹂か設けてい

︵商工観光課︶

ますが︑このほど昨年度の利

えられます︒

構えが浸透してきたためと考

昨年度は︑五十七里︿月一

提供

用状況がまとまりまレた︒

日から八月三十一日までの前
期と十二月一日から五十八年

楽器

二月二十八日までの後期に分

石油
ガス器其

・・・・・・・・

目︒消費者である市民の意見

徳田こう 伊勢田町大谷37−8
44−9094
岡本やよい 伊勢田町中の田37−125 43−4909
青木正代 伊勢田町名木1丁目1−2404 3−6929

ざしていま丁︒︵商工観光課︶

22−3015
20−0204

査などの各種調査に取り組ん

谷知佐子
下岡正子

けて︑三カ鼠ら開設しまし

Ｔ゛゛

や要望︑苦情な芦から消費生

池田由紀子
32−4623
鈴木和子 五ヶ庄西Ｉ1ほ22−21
32−3876
三狭間薫 五ヶ庄野添77−3Ｃ−306 32−3893

た︒登録の総件数は三百七十

曲
木帳熊小路38・ニ宇治川マンシ ・ ン Ｓ 2 0 1 0

七件︑提供が百六十三件︒成

家具

Ｉ

木幡西中33ユ二宇治川マンシ． ン 4 − Ｓ 4 〕 7

・八件やそのうち希望が二百十

」9

学習用品

な
イ姦ご
諮尾おはの

1

昭和58年度消費生活モニター

立したのは四ナて組でした︒
昨年に比べると登録は百二十
五件増加し︑成立は二倍舎｀
えました︒

22−5847
23−0590

小倉町蓮池146−31
小倉町蓮池145−15

登録や成立のもっとも多か
っち胃は︑ベビー・子供用

神明宮北ｌ9−29
長ｌｉ順子 南陵町2丁目1−132
石井君子
下畑真ａ

品で︑次いで家具︑電気製品

電気製品

希望

堀之内真紀子

広野町小根尾ｉ38−102 23−5887
広野町小根尾ｉ38−200 23−5124
広野町尖山2−174
43−2522
森下昭子

22−6934
22−8653
24−1389
渡辺孝子 宇治大谷29−37
ｉｔ藤洋子 琵琶台2丁目4−20

23−2814
23−0847

斉藤順子
阿部真奈美 宇治山田17
川口弘子 宇治下居7

31−8847
23−3333

五ヶ庄福角50−35
菟遣森本10−70
明星町2丁目2−38
島本淑子
山本朱実

です︵グラフ︶︒個々の品物で

706050403020100〈品目〉01020304050（件）

−

32−5939
32−3272
木幡北畠ｌＯ−2

田川和子
清水佳子

電話番号
注所
氏名

は今回も自転車の希望が多く︑

カーは希望︑提供ともに多数

57年度不用品情報センターの登録と成立件数
（斜線部分が成立数）
（件）

ついでベビーベッド︒ベビー

登録件数や成立件数が増加

でした︒

した理由は︑①実施期間を二

ｌｌ地22−301
山田美智子 人久保Ｍｒｊｌ．掠5Ｏ−ｌ府営 内 大 久 休44−9164
川地9−404
杉本世津子 人久保・ＩＩｌ．椋76−ｌ府営 西 人 久 似44−3743
三木靖子 大久保町大竹46−10
44−7625

