市の人口

世帯数50，430世帯（前月比185世帯増）

赤痢
予防

関係施設

動に取り組んでいます︒ また︑京

都府では十六日︑﹁宇治市地域赤
痢防疫対策本部﹂︵本部長Ｕｎ宇治

111︲11111自ＩＩ︲−ａ111−Ｉ自11︲−111111自11︲−1−︱自111自︲保健
所長︶を設置︑防疫体制を確

努めてください︒

◇

い流しましょう︒

生ものは

1

1

自

を

1

1

赤痢の予防に
1

関係施設を中心に

防疫活動を推進

予防は

食べ物は必ず加熱し

または︑保菌者と診断され︑

月十七日現在︑六十人が患者

赤痢対策本部を発展的に解消︑

にしています︒そこで市では︑

設ほ︑対策に万全を期すこと

市地域赤痢防疫対策本部﹂を

健所長か云部長とする﹁宇治

ぶ品願いし

くださいます

すが︑ご理解

をおかけしま

は大変ご墟恐

することが大切で︑用便後︑

洗うなど日ごう裂気をつけ

患者の菌排出期間は︑発病

とはありません︒収容された

決してその人から感染するこ

失します︒菌が消失すれば︑

治療で無菌に
関係者の検便をはにゐ︑防疫

後二週間から四週間のものが

人のうち︑菌が消失し︑感染

なっでいます︒

一日数回の

水様便

潜伏期間は︑一日から七

スト﹀⁝5月99日旧︑岡

・スポーツひろば︿体カテ

Ｍ小学校︒

月1日南から宇治小学傀

・婦人軽スキ・Ｉ ツ教室⁝6

・ポリオ生ワクチンの服用

館︑26日附土立取小学校・

・：5月23日間＝小介公民

笠取第二小学校︑31日㈹

＝保健医療センター︒4

歳未満の人は︑Ｈ月に受

けてください︒

5月23日問保健医原セ

・ツベルクリン反応検査⁝

ンター︒

のおそれがなければ︑退院さ

れます︒地域の皆さんも︑正

しく理解し︑おもいやりの気

持で迎兄ていただきますよう

根拠のないデマやラわさに

お願いします︒

ま片おされず︑﹁赤痢﹂につ

いてご不審な点がありました

ら︑赤痢防疫対策本部︵宇治

保健所内酋・四2191︶か市

保健衛生課︵ａ⑩3141︶

までお問い合わせください︒

膿︵うみ︶の混じることも

このような症状があれば︑

あります︒

かかりつけの医師または赤

痢防疫対策本部︵宇治保健

所内︶か市保健衛生課へご

から三九度の発熱︑同時か

ソンネ菌によるもので︑本

でいる赤痢は︑毒性の弱い

今回︑宇治市内で発生し

相談ください︒

やや遅れで下腹部の痛みが

で治ります︒

七日︑重症でも二十日ほど

赤痢は︑軽症で三日から

明した場合もあります︒

結果はじめで︑保菌者と判

人に自覚症状がなく検便の

下痢があり︑粘液︑血液︑

い場合は一日三十回程度の

数回の泥状か水様便で︑重

下痢は軽い場合で︑一日

は下がります︒

始まり︑二日から三日で熱

日間で︑主な症状は三八度

㈲︑木幡︒

中止する事業
赤痢の発生で

現在︑市内

で赤痢が発生

しているため

次の事業を中

止します︒

参加を予定

されていた市

京都市立伝染病院などに収容

民の皆さんに

されています︒

未了︒

校の児童︑その家族を中心に

食事の前には︑必ず石けんと

工場の見学会⁝5月22日

・市民茶摘みの集いと製茶

▽中止する事業△

新たに﹁宇治市赤痢対策会議﹂

を設け︑情報の収集と防疫活

当初︑東宇治地域に多くの
患者が発生していましたが︑

動に取り組んでいます︒

発生しています︒

てぐださい︒

このため市では︑保育所の
休所や育成学級の休級︑学校
給食を中止する一方︑関係施
設や関係家庭を消毒︑便所や
手洗い場に消毒液を設置する
な熟流行防止に取り組んでい

活動や啓発活動を実施してい

大半で︑患者は治療によって︑
京都府は︑土八日︑宇治保

大部分が二週間以内に菌は消

ます︒また︑宇治保健所では︑

収容患者は

多量の水道水を便って︑手を

赤痢の予防は︑まず清潔に

西宇治地域でも発生がみられ︑

各種催しと予防接種

触感染と思われる例か多く

ます︒

季節に関係
なく発生
赤痢は︑急性伝染病の一
つです︒以前は夏季に多く
発生しでいましたが︑最近
では璽で征水の差はなく
発生しでいます︒一般的に
患者は十歳以下の人が大部

