・i＋r葱・
gp悉昌令
市教育委員会

「カギかけは、家族みんなの合言葉」

市内青少年の現状を分析

今日︑青少年の問題行動が
増加︑深刻化する中で︑青少
年の健全育盛等すめるため︑
現在の青少年の姿を把握する

青少年の家庭︑健康︑進学・

・︲︲タでふしています︒また︑

る襲廻境の変動の状況をデ

が特徴です︒

状分析に力点政肘ているの

動が増加している中学生の現

どか分析︒なかでも︑問題行

教育問題︑問題行動の特徴な

識や悩みは匹卜︒

白書に描かれた中学生の意

真の親友が減少
中学生の意識

女子の場合には学年がすすむ

女

にあたる三億三千万円を︑法

また︑市では剰余金の半分

三億円の留保がありまず︒

実施による職員給与改定経費

の節減︑五十七年度の人勧不

などの節減で約二億五千万円

は︒一時借入金利子や物件費

円の増収︒これに加え歳出で

より︑歳入では約一億七百万

などで三千万円増えたことに

与税︑娯楽施設利用税交付金

円増収となったこと②地方譲

税が昂込みよぴ約七千七百万

黒字となった理由は︑①市

12億6千万円に

財政基金積み立て

すぎる﹂とみるのは﹁自分の

親の態度では︑﹁親が厳し

女子で四〇上ハ○％︒

思うのは男子で三〇ト五〇賤

母のよシ9ハであ口たいＩと

中学生から親をみて︑父や

少ないぷっに考えられます︒

このことから︑真の親友が

見られます︒

対に心の友夕律ていく傾向が

とともに減少し︑男子では反

ることのできる友だちが学年

女子については心を打ちあけ

で一三・四知〜二二・九％と︑

で三八％〜四五・七％︑女子

403020100

22．9

により財政調整基至に積み立

健康

下︑男女関係︑学習・進路

人生

などの学校・教育問題と続き

5050505050506655443322111Ｊ

また︑道徳面からは︑互い

いいなりになりすぎる﹂の倍︒

対人関係︑ 男女関係︑学習・

合は︑友人とのトラブルなど

進路などの学校・教育問題の

ます︒これに対し︑女子の場

の章まりを守る意識も高いが︑

に相手を尊重すべきという意

法令などを絶対視する考えに

が悩みの中心となっているこ

順︒男女とも総じて人間関係

これで財政調整某至の積み立

を翌年度に繰趾｀しました︒

で︑国からの概算交付分の精

億七千九百七十五万円の赤字

のうち国民健康保険事業が一

算分をあわせると︑実質赤字

て額は十二億六千万円となり

は約三億二千二百万円にのぼ

とが示されていまず︒

は半数以上が批判的な傾向を

男子のト″プは﹁性﹂︒以

︿悩み﹀

示してい毒ｙ︒

識は七〇計Ξと強く︑社会

中学生の悩み

3年生

2

で↑

16．4一一一

て︑残り三億二千乍尤万円

（人）70

小・中・高校︑関係団体へ配布
市教育委員会では︑このほど︑
﹁宇治市の青少年−その現状と施
策﹂を発行︑小・中学校や高校︑
市教育委員会では︑今後の

ことが急務とされています︒

行政施策の立案と︑関係団体
の取り組みに生かすために︑

にした︑白書を作成したもの

市内の青少年の現状忠司か

です︒

親しい友だちか痔だないの

にしたがって減少する傾向︒

全体として男子の方が高く︑
昭和四十年代︑市の人口が

は男子で二・七％〜九・五％︑

︿意識﹀

急増︒核家族化︑高学歴社必一︑

何でも悩みをラちあけら元

構成されています︒

少年に関する施策﹂の二部で

ジで︑﹁青少年の現状﹂﹁青

白書はＢ5版︑百六十ペー

このため︑市内の社会環境の変化︑

一きたいと考えています︒一

の健全育成活動に活用していただ

折した白書づくりをすすめてきた
ものです︒各関係団体での青少年

青少年の現状を豊富なデータで分

問題行動もピークに達しています︒

青少年をとりまく状況が複雑化し︑一

関係団体へ配布しました︒現在︑

一

る友だちがいないのが︑男子

13．4一一一

このほか︑八つの特別会計

家男吋性学不問そ
女人杖適題
関関ｉ応行の
族係係育・助他

ることになりました︒また︑

水道事業でも一堡︵千三百一

万円の赤字となりました︒

水ｉｆｌ1・；ｔ会計
2．109．669 2．272，683 △163．014

45，744．0男〜−−：ニニニ―司忿，

ました︒

△3，401

女子で二・一％〜四・九％︒

一方︑歳出は二百五十二億五
千百九十ぷが円で︑歳入歳出
差引額から翌年度へ繰越すべ
き財源二億四千百四十五万円
忿ぼく実質収支は六億五千七
トー万円余の黒字となりまし
た︒また︑五十七年度単年度
収支は一億九士︵百六土︵万
円の黒字決算となりました︒