モニター研究
Ｄ・Ｅグループ
5

その他

す︒多くのものは︑主とし

57年度不用品情報センターのまとめ

てクェン酸︑リンゴ酸︑酒

ベビー・子供用品が登録多数
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︶

五十八年度では︑五ヶ庄福された＊体障害者向け︵車い

福角市営住宅を建て替え

車いすOK入居者募集︵1戸

市では︑住宅に困っている

現在︑十二団地四百六十二戸

六月ごろに着工︑来年三月に宮東市営住宅に建設されてお

ることになりました︒工事はいす住宅は五土︿年度に神明

三階建て三土ハ戸に建て替えり︑入居者夕募集します︒車

角の市営住宅二十五戸か妖筋す住宅︶か建設することにな

の市営住宅が市民の皆さんに

完成の予定で工費は約四億四り︑今後も積極的に取り組む

市民を対象に市営住宅を設置︒

利用言れていますが痛みが激

今回︑建て替え車血ヶ庄▼住宅所在地・・・五ヶ庄福角

がすすんでいます︒このため︑

福角の市営住宅では︑車いす団地▼募集戸数⁝第二種住宅︑

しぐ︑特に木造住宅は老朽化

五十五年度から干力年計画で

百万円か計上してい未了︒ことにしています︒

建て替えることとし︑取り組
で牛活できるぷつに特別設計一戸▼資格・・・①現在同居して

お知らせ

び生活保護世帯の水道料金の

市では︑低所得者世帯およ

狂犬病は︑一度発病すると
助かる見込みがなく︑犬の予
防注射奮似底することだけが
これ夕防ぐ唯一の方法です︒
そこで︑春季狂犬病予防注
射を下表の日程で実施し栗す︒
生後三ヵ月以上の犬か飼って
いる人は︑必ず受けてぐださ
い︒
料金は登録料︵犬は毎握Ｅ
録しなければなりません︶が
二千百円︑注射雲殺千四百
四十円︑注射済票三百六十円︑

︵保健衛生課︶

合計三千九百円です︒

者用認定申請書に五十七年中

した︒該当する人は︑低所得

も開きます︒

栽・山野草の吼え替え講習心一

ください︒また︑お茶席や盆

木幡公民館︒

▼催し内容・：左表▼会場・：

の所得を証明する書類︵源泉
徴収票や各年金受給証書︑ま
たは民生委員が証明する無職
無収入証明など︶か添えて提
出してぐださい︒なお︑生活
保護世帯の人は福祉事務所を
通じて申請してぐださい︒申
請書は水道料金係にあります︒