赤痢菌は︑保菌者の便か

分を占めでいます︒

ゴキブリなどの媒介で飲食

ら扉出され︑キ指やハエ︑
なるべく寝具などを日に

物に混じっで伝染します︒
さらに︑最近はいわゆる接

当で消毒しましょう︒

日光に当でること︒

④ふとん・おもちゃなどは

日光消毒を

ふとん・おもちや

◇

をつけることです︒

≒⊃こ

んで手を洗うなど︑

−111︲−1111自11111111111自︱︱自11−1111111自Ｉ−1111自1が軽症で主
す︒
市︑
民の
に
保皆育所の園児や︑小学
さんは︑用

︱︱︱！︱︱−111自Ｉ︲︱114111111−︲︱1111111111−︲91−111自ン
ネ菌によるもので︑症状は大半

市内で発生した赤痢は︑五

111自白︲︲−1111111白1111111Ｓ−111111︲Ｉ︲11111111111や菌検出家庭の消毒などの防疫活

痢﹄の流行を防ぐため︑

ｌｌｉ−11−︱自︲−1111︲ＩＩＩ市では︑今月初め発生した﹃赤

多量の水で手洗いを

赤痢予防の第一は︑︒手を洗
う″ことです︒簡単なことで
すが︑なかなか確実にできな

ひかえること

②食べ物は必ず加熱し︑調
理後すぐ食べること︒
生ものはひかえ︑食べ物

はその都度調理しで︑す
ぐ食べることです︒
◇

暴飲暴食は
さけること

③暴飲暴食をさけること︒
体の調子を整え︑抵抗力

赤痢の
主な症状は

いものです︒手洗いなど次の
四点を実行しましょう︒

懸命の防疫活動（5月10日、宇治小学校で）

十分手洗いを
石けんと
多量の流水で

夕霞しながら︑石けんを

①用便後や食事前は水道水

使っでナガ手を涜うこと︒
ためた水は廓りないで水
道水を多量に使っで︑洗

195

用便後
食事前

て

篤話（0774）22−3141
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複障害者のいずれかに当る

手帳三級の交付か受けた重

ヽ対象者は︑六十五歳以上
の▼身体障害者手帳一・二

人で︑所得制限︵国民年金

日三百円を目己負担ずるこ
とになっていますが︑六

級の交付か受けている人▼

五月一日から﹁重度心身
障害参人健康管理事序と
十五歳以上の重度心身障害

てい毒ｆｙ︒働く環境を整え︑
健康に注意しましょう︒働い
して六十五歳以上の重度心

知能指数が三五以下と判定

︵社会課︶

お問いふＢせぐださい︒

詳しいことは︑計答課へ

た人となってい未丁︒

額︶以内の人で︑申請洽れ

額支給停止となる所得制限

法による老齢福祉年金が全

身障害者の医療費が無料に

65歳以上の重度障害者

が大切です︒

この制度は︑﹁老人保健

なります︒

た後は十分に休養を取ること

また︑家内労働されている
皆さんは︑﹁家内労働手帳﹂

された精神薄弱者▼知能指

医療費が無料に

って︑七干歳以上︵一部六
者に限って医療費の自己負

法﹂が施行されたことによ

﹁家内労働手帳﹂は︑家内
十五歳以上︶の老人は︑外

をお持ち享ふ︒

労働者と委託者とのトラブル

数が五〇以下で4体障害者

人向け融資の申し込み︵一般

坦釜市が立て替えて支払

住宅建設︑建売住宅購入資金︶

う制度です︒

学生二百円▼申し込み・・・はが

は5月31日までです︒年金併

来一ヵ月四百円︑入院の場

きに住所︑氏名︑年齢︑性別︑

弥一さん︵小倉町蓮池

せ貸し希望者は︑同時に申し

合は二ヵ月を限度としてＩ

⑩5650︶へ︒︵福祉課︶
◇
地域整備計画
策定協議会

バスが回りますのぶ乖は

ら徒歩十三分︶に高層の賃貸

槇島町本屋敷︵近鉄向島駅か

住宅・都市整備公団では︑

賃貸住宅の入居募集

グリーンタウン槇島

◇

︵住宅金融公庫︶

06叫538︶へ︒

は︑公庫大阪住宅相談所︵豊

店﹂と表示した金融機関また

は︑﹁住宅金融公Ⅲ業務取扱

ションも受付中︒詳しいこと

込んでぐださい︒この他︑住
409115
宅改良︑財形住宅︑中古マン

段位︑職業︑・電話番号を記入

を防ぐ委託条件をほっきり記

お知らせ

点訳奉仕員

き⑩3027︶へ︒

︵市民体育課︶

地域整備計図太楚するた

のうえ︑5月31日までに河野

入した両者の祠約芦とも
いえるものです︒
口約束だけで仕事か始める
と︑納期が約東よりも早くな
ったり︑工賃が思っていたよ
り安かったり︑支払いが遅れ
るなど問題が生にかねません︒
このぶぶ問題をなく荒