友だちがいない。
しぶし︑財政構造は厳しい
状況にあり︑更に健全化への

農Ｓ；ｆｔ済1ｖＫ

21，928

0

80，170

2，678

80，170
部市計画事業用地先行取件事業

24，606

37，452

37，452 業
住宅新築資金等貸付・｝ｔ

355，937

352，536

老人保健事業

タ年峻へ繰越すべき財源
55，220差引0
0

570，617

625，837

公共下水道事業

親しい友だちがいない比率は

330，000

0

高齢化社会へと歩んで巡︑

地方自治法第233条の
2の規定による措置Ｓｆｌ
〈（Ｅ）×沁〉

△179，755

2。何でも悩みをうちあけられる

︷﹃日の青少年問題の背景とな

196．668

52，685

57年度一般会計決算見込み

454，047

単年度収支額（Ｇ）
〈（Ｅ）−（Ｆ）〉

4，179．769

剛民健康保険事業

6億5千万円の黒字

前年度実ｎ収支折ｎ

亘八十一億四千四百十四万円︑

650．715

50ｔ

3年生

市ではＪ去る七月二十八日の市議会総務常任委員会で︑昭和五

25．251，977

編集広報課

8／11

2
1

会計では実質収支で六億五千万円余の黒字︑これにより三年連続

歳入歳出差引ＭＯ
892，171
〈影式収支㈲−（ｎ）〉

4、000，014

9．5

十七年度一般会計︑特別会計の決算見込みを報告しました︒一般

26．144，148

歳出総≪ｉ（Ｂ）

52，685

交通災害共済事業

0

努力が必要と考えてい康ｙ︒

223

歳入総Ｈｌ（Ａ）

差引

昭和57年度特別会計決算見込額
．歳入ｍ額
歳出ｍｉｌ

杵別会計名

1。親しい友だちがいない

実質収支Ｍ（Ｅ）
〈（Ｃ）−（Ｄ）〉

●●

一⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

▲市の青少年白書ともいえる「宇治市の青少年−その現状と施策」

友だちについて

の黒字決算となりま七た︒

昭和57年度一般会計決算見込額（千円）

一般会計の歳入合計は︑二

翌年度へ繰越すべき財源（Ｄ）
241．456

●●●●●●●●●●●・●●●●●●●●●●゜●●●●●●●●●Ｓ
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昭和58年
（1983年）
「気をつけよう、甘い言葉と暗い道」
みんなで性犯罪やどろぼうの被害から