︵木幡公民館︶

・太陽が丘陸上競技場▼参加

8時半から受け付け▼ところ

料・・・高校生＝三百円︑一般＝
五百円︑小中学生＝二百円︑
リレー三一百円︵Ｉチーム︶
▼種目・・・︿1部﹀小学生男女＝

100Ｍ・800Ｍ・400Ｍ継︑中学生
男子＝川Ｍ・掴Ｍ・800Ｍ・3
千Ｍ・走抄幅跳び・走り高跳

100Ｍ・800Ｍ・走り幅跳

び・砲丸投・800Ｍ継︑中学生
女子＝
び・走り高跳び︑砲丸投・

・400Ｍ・800Ｍ・千500Ｍ・5千

Ｍ継︑高校・一般男子＝

400
100Ｍ

植え0え講習会
盆救

いるか︑同居いぶＺする親

人いること⑤入居者または同

負担軽減を図るため︑低所得

大きな意怒七っています︒

第2回宇治市陸上

山野草・園芸績物
ＩＯ≫Ｊ半−12時
4川17日（日）
13時〜15≫．！ｆ
▼と章・・・5月5日呪︑午前

競技春季大会

10≫．Ｖ〜16時
4）117日川

族があること︵内縁関係や婚

低所得者用

居し︑もしぐは同居に友うと

者用水道料金制度か設けてい

水道料金の受付

する親族に︑日常車いすで生

未了︒

市では︑昨年八月に準備推進

︵水道部︶

盆栽・山野草・園芸植物屁

約者も含む︶②現在市内に住
んでいて︑住宅に困っている
こと③定められた基準内の収
入であること︵月額八万七千

活する必要のある人▼申し込

円以下︶④市内に保証人が二

み⁝4月ｐ一日か13日に営繕課
まで︒申し込み用紙は営繕課

このほニ五十八年度の適

た︒設置された啓発塔は︑幅

にあります︒︵営繕課︶

九〇ｔ︑高堂ハμの四角形で︒

本部を設置し︑京都国体の成

Ｍ・走抄幅跳び・走り高跳び

体育課まで▼その他⁝講習を

添えて4月27日團までに市民

丸投・400Ｍ継︑︿2部﹀高校・

定されます︒︵市民体育課︶

の体力テスト判定員として認

工業調査ポスター

登録者以外▼申し込み⁝はが

工業統計調査の官伝用ポスタ

通商産業省では︑五十八年

募集

きに住所・氏名・年齢・出場

応募期限は六月三十日まで

ーを募集しています︒

私の台所

④

軟かく︑うま味が増すの

は寒さが厳しぐなる冬場だ

ばれる周年栽培ものが中心︒

が︑宇治市では細ネギと呼

収穫期から逆算して種ｍｉ

われた事も多かったようだ︒

食用だけでなく薬代りに使

春もたけなわ︒精が強く︑

ネギ坊主が立ち始めると

荷しているが大半はスーパ

間︑約邸十五ノ衆ｙ都に出

戸︑二・四おに作付け︒年

をうまく生かして︑現在八

工生産︒都市近郊の地の利

の高等技術を駆使しての人

く時期か灰め︑ハウスなど

貝原益軒の大和本草には﹁

宇治の特産

頓死︵とんし︶したる人にネ

ーとの契約栽培︒

体夕暖める効能が

に害はないが︑身

化アリルという成分で︑特

ネギ類の特有な臭いは硫

ギの茎を男は左︑女は右の

鼻に七︑八寸刺し六れよ︒

血出でよみがえる﹂とある︒

あり︑昔から﹁ネ

原産は中国西部︒

ユリ科の多年性︒

関東以北に適する加賀︑

︵かも︶ネギ﹂とも︒

卦ざろは言い短めて﹁鴨

か背負ってぐる﹂と言ラが

なものを﹁鴨︵かも︶がネギ

おあつらえ向きに好都合

左党が喜ぶ逸品だ︒

おでんねたの﹁ネギマ﹂は

日本料理には欠かせぬ素材︒

和え物︑薬味と万能選手で︑

すき焼︑鍋物︑

ビタミン剤に︒

く︑冬場の貴重な

ンＡヽ印Ｃも多

つばもの︒ビタミ

ちよっと眉︵まゆ︶

る﹂というのは︑

べると頭がよくな

﹁ネギの白根牽食

とる植物の代表︒

酒﹂と言って暖を

ギ雑炊︑ショウガ

別名根深︵ねぷか︶︑

二文字︵ひとも

市場では威勢よく

じ︶″と言う︒似て

いるが︑わけぎ︑

あさつきと呼ばれ

ているものは別種︒

起源をさかのぽ

ると秦の始皇帝の

頃には既に栽培︒

わが国に伝来した

贈られます︒なお︑ポスター

東京原産の千住︑近畿以西

のは平安時代︒現

は大きさや色数などが決め

の九条ネギの三系統がある︒

で︑入選者には賞状と賞金が
三番割︶か宇治市陸上競技協

られていますので︑くわしい

のよい所が適地︒

良い物は出来ず︑要は排水

汁植物なので水気がないと

した所は厳禁︒か只ん多

には強いが日陰のじめじの

いわれるほ芦陽性で︑乾燥

性状は︑人影でも嫌うと

在︑栽培品種には

会︵広野町尖山2ｊ223長棟秀