めの協議会を開章ます︒傍聴

◇

養成講習会

︿菟道・明星町地域﹀▼と

できますのでご参加ください︒

め委託者か忿ず﹁家内労働
盲人協心一の主催で︑点訳奉

市民潮干狩

仕員の養成講習会を開空手﹈︒

浜▼参加料⁝大人三千二百円︑

決行▼ところ・・・三重県御殿場

▼とき・・・6月12日間︑璽大

受け渡しや工賃の受け取りの

︵企画課︶

子供ニエ八百円▼定員・：百十
人︵先着順︶▼持ち物⁝弁当︑
雨具など▼申し込み・・・参加料

最寄りのバス停から1蚤す︒

参了汽て市民体育課へ︒
9時から▼ところ・・・黄柴自衛

訂正とおわび

市政だより五月一日号の

四面︑﹁り凡ないゴミ収集

日程表﹂の中で︑

一部地域の収集

日程が誤ってい

︵清掃課︶

おわびしま

ました︒左表の

ぶつに訂正し︑

す︒

消費生浩基礎講座

▼受講料・：無料︒調理実習

▼対象⁝市民▼定員・・・50人

私たちは︑今までとは違
った牛活様式で︑たくさん

のみ五百円程度必要▼申し

住宅か建設しています︒入居

の新しい商品に囲次れて暮

︵市民体育課︶

いふＢせは︑住宅・都市整備

らしています︒何剪分逍

人戦︶8射︵4矢2立︶立射で

公団住宅募集センター賃貸募

んで使立石︑快適な暮ら

章季ｙ︒お気軽

︵商工観光課︶

琶33豊⑩3141︶へ︒

か︑市商工観光課︵宇治琵

︵宇治若森7豊⑩1080︶

で宇治地方振興局商工課

込み・：電話または︑はがき

︵住宅・都市整備公団︶

時期は八月下旬の予定︒お問

金融公庫の今年度第一回個

賢い消費者になっていただ

実際的な知識を身につけ︑

そこ1衣食住について

しのためのカギですｌＣ

集課︵ｓｏ6ｍ3456︶へ︒

◇
段以下︶︑男子ヱ級の部︵三
段以上︶▼参加資格⁝市民︑
市内勤務者︑学生︑弓道協心一
会員▼参加料・・・社会人四百円︑

個人向け融資
今月中に

女子の部︑男子初級の部︵二

隊▼競技種目・：近的競技︵個

▼とき・：6月26日間︑午前

争奪弓道大会

宇治市議長杯

◇

から▼ところ・・・三室戸集会所︒

き・：5月31日脚︑午後七時半

手帳﹂の交付か受け︑仕事の

一
−一
−−

1時かＱｃｖ蒔半が初会で︑以

▼とき・・・6月12日間︑午後

期︑支払い日などを記入して

つべ仕事の内容︑工賃︑納

後来年3月まで毎月第2日曜

会館▼対象・：市民で毎回参加

日の10回▼ところ⁝総合福祉

できる人▼申し込み⁝5月28

壬唄のことなどお問公Ｂ

もらいましょう︒

せは京都労働基準局︵ａ075剛

日までに社会福祉協議会︵豊

3211︶︑京都南労働基準
監督署︵豊075剛8321︶へ︒

﹁こころ﹂の電
話にも︑性に関
係する相談が最
も多く寄せられ
ていホチ︒
たとえば︑﹁モ
ジモジ・：セ″ク
スつて何ですか

−−

家内労働をする皆さんへ
環境を整え健康に注意

家内労働者の労働条件の向
上−すべての家内労働者に家
内労働手帳をＩを目標に︑今
日から家内労働旬間が始まり

家内労働は︑仕事場所が各

ます︒

家庭などに分散し︑就業も流
動的であるなどのため︑労働
条件の改善が遅れがちになっ

主な項目は︑・子芦もと
性・友人仲間関係・いじの︑
いじめられ・登校拒否・家

婦関係と家庭環境・神経症

庭内暴力・学校内暴力・夫

とうつ病などです︒
低年齢化する

日程 テーマと内容 溝帥

内職センターでの和裁の講習

心の800番
宇治﹁こころ﹂の電話から
求めていると考
えるからです︒

宇治﹁こころ﹂の電話は︑
昨年二月一日に茜足して以

ノ荒、ウトロ、南山）

こシと五回の基礎講座を開

助手大嶋Ｉ ｔ さ ん

性への関心

ゾド

にご参加ぐださ

▼日程と時間

い︒

時間は午前10時

よりよい消費生活を築くな 宇治市ｉｔ ｓ 生 活 相 談 員
6／16（ね
めに〜スライドと実験−
岩井富 子 ｉ ｎ ．

