市内の
高齢者

9月15日から老人福祉週間

柴田さん︵96歳︶ら9人

田晋平さん︵木幡大瀬戸十二番地︶

がけて池本市長は︑九十六歳の柴

さる九月二日︑敬老の日に先

てくださいました︒

詩吟で﹁江差追分﹂を力強く吟じ

庭の手入れと詩吟とか︒お別れに

漂わせておられました︒健康法は︑

お祝いしました︒︵上の写真は︒

問︑記念品の毛布を贈り︑長寿を

して市長を待っておられました︒

柳田さんは︑座敷にきちんと正座

︵明治二十年四月三十日生︶です︒

西浦にお住まいの柳田イマさん

つづいてお訪ねしたのは︑木幡

と︑同じく九十六歳の柳田イマさ

カタジャクたる柴田晋平さん︒下

ん︵木幡西浦十七番地のＩ︶を訪

の写真は︑にこやかで︑もの静か

対談中も︒細かな気遣いをしてく

年四月十一日生︶を訪問︒柴田さ

谷なをさん︵小倉町南浦︶︑辻川

渋谷キヌさん︵広野町西裏︶︑木

このほか︑市では︑九十六歳の

られました︒

にこやかにうなずいて︑答えてお

だきたい﹂との励ましのことばに︑

度は︑百歳のお祝いに寄せていた

ことができました︒市長の︑﹁今

姿には︑古風な女性らしさを伺う

ださり︑やさしく︑もの静かなお

な柳田イマさん︶

市長が

敬老訪問

市長は︑初めに木幡大瀬戸にお

んは︑最初は技術者︑のちには教

さん︵宇治山本︶︑九十五歳の左

アイさん︵菟道池山︶︑前西さだ

住まいの柴田晋平さん︵明治二十

師として歩んでこられた経歴をお

をピンとのばした姿勢は︑カタジ

お贈りしました︒

道山田︶のみなさんに︑記念品を

さん︵開町︶︑粂田そのさん︵菟

ハツさん︵宇治妙楽︶︑木口光造

持ちのかたです︒若い頃は天真流

ャクそのもの︒テレビも国会中継

の剣士として活躍し︑今なお背筋

を好まれるなど︑硬骨なお人柄を
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お年寄よりに愛と思いやりを

長寿をお祝い
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よ
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政