ことは企画課までお問い＜Ｉ1Ｑ

吊民体育課︶

せてぐださい︒︵企画課︶

国民健康保険証

の切り替え

国民健康保険証の切的岳え

は︑保険による医原の給付を

有効期限が切れた保険証で

は済みましたか︒

受けることがで笙安ん︒四

︵保険年金課︶

︵秘書課︶

︵Ｓ㈲7139︶まで︒

▼連絡先・・・宇治募集事務所

自衛官募集

険年金課までお越しください︒

古い保険証と印鑑を持って保

えをされていない人は早急に

になっていまゐで︑切肛替

月からは新しい黄緑の保険証

定員・・・母と子20組40人▼申し

五十円▼申し込み・：参加料を

定員⁝35人▼参加料・・・千七百

は今後指導者にならひ？ハ▼

ツ・体育における指導者また

二小学校▼対象⁝各種スポー

9時半から▼ところ・・・菟道第

▼とき・：4月29日﹃午前

養成講習会

体力テスト判定員

︵市民体育課︶

込み・・・市民体育課ま刄

ろ・・・菟道第二小学校▼対象と

▼とき・・・4月23日出︑24日
Ｓ
30日出︑5月7日出︑い
ずれも午後3時〜6時▼とこ

バレーボール大会

親子

之さん方︶まで︒

に助宇治市体育協会︵五ヶ庄

号を記入し︑4月20日伽まで

種目・学校︵所属︶名・電話番

よび陸協登録者︑2部＝陸協

加資格⁝1部1小・中学生お

校・一般女子−100Ｍ・800Ｍ▼参

一般男子＝川Ｍ・5千Ｍ︑高

般女子Ｌ
修了し︑筆記テストに合格し
100Ｍ・伽Ｍ・800Ｍ・
走ひ幅跳び︑走り高跳び︑砲
た人は︑助日本体育協会公認

・砲丸投・400Ｍ継︑高校こ

9：30−11：30
広野集会所（大久保小前）
4月18日叩13：15〜Ｈ：00
旦椋公会堂
14：20−15：20
小介山際集会所
9：30〜10：30
東木幡集会所
19日
10：50〜11：30
北木幡集会所
（火）
13：15〜15：00
御蔵山集会所
9：30〜10：00
広野公民分館
20日
10：20〜11：40
南陵集会所
（水
13：15〜15：00
小介公民館
9：30〜11：30
城南荘集会所
21日（村
13：15〜14：55
開公民分館
9：30〜10：00
志津川元公会堂（消防器具庫）
10：20〜11：00
横島農協前
22日
11：3〜11：40
東目川公民分館
哨 13：15〜14：15
柴ヶ丘公民分館
14：35〜15：10
砂田集会所
9：30〜10：20
緑ヶ原集会所
25日ｏｎ
10：40〜11：30
伊勢田北集会所
13：15〜15：30
西小倉集会所
9：30〜11：30
木幡公民分ｉｔ（木幡神社内）
26日
13：15〜13：45
南木幡集会所
（■≪
14：00〜14：50
南部福角集会所
9：30〜10：30
気適公民分館
27日
10：45〜ｎ：30
明星集会所
（水）
13：15〜Ｍ：55
東宇治中学校
9：20〜9：40
善法集会所
28日 9：50〜10：05
自川公民分館
（ね 10：30〜11：30
大久保農協前
13：15〜Ｉ6：00
不治保健所
5月6日吻 10：00〜16：00
炭山，笠取，ニノ尾，池ノ尾

ぉ茶席（一席200円）4月17日（日）10時〜15時

会場
時間
実施月日
10時〜17時
4月16日巾

4月18日から各地で実施

用基準を表のよつに改定しま

﹁みんなの手で成功させぶコ

京都国体夕成功させるため

功に向けて螢翠ずすめてい
ます︒

に︑市民の皆会防ご理解と
ご協力をお願いしぶヂ︒

▼とき・：4月17日㈲︑午前
10時〜正午▼ところ・：横島小
学校▼内容・・・ゲートボール︑
健康体操︒︵市民体育課︶
第2回
春の盆栽・山野草展
日頃丹誠こめてＥ＾ａ．れた盆
栽や︑かわいい花をつけた山

冬場のビタミン剤
ネギ

狂犬病予防注射日程表

時川
月日
催し物

み牽すすめてきました︒

36戸の中高層住宅に

国鉄宇治駅前ひろばに

春の狂犬病予防注射

63年京都国体﹂と書かれてい
るほか︑三競技のシルエ″ト
が入っています︒︒
京都国体の果たす役割は︑
宇治市民総スポーツの振興に

ＶｌこＳｏｉる頂7

スポーツ教室

円
円
円
円
円

63京都国体まであと五年︒
宇治市では︑水泳︑サ″力1︑
ソフトポールの三競技が開催
されます︒
そこで︑京都国体夕広く市
民の皆さんに知っていただこ
シと︑このほど国鉄宇治駅前
ひろばに啓発塔蛮饉しまし