発行京都府宇治市

夏の防犯活動実施中

守りましょう。

「青少年」白書

（％）

3種類に

ＪＡＳ規格で

なりました︒

消費者コーナー

健康食品に対する関心が
高くなっています︒そこで︑
この頃話題にのぼる豆乳に

◇

おいしくするために︑植物

他の食品で補充

カルシウムは

︿調整豆乳﹀飲みやすくて

性油や糖類︑塩︑香料を︑

︒豆乳飲料 の特徴を頭に
おいて︑パ″ゲージの表示

充填のパックな息︿十日か

存性の悪いものです︒無菌

また︑豆乳はもともと保

しく消費牛活モニターに決

町蓮池一三七の三四︶が新

って︑清水操子さん︵小倉

モニターの谷杏子さんに変

昭和五十八年度消費生活

ら元十日はもち章ふ︑包
まりました︒

を確かめ了夥差しょう︒

装の方法で賞味期間が違い

また栄養価蛮局めるために

脂肪が植物性でリノール酸

ます︒表示牽よく見て賞味

原料が大豆ですから良質

な芦示多く︑ビタミン陶が

加してあります︒大豆固形
分六％四Ξで︑たん白質や

のたん白質を含んでおり︑

豊富です︒しかし︑カルシ

カルシウムやビタミン忿師

リンは亘和より少なめ

期間と保存方法を守りまし

汁やココア︑麦芽などを混

︿豆乳飲料﹀調整豆乳に果

です︒

しましょう︒

に飲な人は他の食品で補充

程度しかなく︑牛乳がわり

鉄

ビタミン81

ピタミン恥

ナイアミン

︵商工観光課︶

ですが︑リノール酸などは
ウムなどは牛乳の三分の一

濃さや添加材料の違いで三

ぜ︑飲みやすくしてありま

長のほか︑地元関係者や木幡︑

牛乳の成分を一〇〇とすると

多く︑カロリー喜｀いぶフ

良質なタンパク質と
豊富なビタミンＢ1

ど昔の中国に生書れ︑日本
つに分けβれます︒

す︒大豆固形分は四⊥ハ％

ひとロに豆乳といっても︑

でも鎌倉時代に僧侶の間で
︿豆乳﹀大豆から絞ったま

購入を

に設置︑ベンチも置かれて公

北木幡両保育所の園児ら約百

豆乳≒誦整豆和︑

園のぶフになっています︒ま

人が出席して︑通行式か行い

保育所園児もいっしょに通り初め（木幡緑道）

ついてお知らせしましょう︒︒

豆乳は
中国生まれ

大豆棄慰ふやかしてつ
ぷし︑煮てからこした白い

飲用されました︒
まの豆乳です︒大豆固形分
︵果汁入りは二％︶と少な

表示を確かめて

八所ヱで︑たん白質やビ
く︑豆乳としての栄養価は

た︑市の木﹁モミジ﹂や市の

ました︒

ものです︒

備公団の協力により完成した

この緑道は︑住民・都市整

花﹁やまぷき﹂衆ばじめ四季
の花木など︑三十三種︑三百
本が喧え込まれています︒
この日午前九時半から︑池
本正夫宇治市長︑伊藤木幡区

カルシウム

リ

液体が豆乳です︒二千年ほ

よゑ

タンパク質

夏休みのひととき︑友だち

わたしも名シェフ

とお果子か作ってもらおうと

ン
質

20人の子どもが参加

青臭さ味や苦・渋味が強
く︑飲みにくいものですが︑
タミンふが豊富でカロリー
低いぷつです︒

も低いものです︒

ベンチや植樹で公園に
地域の皆さんに憩いの散策をと︑
市が木幡東中の国鉄引き込み線跡地
に建設していました﹁木幡緑道﹂が
完成︒先月二十七日︑保育所の園児
ら百人が参加して︑通り初めを行い
ました︒
肩の歩行者・自転車専用の散

緑道はカラーブロック舗装

策道路です︒

され︑駅舎風の建物を三ヵ所

市政短信

万一のときの手術や池療は
献血に頼らなければなりませ
ん︒
このため︑市は日本赤十字
社と協力し献血事業を実施︒
これまで多くの市民の皆さん
に協力をいただいてきました︒
しかし︑五十七年度から従来
の献血手帳制度が廃止された
のが影響してか︑献血者数は
前年度と比べて型二％減っ

血液は生命か羅持するうえ

てきています︒

で欠かせないものです︒あな
た自身や家族か寺るためにも︑
献血にご協力ください︒

﹁予云寞子づくり講習命
が七月三十日︑木幡公民館で

この日は︑市内在住の小学

開かれました︒

校五年生から中学校二年生ま
での子ども二十人が参加︒今
回のメニューであるデザート
クレープとフルーツ寒天︒つく
りに7タ″ク︒寒天が固ま
りすぎたりして悪戦苦闘して
かました︒最後には出来上り
を試食︑名シェフは大満足し
ていました︒
この講習会は︑地域に根ざ