敬老特集

りの状態で一〜私か毎甘

言生沢吻母親が寝だ参

に︑そのお年寄りを特別養護老人
ホームで一時的に保護する制度で
す︒
ただし︑そのお年寄りに伝染性
疾患があったり︑ホームの他の入

のため介護ができなくなったとき

家庭で寝たきり老人を介護されて
いる家族が︒病気や冠婚葬祭など

寝たきり老人の一時保護は・・・︒

簡
ｔ話1糾でお泰東光三
晋賃．診昨診持嫁畏朧

本吉賄・私誓簒良訟陽刄

屡竃報
14京極率Ｉ⑨頌
蜃⑥たいのですが回主大﹈の毎万
剱1弩が痢が紋服に琵妙奥

市の入浴サービスについて⁝︒

12：00

敬老祝金は︑九月十五日現
在満七十歳以上で︑今キのＩ

敬老祝金を支給

ださい︒また︑ご乗車の際︑
市職員の指示に従ってくださ
い︒

け早い時間のバスにご乗車く

巡回バスを利用される人は︑
混雑しないように︑できるだ

永谷宗園前

市の在宅寝たきり老人等

谷川設計事務所前

11：5012：04
12：2512：34

入診サービス事業は︑おふ

11：4712：22

ろに入ることのできない在

北宇治中学校前

答

林屋製茶前

宅の寝たきり老人にそのままの状

11：4512：20

態でおふろに入っていただこうと

現在︑このサービスは入浴施設

農協横島支所前

12：0712：37

去年の四月から始めました︒

をそなえた病院に委託して実施し

12：0212：32

東岡屋集会所

⁝⁝私の家にはぐ寝たぎ

︑︒15一

ています︒費用は無料ですが︑利
用回数は月二回以内となっていま

申請書は︑福祉課老人福祉係に

す︒

ありますので︑あなたのおばあち

岡屋小学校

りのおばあちゃんが︷〜

・

・
作︷︷

能勢医院前

問

作︷

11：5212：27

︑ます︒寝たぎりになＩ

11

ぜひ︑このサービスを受けてくだ

ゃんも申請されたらいかがですか︒

ことしも︑市では長い間社
会に貢献されてきたおキ寄り

の労苦をねぎらうため︑市内
六会場で敬老会を開きます︒
敬老会に来場していただけ

るのは︑大正ニキ九月十六日
以前に生まれた満七十歳以上
の人です︒対象となる人には︑

小泉米穀店前

・た頃は言私が鰍いで蓼ぶぷに大

﹈皿

・

さい︒

あなたのおばあちゃんの
ように自分の家族や知人を

はがきで日時や会場などをお
知らせします︒

敬老会会場では︑午後一時
からの式典後︑民謡やおどり

12：0012：30

︑゛一¨ＩＩ ⁝⁝⁝⁝一︒ ．Ｅａ︒ｉＩ．Ｉ⁚﹃︒ ⁚ Ｉ．﹃
︷入翁ていましたぐおぱあぢ筒

元の体な動きにぐ泰なｍ︷熟

余重べ大拓乱心髄を素亮一〜一一
息ｙぼ敵影糾を葉彩鉛和

じていまず︒大串治市が寝た祭

⁝⁝梁一三︷ヤ々首

り老人の入浴サ千彗奮さ穆︒
価脈影鉛蕗糾に琵俗形紆

蘇縁談

一

一一
1 ・
11

保険本人の場合は︑五十日が限度
です︒

われていることと思います︒もし︒
あなたが入院された場合︑一丿三
百円︑二ヵ月を限度として支払う
ことになります︒ただし︑被用者

支払うことになりました︒
あなたの場合は︑現在通院され
ていますからＩヵ月に四百円支払

老人の入院費用について⁝︒
問

言
油 言
脱誤脱宍

． Ｉ・．縦組11刹蕃
・

入院して一部負担金を支払う期
間の二ヵ月とは︑入院日から入院
日の翌々月の入院の日の前日まで
の間です︒たとえば︑十月七日に
あなたが入院されたとしますと︑

答

まちがえるのは相当すすん
だ痴ほう状態だと思われます︒
市では︑在宅の痴ほう性老人を
介護している家族が病気や冠婚葬

中御蔵山本通り（本田さん宅前）
12：0312：33

12：0212：32

巨椋神社前

12：30

中御蔵山本通り（アパート白水苑前）
12：0012：30

明星保育園前

1冪笹鉱ぼが雁右酎おじが態
Ｉ追啓〜一亘加聾一︷．一・．．
朧朧脱

胆綴綴京毒

それ以後の一部負担金は支払う必
要はありません︒

十二月六日までとなります︒計算
ことしの二月一日から老人保健法が施行さ
しれ
ま︑
す医
と療
︑を
三受
百け
円る
×人
六は
十一
一部
日負
＝担
一金を
答
万八千三百円を支払うこととなり︑

⁝⁝⁝⁚︑⁝⁝⁝⁝私の家の．おぱあちタ

痴ほう性老人の一時保護は⁝︒

一⁝⁝問

証拠茫剔ぐかヴ⁝⁝⁝で斟

えは老入特有の痴ぼ蚤

凛し迦︒最近ではご家族や無
人をまちがえ＆はＩにずすんＩ

許波多神社前

福角ショッピングセンター前
12：0312：33

12：0012：30

12：00

木幡郵便局前

4712：27
1112
37
5012：30
12
40

木幡公民分館前

11：5012：25

12：0012：30

笠取小学校

三軒家公民分館前

南部公会堂

22 0242

11：4712：22

御蔵山参道バス停

12 5439

22 0444

御蔵山商店街入口

12 57124212

森本バス停

4012：20
30
4312：23
12
33
11124512：2535

堀池郵便局前

宇治菟道郵便局前

12 5237

紫ヶ丘団地
（5の通り）

12：0012：30

12

12：0512：35

9月11日から6会場で

木幡バス停

府道三室戸

桐ケ丘（梅垣パン店前） 12：00

新田

0747

11：4512：20

12：0212：32

西目川公民分館前

敬老会にご参加を

0040

111250123512

12：0212：32

12 5838

任天堂前

11：4812：28

12 5535

12 4833

専売公社住宅前バス停

11124530

宇治病院前

宇治養護老人ホーム 11：30

東目川（中西紙業前）
11：4012：20

専用バス時刻表

専用バス時刻表

専用バス時刻表

9月11日
御蔵山小学校
9月15日
西小倉中学校
9月18日
東宇治中学校

所者に迷惑をかけるおそれがあっ
て︑入所が不適当と認められる場

5問題は多いものと思われます。そこで、ここ

礁か町血天然母膨の1噺転

いる福祉施策のー部を、問答形式でお知らせし

じで に訟蔭ぼかお水松蝉1藍

5世代の市民が自らの問題として考えなければ

柴年でし量胆町示﹁竃往言

いるのではないでしょうか。今日、お年寄り自

木幡山手町

三室戸寺口

合は︑保護の対象とされないこと
があります︒
くわしいことは︑福祉課老人福

うとしています。急速に到来した高齢化社会を

市では︑昭和五十六キ六

ｔきがいを感じ、社会的にも意義ある生活が送

月から在宅寝たきり老人短
期保護事業を実施していま

福祉施策6問6答

12：0012：30

明星町入口

バスの送迎もあります

祉係にご相談ください︒なお︑入
所費用は生活保護世帯の場合を除
き︑一日千三百円︵食費︶がいり
ます︒

きょうから始まります。日本人の寿命も延び、

答
す︒この事業は︑あなたのように

お年寄りのための
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できています︒それで︑私がい
つも目を離さないように注意
しています︒ことしは︑法事
で主人の郷里に帰ることにな
っています︒おばあちゃんの
元気な頃は隣のひとにたのん
で出かけていました︒しかし