水道料金低所得者用基準額表
高齢者

5人以上

世帯構成

野草・閲芸値物かぜひご観賞

収穫されたネギは整理されて市民
の台所へ（横島町で）

8 5 6 ， 8 0 0 Ｌ ｉ ａ 刄 ｄｉ
ｉ． 3 ｏ ｏ ． 籾 325，100

所得額
（年額）6 1 4 ． 6 1 5

ｎ人を超えるｌＭ

4人
2人 3人
ｌ人
人貝

住みよい生活環境へ（写真は現在の
市営住宅）
国鉄宇治駅前ひろぱに設置された啓発塔︵三月三十一日︶

181

啓発塔を設置
63京都国体
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一

団体などの利用は︑一週間

▽団体の利用

前までに︑﹁使用許可申請書﹂
か提出︵印鑑が必要︶し︑許
可を受けてぐださい︒

午前九時から午後五時︒た

︿開館時間﹀

だし︑入浴は午竺時から三
時までです︒

毎週月・木曜日︑国民の祝

︿休館日﹀

日から一月四日︶︒

日︑年末年始︵十二月二十七

︿利用の注意﹀

日常生活訓練室では︑ほとんど毎日︑両下肢に障客を持つ女性が訓練機器を使って機能回復訓練にはげんでおられます︒
Ａ機能回復訓練にはげむ

3階老人福祉センターの一部と福祉センター

生 生活相談 毎週水・土曜日9：00〜16：00
生活相談室
活 高年齢者職業相談
生活相談室
毎週火・金曜日9：00〜16：00

市民のみなさんの期待をうけてオープンしました総合
わしい各種の事業が︑各センターごとに計画されはじめ

福祉会館は試行期間も終わり︑福祉の拠点となるのにふさ

﹁利用証﹂が必要です︒ま

▽個人の利用

︿利用の方法﹀

る人︒

社会福祉団体に加入してい

ＩＩＩｓ1111ａｌＩ−11111111ｔ111111

ています︒会館の利用の方法や各センターの主な事業を
紹介しますので︑ぜひご利用ください︒

市内に居住する身体障害者

地域福祉の拠点に
去る一月十九日に開館した
だお持ちでない人は︑受付で

会館の設備︑備品は大切に

およびこれに準じる人︒

使い︑整理整とん聚心がけて

曼福祉会館は︑試行期間も

ください︒アルコールは禁止

申請︵印鑑が必要︶してぐだ
さい︒﹁利用証﹂は必ず受付

▽老人福祉センター

に出してぐださい︒お帰りの

されています︒

市内に居住する六十歳以上
の人︒
時にお返しし毒ｙ︒

1階身体障害者福祉センター

2階老人福祉センター

▽福祉センター

終わり︑各種の事業を開始し

この会館は︑4体障害者福

乖ｙ︒

祉センター︑参入福祉センタ
ー︑福祉センターからなる複
合施設で︑地域福祉︑在宅
福祉︑コミニテ″ケアの拠点

いただぐため︑各種の相談や

健康増進︑教養の向上︑レク

リ干︱ションを行 7場になっ

的機能差持ち︑テープ録音や

ボランティア活動のセンタ ︲︲

また︑ボランテＶア室は︑

つで楽しぐ遊びながら訓練の

います︒また︑老人が体ｍ

回復の運動などの助言忿行

生活に必要な初歩的機能維持

機能回復訓練室では︑健康

でいます︒

点字図書の作成も行汽るぷフ

ていまず︒

各センターの案内

身体障害者

福祉センター

｜ｙ

ヨン

Ｉ

「あさぎ

一方︑生活や健康などの相

できる健康機器を備えます︒

談事業︑考人の教養向上やレ

になっていまず︒

今後︑このセンタふ胞っ

教養

ます。

ら午後四時までです︒

祝日を除く平日の午前十時か

けでいます︒相談は︑土・日︑

家庭︑学校︑地域の相談夕受

拒否などの子分蚤取りまく

子どもの成長︑育で方︑登校

また︑家庭児童相談室では︑

があります︒

ただける料理講習室や会議室

福祉関係団体に利用しでい

福祉センター