？﹂とたずねる
小学生︒﹁アノ

による興味と関心︑中学生

収集日程表

・・・表のとおりで

から正午︑ただ

し第1講らは午

前9時半から▼

5

第一回目は﹁性の問題﹂

一｀

は思春期の性的欲求と異性

ｒｌ−ＩＩＩ

も見たいんです﹂と訴える

Ｉ女性の○○が︑どうして・

安田町（全域）伊勢田町（名木、浮面、蔭田．中ノ田、中ノ荒、新中

ところ↑・・宇治労

京ｔｔ府立 大 学 生 活 1 襟 乱

還几方法は︑

ふ目ほべ性の問題が混

です︒

接触︑高校生は性衝動によ

（5月分）

︵市民会館内︶

配Ｓ

受信総数三千件

を各項目別に調査分類し︑

中学生︒そし刄﹁はずみ

る行動と対処という︑おお

昨年、全国の国鉄で約2，200件の踏切事
故と約250件の線路通行による死傷事故が
発生しています。鉄道防害防止運動を5
月28日〜6月16日まで実施。

伊勢田町（南遊田）

6／13（11）
家具の送び豺上手

来︑模索と創造のなかで歩

その項目ごとに代表例舎叙

乱し﹁十代の性行動﹂が憂

でセ″クスしア妊娠しまし

むね三つの段階があり︑性

●
4ａ

．絢

もえないゴミ

働セツルメント

2

食品泌加物と貿易の自由化 大阪市立環 岐 時 学 研 究 所
6／6111）
石Ｉｔ 武 二 さ ん
をめぐって

んできました︒第二年目の

話相談の守秘原則に触れる

材としてあげ実態需習か

慮されている時代はないと

た︵させた︶︒ど7したら

の低年齢化と加速度的な性

︿つづく﹀

成熟の実態があり未了︒

子どもを線路で
遊ばせない運動

住宅公庫

宇治（半白）小倉町（新田島を除く近鉄以東の全域、西山）

上手なクリーニング利用法 府クｌｌー ニ ン グ 環 境 ≫ ｔ 同
6／21＊1
−家庭てて・きる水漬い実刊−
裏組ｉ−理 ｆ ｆ ｔ 口 福 松 さ ん

備する一方︑相談内容を社

難しいものですが︑今八て

にするものです︒また︑問

言われてい未了︒そして︑

よい・・・﹂と悩む高校生など

この実例が示唆するもの

です︒

︵青少年対策室︶

●．．．．．．．．．．．．．．．．・

1431羽拍子町（国道筋）伊勢田町（北山、大谷、若林、井尻、中山、毛語）
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今年は︑一層受信体制≪1

これ倉行うのは︑①電話相

題の本質とその背景や要因

それへの対応も﹁明日では

1

5／1330開町（国道筋）．広野町（成田、新成田、国道筋の西裏・茶屋裏、派
出所前から近鉄踏切までの府道筋）大久保町（田原．旦椋、平盛、井ノ尻、南ノロー部）

消費生活基礎講座日程表

必一に還万することを課題と

談ではカウンセラーの努力

夕分析し︑対処方法も加え

膠灸る﹂と強調され叫ば
れていまず︒この状況を立

は︑小学生では性の芽生え

示

〜１〜

今日から家内労働旬間

守秘原則のなかで
青少年の実態を公開

にも制約と限界がある︒②

てここに示し︑青少年問題

還Ｅ方法夕誤まると︑電

家庭や学校︑行政な貰笙

解決の一助にしたいと考凡

1

トラブル防ぐ
家内労働手帳
証するかのぷつに︑牢治の

1

小倉町（蓮池、堀池．南堀池、京銀前から南京信前176／2までの市道筋以北の西浦）

4

しています︒

導に当れる︒ｌ早年は1

ています︒

活の場で直接的︑継続的指

在的に健全な環境づくりを

1

166／1伊勢田町（遊田、砂田）
西大久保府営住宅（33〜43棟）

田村そ の え さ λ

〜調1実習ヽ

1

小倉町（南浦、山際、京銀前から南京信前までの市道筋以南の西浦）

地ｌｔでとれるｔぼを≫って
京ｓ；府ｔ ｔ 改 良 普 及 所

3 ｅ／ｓ團
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