開かれ今年で三回目︒公民館

した公民館活動の一環として

では︑︿磋も多くの子どもた
ちに参加してもらえる事業を
靫り組みたいと考えています︒

ふるさとむかし話

むかしむかし︑京都に都が

して︑やがて醍醐寺を開いた

じさいＬよひら！・﹄ろいま寺を最初に開いた所は︑今の

有名なお坊さんでした︑醍醐

上醍醐といわれる所で︑むか

しは︑笠取山とよばれて草木

かいがあって︑

は︑暗やみの中

中；1蛇Ｗ．の
にはか

）

たち

⑩

そびえていますｌｍ郎六〇二

せんずだけかきとりさいほくたん千頭嶽は︒笠取の最北端に

です︒

とぅだいじがんごうじべん1うの東大寺や元興寺でも勉強を

い力をつけたのでした︒奈良

て祈りやまじないにすばらし

よしのやまおおみねさんしほＩようら吉野山や大峰山に修行をし

ＬＳうぽうわかました︒聖宝は︑若いころか

した聖宝というお坊さんがい

つくられてしばらくたったこ
・｀かぐさじょうがんじでしいろ︑深草の貞観寺に出子入り

祈；；

224

きつき︑聖宝を襲おうとしてています︒

ばれるおかかあります・を尉

としてま
資料室︶

が昨とｈＢｍのことｔｍ弥か

たいじゃたいさんまじないによって大蛇を退散

いました︒歯をむきだし︒ま聖宝が開いたといわれる上
かしただ・つ赤な舌を出したそれはそれ
つ赤な舌を出したそれはそれ醍醐には︑今も理源大師とよ

は大きな蛇でした︒聖宝はひ

たすら呪文をとなえました︒

させようとしたのです︒

瞭昨にはヽ竹も1縦が昨とよ

たいじゃて人ＬＩうはりまおおうっくふうけいかずおおのこんか︑大蛇は︑天井の梁に巻多い美しい風景が数多く残つ

中中に
に映
映
っっ
てい
て
るい
では
る
あで
りま
は
せ出
あるり
水が
ま麓せ
をうるおし︑緑の

メートルのこの岨はヽ刻誰恥と
いましたが︑眠くなってきた
た
ため
め茶茶
を一
を服一
飲も
服う飲
と思
も
いう
ま滋
と
賀思
県の
い
府ま
県界になっていま しかけλふけん3かい滋賀県の府県界
しした
た︒
︒
茶茶
を入
を
れ入
た茶
れ
わた
んを
茶
取す
わ︒ん
千頭
を嶽取
の南側は︒宇治市
︒だいじやちゃかきとりらＩゝせんずたＩけながりあげたところ︑大蛇が茶の笠取地区で︑千頭嶽から流れ
りあげたところ︑大蛇が茶の

が灯火をつけて書物を読んで

のおい茂る山中でした・
陥陥かのこと吋北たご肪鉛

大蛇

豆乳と調整豆乳の主な成分の比較表

山才大ｆｉ

て聖｜
い宝ｇ

このほぶ几成しました﹁木
幡緑辺﹂は︑国鉄木幡駅北側
から堂の川までの奈良線沿い

千頭嶽の

加工技術の進歩で︑おいし

池本市長らによるテープカット

い豆乳が市販されるよｙつに

憩いの散策路が完

脂

子ども菓子づくり講習会

豆乳
に南北約三百μ︑幅九〜二十

つでっは

7月29日に通り初め

成 木幡東中

1983年（昭和58年）8月11日発行（2）

宇治市政だより
第638号

熱心に勉強する子どもたち（木幡
公民館で）

広げようスポーツの輪

までの午前中︵ただし︑日曜
祝日は除ぐ︶・▼実施病院・・・京
都第一赤十字病院健診センタ
ー▼検査項目・：尿︑血液︑胸
部レントゲン︑胃腸透視︑心
電図︑内科婦人科一般診察