になっでいます︒

まず︒申し込みは一階事務室

年寄りの参加をお待ちしでい

されでいますので︑多くのお

教養︑交流︑生既炉いの場に

されでいます︒活動を通じで︑

のサークルが生次れ︑活動を

今︑このセンターでは各種

も行います︒

いでの調査︑研究などの事業

営についでの援助や老人につ

このほか︑老人クラブへの運

会・文化活動︑ボランテ″ア

お知らせします。

となるためのものです︒お年

に乗っで琵琶台口。で下車願い

クリエーションのための教養

休館ｕは、川・木雌日、祝日と年末年始です。−

障害者の機能回復訓練や社

京阪宇治交通バス、京阪バスを

て︑点字や手話などの講習会

決まり次第、市政だよりで

会なリーディングボラ
ど ンティア笑成丿座

寄りや身体に障害のある人︑

ご利用の場合、「太陽が丘行き」

活動の中心となるセンターで

点字教室

婦人︑子芦七たちの福祉の向

〈交通機関〉

講座など石予定しでいます︒

老人

福祉センター

講習手話教室

上なべすべての人が参加で

＊Ｉ＊丿り公

を開催していく予定になって

す︒

民ｉｉサークル

きる福祉社会の確立を目Ｊ子

―
休館uは、川・木雌日、祝日とキ末年始です。

います︒

作業工作室では︑陶芸窯を

毎ａｔ曜日

舞踊サークル

ものです︒

備え︑土ひねりをしながら手

先の機能回復訓練舎忖うこと

ができます︒日常牛活訓練室

には︑各種の機能回復訓練機

器か備え︑利用していただけ

集会室
舞踊サークル毎週火曜日
「， 文1？」 12：00〜16：00

このセンターは︑長年にわ

哨ｌＩＩ−ｌ好会≪踊≫．

10：00−14：00
集会室

るぷつになっています︒図書

集会室
毎月第2金曜日 14：00〜16：30

たり︑社会に貢献された老人

リ工
和室（205．206号）
謡曲サークル毎月第ｌ．3水曜日
13：00〜16：00
「．ｉ曲ｉｔｆ乱

室には︑福祉関係の書籍や点

12：00〜16：00
集会室
毎月第2．4水曜日
「琵琶民謡ｔ−」．

に健康で明るい生活を送って

レク民謡サークル

字図書︑テープ図書がそろっ

Ｉ会」

利用証は

カナタイブ指導？？

周辺の略図

10：00−12：00
集会室

俳画サークル
毎週■ｋ曜日
Ｉ洛南俳向クラブ」

ａ22−0600へ

総合福祉会館のお問い合わせは
機能回復訓練室
老人健康体操毎月第3金曜日ｌｏ：00−12：00

お持ちですか

栄養相談室

総合福祉会館はみなさんの

健康相談室

・未定

ものです︒μごとしご利用く

未定

健 栄養相談

ださい︒

保 健康相談

︿利用の対象﹀

主な事業日程

−儀儀儀響・−−一儀儀個個一番響響■−儀儀Ｉ

▽身体障害者福祉センター

［―票警Ｅｌ−コ

Ｄ
児は
の各こ
でて
相
育さ児
Ｂいい湯だなあお風呂はお年寄りのいこいの場︒でも入りすぎには注憲してくださいね︒入浴できる時間は午後一時から一二時まで︑タオルと
石育
けん
自と
持っ
き談
てが
くだ
いや
︒子どものことばのおくれなどで悩んでいる人は気軽に家庭児童相談室におこしください︒

Ｃさあ踊りましょう舞踊サークルは毎週火・金曜日に練習します︒体を勣かすことは︑若さを保つ秘けっです︒

ｆｆ．七ｉ岫ＫＳ，．

剛ヽ

和室（205．206号）
毎月第1土曜日 12：00〜16：00
俳句サークル

室名
時間
開催日
事業名

1983年（昭和58年）4月11日発行（4）

宇1台ｍｊ攻だより
第626号

みなさんのご利用をお待ちします

総合福祉会館
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