地域整備計画

策定協議会

︿広野町地域第2回﹀▼と
き・・・8月12日胞▼ところ・・・広
野集会所︒︿宇治地域第3回﹀

・・・保健Ｅｇセンター︒いずれ

︵企画課︶

▼とき・・・8月17日困▼ところ

象・：母子家庭の母親および寡
も︑午後7時半から︒住民の

︵子宮がｙ検査も含む︶▼対

婦▼申し込み・・・8月15日まで
かたは︑傍薦ｊｉチ︒

4時︑木幡公民館飛内容は︒

は︑8月20日出︑午後ＣＭ時〜

学習心一を開いてい未了︒次回

しても＾Ｏ．ｃ＼ために︑毎月一回

同和問題をぶく市民に理解

同和問題学習会

に福祉課︵豊⑩3141︶ま

カナタイプ講習会

障害者を対象に︑カナタイプ

﹁運動の歴史的経過について﹂︒

▼とき・・・9月1凰陥講︑
毎月第1︑︱木曜日︑午前10
時〜正午ｙところ・：総合福祉
会館▼費用・・・無料▼申し込み
・・・襲福祉協議会内ボランテ

また︑ボランテＴアが︑新

わせは︑宇治観光協会︵豊⑩

などを放流にます︒お問い合

金魚︑フナ︑コイ︑ウナギ

の中でのはきもの︒

て二百円▼持参するもの・：川

︵中の島︶▼費用・：網代とし

Ｈ時から▼ところ⁝宇治公園

▼とき・：8月21日面︑午前

魚のつかみどり大会

直接︑会場へ︵木幡公民館︶

ライターの講習心一を開さます︒

宇治市盲人協会では︑視力

︵福祉課︶

たは︑母義事務局︵豊⑩5

︵豊⑩1905︶へ▼弓道・：小
倉町蓮池109−15河野弥一さん
︵ａ⑩3027︶へ︒
︵市民体育課︶

対面朗読や

6中島一夫さん︵豊⑩070

登録チームは︑神明宮東91−

1︶へ▼ソフトボール・・・協会

所内︑辻久さん︵豊⑩314

14種目に熱戦

▼軟式テニス・：五ヶ庄三番割

スポーツ︵Ｓ⑩3873︶へ

⁝小倉町老ノ木卵Ｉ6ヒロセ

第17回市民総合体育大会
第17回市民総合体育大心一が

○トーナメント又はリーグ戦
9／4（少女）
軟式テニス（少年・少女）
太陽が丘黄聚公園
○無料
9／ｌｌ（少年）
※8；Ｓ15日まで

この道に入っだのは︑終戦後間

腫口
バレーボール

小学生

口日．ｋ1

％両〜％川まで︵5日間︶
午後5時半〜7時半
％ー出ー％出の土・日曜日
︵5日間︶

会場
南小介小学校
体斤館︵要上靴︶

黄璧公園
テニスコート

廿象

小学校4年

生から

6年生

宇治小学枚

定︲

30人

50人

30組

申し込み

ー
1

314

Ｅ

ぐへ″

休

私の台所

特産

宇治の

そしてウ匠の道へと︑その人生経

電機部勤務︑きりに発電所勤め︑

きます︒

すすめるため︑手話教室を開

ろラあ者と健聴者の交流を

し込み・：8月31日困までに︑

など▼日時と会場・：左表▼申

者の牛活と活動・キ話の実技

都市の人が七〜八軒︑入作

で借地栽培︒花ミョウガの

方は︑地元の人がたった一

軒︒約二古−に栽培され︑

大津市場へ出汽

仏教の開祖︑お釈迦様のその昔は︑薬として重宝︒

取できるの心糸軽0共に︑

に懐しむ︒また︑ウ匠としぶ舅

路は宇治川一筋である︒現在︑若

時間

いずれも午後7時
〜8時半

面もある︒川柳に︑﹁著荷

われるなど︑尊ばれていた

ころから︑大名の家紋に使

音が︑︒冥加 に通じると

着︒いっぼう︑ミョウガの

がある︒その頃︑庶民に定

の効用をネタにした出し物

荷屋﹂という著荷の物忘れ

江戸落語に﹁薯

詞となっている︒

今︑物忘れの代名

惑なことだが︑古

ぬなさせら元︑迷

昨らしい︒ぬれぎ

と︑ショウガの誤

ケが︑調べてみる

物§Ｐとよく言

︒薯荷衆貨えぼ

おつなもの︒

卵とじ︑ぬか漬句

のつまに︒また︑

油の薬味︑刺し身

ば汁︑土佐じょう

する︒粋なところでは︑そ

て食べると︑体がシャンと

気味には︑みそ汁の具にし

この花ミョウガ︑夏バテ

まさに大妙薬べ

にまで利いたといシから︑

病や凍傷︑さらには不眠症

お弟子ヽ鸚鄙見・オ回︑苫︑ｍ︑鼠

力︑修行の後︑りっぱに悟

献

りをひらき︑大往生︒その

母と子︵小
学校4年生
以上︶

このおかた︒若い頃は︑

愚鈍と言われ︑自分の名前

し込み・：市販の履歴書に写真

お墓から生えたのが︑著荷

30人

2枚と申請書かそえて︑水道

中学生以上

全員夕連記し︑代表者にＯ印︒

部総務課へ︒くわしぐは︑水

木幡中学校
体育館︵要上靴︶

グループや職場名を明記︶し︑

す斌れた程︒ひたすら努

宇治市選挙管理委員会︵〒611

説もあるが︑どコ

ら伝わったという

るさと︑インドか

そこで仏教のふ

︵ミョウガ︶だったとか︒

銀行派出所の閉鎖日

もうご存じですか

へ︒︵水道部総務課︶

道部総務課︵豊⑩3141︶
応募者全員に記魯Ｅ倣入

宇治市宇治琵琶33︶へ︒

％附〜％附の水・金曜日
︵週2回︶
午後7時半〜9時半

％出〜％㈲の土・日曜日
︵週2回︶
午後2時ｒ4時半

午後4時ー6時

小学生歓式テニス
親子
ソフトボール

卓球

3334︶へ︒︵商工観光課︶
明るい選挙
啓発ポスター募集

選や佳作には︑賞状と賞品を

明るい選挙か羅一進するとと
もに︑市民の政治意識と選挙

さしあげます︒5募作品は︑

も日本原産︒本州

明るい選挙客子めるために

銀行などすべての金融機関

から沖縄に至る全

道義の高揚かほかる啓発ポス

は︑毎月第二土曜日が︑休業

域で自生し︑ショ

ター翼″集します︒

また︑児裏牟徒の作品も

となります︒このため︑市役

ウガ科に属する日

自由に俵笹ていただ曝示す︒
んでいる人︵グループなどで

募集しています︒くわしぐは︑

所の銀行派出所窓口も︑今月

▼応募資格・：京都府内に住

の合作も可︶︒人またはＩグ

選挙管理委員会︵豊⑩314

本独特の香辛料野

ループＬ点▼争草笛き・：色

十三日出から︑毎月第二土曜
1︶へ︒︵選挙管理委員白

菜︒

彩は自由︒大きさは︑45ｍｘ

日は閉鎖1蚤す︒

しの竹のよシな緑

晩春芽吹いた︑

色の若芽をミョウ

▼当日にかかる各種公金の

支払いは︑前日までにお受

交通指導員募集

け取りください▼税金などの

ガタケとりコ︒こ

30ｍか息ぶ×40ｍまで▼締
め切り・・・9月10日出▼応募方

時40分〜8時40分︶が可能で︑

納付は︑第7壬曜日をできる

▼資格⁝毎朝勤務︵午前7
ふひがな︶︑年齢︑性別︑職業︑

満年齢が60歳までの健康な人

法・：作品の裏面右下に氏名︵

住所を記入︵合作の場合は︑

いのが悩み︒これをムロで

れは︑連作できな

なお︑お受け取りやご納付

軟白させると︑高級料亭む

だ誤巧てぐださい︒

は︑便利で確実な銀行振替を

場所・：西小倉小学校区内︵堀
池幼稚園前︶▼募集人員1名

きの︑つ奘Ｂせとなる︒

花ミョウガ︒こちらの方は

のつぽみを地上に出すのが︑

真夏︑淡紅紫色の親指ほど

ご利用ください︒︵会計課︶

ポスターの展示

環境週間

▼申し込み・：市販の履歴書に

で︑性別は問いません▼勤務

Ｉウの世話をする谷本さん

記入のうえ︑8月15日囲まで
に︑交通労政課へ︒
︵交通労政課︶

笠取の山間地で栽培されて

一度植えたら︑毎年連続採

作品奮票しています︒▼期

いる︒ミョウガタケは︑京

環境週間のポスターの応募

⁝市民会館︒︵環境保全課︶

間・：8月31日團まで▼ところ

するのは︑競争心や闘争心の強い

壬一名を養戌中とか︒後進の指導

なお︑同時に二教室は︑参

福祉課︵き⑩3141︶へ︒

％％％％％

⑦

夏バテ解消に
ミョウガ

体協事務所︵公⑩1905︶

01チーム2．500円

650誌福祉協議心一内︶へ︒

抽選…8月28日（午後7時半．菟這二校）

7︶︑その他は︑体協事務所

9／4 太陽が丘

家庭婦人
ランク…男子Ａ・Ｂ・Ｃ、

開かれます︒競技種目の要項

◎1セットマッチ
太陽が丘
硬式テニス男女ｓ、
9／4、9／11
○シングル，50）円、ダブルス2．（ＸＸ）円
9／15，9／23
黄緊公園京大コート
豪8月ｌ5日
男一女・荘Ｗ

へ▼バレーボール・・・宇治市役

※8月20日まで

）鵜（ウ）匠

お知らせ
母子家庭の母親に
半日人間ドック
母子家庭のａ親および寡婦

︵健康診断︶を実施1蚤す︒

聞︑雑誌などを代読する対面

ィアバンク︵公⑩5654︶へ︒

日本赤士ｆ社京都府支部と

朗読の希望者は︑社会福祉協

を対象に︑半日の人間ドズ

京都第一赤士ｆ病院のご好意

議会内ボーフンティアバンクヘ︒
︵福祉課︶

吊ぢ費用は無料です︒▼受
診日・：59年1月5日から末日

川面に照り映えた明りの中で︑ウ

もない項︑当時のウ匠に強ぐ勧め

今に〜絃ぐウ匠の一人である︒

匠に操られたウがアユか遠う︒夏

られたからだが︑若い頃から宇治

夏の夜名君ウ飼いのかが昨火︒

の風物詩︑宇治川のウ飼い風景は︑

水道の
技能資格者試験
▼試験・：9月20日脚▼申

ウの足並みを揃えさせることであ

▼対象⁝全日程出席できる

学校を出てから︑宇治町時代の

り︑﹁気が短かくては駄目﹂とも

に血刄胞いでいる︒﹁伝統ある

手話教室を開きます

言う︒

％％％％％

加で■flWMｔiん︒︵福祉課︶

人▼費用・：無料▼内容⁝うつ

2 市民会館

1 平盛小学校

日程

あ者の福祉についで・ろうあ

られた︒
︵たにもとさぷうつさん・ウ匠

会場

わしの役目ですわ﹂と語るその目

どこにもいるおじさんだが︑ウ
匠姿になるとガラ茫変する︒キ
マルのである︒そのせいか︑かつ
て大川橋蔵や市川︷晟らの映画に

に︑並々ならぬ意欲と誇ぴが感じ

形態を次の世代につなぐ︑それが

谷本さんは良き蜀代夕そんな風

もありましたわ﹂︒

です︒一晩旭日匹は戸取れたこと

った時のよシな匂いで判ったもの

アユの群が近づぐと︑スイカを切

川の事情には精通していた︒﹁昔︑
拿曾んは︑宇治川の伝統漁法を

平安の古章右今に続いている︒

昔は一晩で百匹も

横島中学校（少女）
○熊料

は︑左表のとおりです︒他の

市民総合体育大会競技種目日程

スポーツ教室のご案内
宏握華に在住︶

225

ウ匠姿で出演したこともあるそう
だ︒

ミョウガの収穫（東笠取で）

○女子（50ｍ）男子初級、上級（60ｎｉ）
○学生200円、社会人400円
※8月20日まで

弓泣
（遠的競技）

関西ヤマザキ（少年）
◎6人制、トーナメント戦

種目は次号でお知らせし泳ｙ︒

＜ぶＶ

10／9．10／16
ソフトボール
太陽か丘ほか
10／23、10／30

谷本三郎さん（64

申し込みは︑▼硬式テニス

ブ丿

8／28
バレーボール
（少年・少女

○Ｋ合方法、○参加費、豪しめ切り

会場

ぶヽ、尽 日程

る
宇治に生き

ｊ−゛］Ｌ。4・ｌ，ｌＳＩ

1983年（昭和58年）8月ｎ日発行第638号

宇1台ｒｆＪｊ攻だより

10月4ａ倒

・受診方法お届けする受診票・と注音事項をお読みの上、受診票を持って各医療機関で
直接受診してください。
・検診料1，000円（各医療機関で支払っていただきます）。

9月5日ＩＢ

午後6時−8時

午後6時〜8時

申込み書式⁝⁝⁝⁝
はがき一枚につき︑一検診・一
名のみ記入してください︒

・上記の検診料免除事項に
該当される人はその番号

︵あて先︶
宇治市宇治琵琶33
宇治市役所
保健予防課行

日会場名

⑩し1高言︶胆ん歌い

住所

▼申込み期間⁝8月11日〜8月17

第三希望

裏︵胃検診用︶

日日日

日会場名

日︵8月17日消印有効︶
は宇治市役所保健予防課︒下の

圖
日会場名
月月月

電話番号

ｉ）男女別
生年月日年齢

ｊｊＳｊｊｊｊ／／メノー／／／薗曇蚕豆果

の発生で︑多数の死傷者や

最近では︑日本海中部地震

きな被害か蔓けて章声巡︒

く大地震に見舞われては大

国であり︑昔から何回とな

日本は︑世界有数の地震

備してお去蛋しょう︒

し︑バケツ︑消火器か整

▼倒れやすい家具類は固定

準備して々笙しょう︒

を袋に″詞て︑普段から

重品︑などの非常持出類

食料︑飲料水︑衣類︑貴

地震に備えて

財産の損害が出たことはま

た記憶に新しいところです︒

▼家族の連絡場所︑避難経

︿地震が起きたら﹀

確認しておきましょう︒

残念ながらまた実用化され

敬かけ合いましょう︒

ち着くぷつに︑互いに声

▼人の多数いる場所では︑落

のは危険です︒

あわてて戸外へ飛び出す

なとにもぐりましょう︒

に身を寄せたり︑机の下

▼家の中では︑丈夫な家具

のと考えていいわけです︒

ば直接の危険は過ざたも

後ですから︑一分過ぎれ

震動の継続時間は一分前

下運動から始まり︑主要

▼大地震は︑通常激しい上

ローソク︑マ″チ︑薬品︑

▼携帯ラジオ︑懐中電灯︑

︿日ごろの用意﹀

地震の心得

切です︒

から心掛けておくことが大

切な処置を取れるぷつ平常

とっさの場合︑各個人が適

るもの︒このこと曳ふ頭に︑

地震は予期せぬ時に起こ

ていません︒

盛んに行われておりますが︑

路︑避難場所盈晟から

▼グラッときたらまず火の始末を

さて︑地震予知の研究は

防げぬ地震
防げる震災

・・−−・・・

裏︵子宮検診用︶

第二希望

▼申込み方法⁝はがきです︒あて先
書式に従ってお書きください︒

8月27日田

）＊

記入不十分な場合や︑電話での

8月26日吻

氏名・

申し込みは受け付けません︒申

9月27日心

第一希望

し込みを受け付けた人には受診
票をお送りします︒受診票を持
って直接検診を受けてください︒
※検診料免除事項
次の事項に該当する人は︑検診

10月1日田

を書いてください。
を書いてください。

料が免除されます︒
①満70歳以上の人②65歳〜69歳
の人で︑医療受給者証をお持ちの

9月26日（）Ｉ）
且椋公会堂

・受診対象者昭和58年4月1日現在満ｏ歳以上の人です。

9月16日附
8月24日刺−

人③生活保護受給の人④市民税非

9月1日田
9月12日川
小倉小学校

※上記の検診料免除事項に
該当される人はその番号

払いください）。・
検診時間午前9時頃からです。・
定員1，750人です。

課税世帯の人︒

9月14日徊
8月3ｏｅ（火）

▼問い合わせ・：宇治市保健予防課

9月8日畷
大久保小学校

︵⑩3141︶まで︒

〈注意事項〉

市では︑市民の健康を守るため今年も胃・子宮検診を実施します︒今年度から検

開公民分館

子宮検診医療機関と検診日時

表

診料は一部負担していただくことになりましたが︑一人でも多くの人に受診してい

9月6日両

伊勢田小学校

大・水・木
午前9時〜12時
シ、田病院
9月2日吻

圈圃匡］ロロ

ただくため︑胃・子宮検診とも定員を増やしました︒早期発見と早期治療は病気を

9月22日限
西小倉 集会所

〈注意事項〉・検診上記医療機関のいずれかで、昭和58年9月1日〜11月30日の間に受けていたた
きます。なお定貝は6，000人です。（先着順）

9月21日徊

Ｊト水・金午後4時―・6時
午後ｅ時〜8時

月−土

午前8時30分〜12時

都ｉｔ病院

午前9時〜12時 大久保
近藤産婦人科 月〜土
9月28日出
城南荘集会所

月〜土 午前9時〜12時
9丹19日㈲

ョンダ産婦人科

午後3時〜6時
宇治

ｎ■火水・令

稲垣産婦人科

午前9時〜12時
重永医院

伊勢田

紅奮

三室戸 集会所

午前9時〜12時
月・水金ヽ土
9月29日困
9月3日（Ｄ

午前9時〜12時
月〜土

久野医院
午Ｂｔ）9時〜ｌｌ時ＳＯ分

宇治病院

午前9時〜12時
月〜金
宇治小学杖

五ヶ庄

8月31日附

へ

木幡
9月24日附

胃検診申込書

・受診対象者昭和58年4月1日
現在で満4ｏ歳以上の人てす。・
子宮検診申込書
受診方法申し込みされた人に
は受診票を送付します。注意事
検診医院
項をお読みのうえ、指定の会場
住所
で受診してください。・
検診日の変更先着順てすので
氏名（●ヽりヵ ｊ．）
希望日を変更していただくこと
電話番号
があります。・検診料500円（検診会場でお支
生年月日年齢

克服する決め手です︒年に一度の機会ですからぜひ受診してください︒

9月13日（大）

月〜土

今年は手軽なはがき申し込みで

8月25日田

下村医院

月〜土 午削ＩＯ時〜ｎ時30−≫
秋岡産婦人科 菜■■｝＜．
小倉
午後6時〜8時
9月7日㈲
ｉｊ
9月17日

ｒｆｒで｜地臥療機関名 検診曜日
時間
時闘
午？！1）9時〜12時
広野 平田医院
月〜土 午前＾時〜12時
月・火木・金
■ｆ−ｄ，川病院
午後3時〜6時
一月〜土 午前9時〜12時

山本医院
木幡公民館

迭療機関名 検診曜日
所ぞｉ地

8月29日㈲
9月9日出
六地ａｔ公会堂

胃・子宮がん検診を受けましょう

胃検診会場と検診日

1983年（昭和58年）8月11日発行（4）

宇ｉ台ｒＵｊ攻だより
第638号

1）
8月22日（
8月23日（幻
保健医療センター 9月20日灯
10月3ａｎ

①

害の火災です︒これは実

▼地震で恐いのは︑二次災

れによることが多いので

は︑気が動転して消し忘

す︒揺れが激しい時でも︑

一時避難のあと必ず火を

消し切りましょう︒普段

から︑小まめに火を止め

る習慣をつけることが大

切です︒

い路地の通行は避けまし

▼落下物や倒壊物の多い狭

すパニ″クに注意し︑建

▼街中では群衆がっくり出

物の中か︑倒壊物の恐れ

の少ない道路中央部へ出

るぷつにしましょう︒

︿安全に避難するために﹀

示に従い︑統一的に行動

▼警察︑消防︑自治体の指

しましょう︒

たり︑交通が渋滞したり

▼大地震では︑道路が壊れ

して︑自動車は避難の役

に立ちません︒必亥輦

︒天災は忘れたころにや

で避難ト差しょう︒

ってくる″有名なことわ

ざを家族全員で肝に命じ

て︑地震による災害か最

少限に防止じたいもので

す︒︵消防本部︶
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