祭などのために介護ができなくな
ったときに︑そのお年寄りを特別
養護老人ホームに一時的に保護す
る︑在宅痴ほう性老人短期保護事
業をことしの六月から実施してい

など楽しい催しものがくりひ
ろげられます︒また︑記念品
を用意したり︑血圧測定や健
康相談も受けますので︑ご近
所おさそいあわせのうえ︑お
気軽にご来場ください︒

月一日から引き続き八月末日

まで宇治市に住民登録され︒
住んでおられる人に支給され
ます︒

この祝金は︑敬老会の会場
でお渡ししますので︑案内状
についている領収書に住所・

氏名をご記入のうえ印かんを
押して持参してください︒な

12：00

なお︑市では各会場まで敬
老会専用巡回バスを運行しま

11：5012：25

神明
11：5212：27
（昭石ＧＳ：）ｔ側）
日産車体アパート7棟前
11：5412：29

ます︒
ただし︑そのお年寄りに伝染性
疾患があったり︑その他適当でな

12：0312：33

｀に﹄ａｙ｀μ ″・4ｔｒｒｒＪＦ″Ｆ︲μ

12：0012：30

城南荘バス停

いと認められるときは︑対象とさ
れないことがあります︒

名木バス停

お︑印かんが押されていない
と祝金をお渡しできませんの
で︑ご注意ください︒

11：5312：25

す︒この巡回バスの巡行時刻
は左・右の表のとおりですの
で︑専用停車場や時刻をご覧

塩谷医院前

のうえご利用ください︒この

12：0212：32

蛇塚（ウェダ酒店前）12：0012：30

福祉課老人福祉係にご相談くだ
さい︒なお︑費用は生活保護世帯
の場合を除き︑一日千三百円︵食

11：5012：22

費︶がいります︒

車いすを貸してもらえるか⁝︒

問

砂田集会所前

では宇治市が行って1

ます。ご活用くださ1

分できない場合に︑家庭奉仕貝が

した︒

市では︑病弱などにより一一
自力で歩けない六十五歳以

12：20

身や家族が抱えてい；

家庭奉仕員の派遣について⁝︒

問

い状態になっています︒

しびれて十分な介護ができな

答

上の老人のために︑車いす
を無料で貸し出す制度をつくって

12：0512：35

安田町バス停

れるように、あらゆ；

料が一時間当たり五百八十円︑三

います︒あなたのおじいちゃんも
該当すると思われますので福祉課
老人福祉係に申請してください︒
旅行だけでなく病院の通院などの

北山バス停

国道・大久保バス停 124602 125111：562612：31
総合庁舎前バス停 12：1112：31
2 36 2 42
蔭山バス停（ヒサ食堂前）
大久保トップセンター1112
12：0012：30
35111512 4520

ならない時期にきて1

万円未満の場合は二百九十円がい
ります︒なお︑所得税非課税世帯

までは無理ですがブ車いすで
私かついて行けぱなんとかな

12：0912：29

12：30

きましたが⁝⁝︒

宇治市家庭奉仕貝派遣制
度は︑あなたのご家庭のよ

1212
06122612 1636

志津川
（竹久酒店前）
白川（茶研入口）

答

12：0012：30

南陵町（博文堂前） 12：0212：32

西町バス停前

場合も貸し出しの対象としていま
す︒

桃花苑

ユニチカ正門前

ると思います︒おじいちゃん
も高齢なので旅行も何回も行
けるものではありません︒車

1212
04122412 1434

迎えて、お年寄りｔＨ

については︑従前どおり無料とな
っています︒
くわしいことは︑福祉課老人福

︵大久保町・広野町地域﹀

池田やゑ︑

操︑村田

岡村重行︑

11：5212：27

1212
02122212 1232

9月23日
西宇治中学校

ことしも敬老会が1
祉係でご相談ください︒

亮三︑深山ひろ︑
道夫︑高井よ志︑
朝子︑出鴬清作︑
重野

斎悪天郎︑

開公民分館前

114258 124711：522212：27
県神社前
2 32 2 38
電々公社前
12 4400 124911：542412：29
2 34 2 40
南京信本店前

うに︑日常生活に支障があ
る老人などへの世話を︑家族が十
ことしも︑めでたぐ八十
八歳の米寿奪？答れるか
たは次の主人︒敬老会の
会場で︑長寿をお祝いし︑
赤ざぷとんをお贈ひし柔ｙ︒

2（

西田ミスエ︑

宇治橋西詰（都計道路）
12：0712：27

12：0012：30

︵宇治・折居台地域﹀

11：4512：30

緑ヶ原バス停

山本まさ︑

城南高校

12：0212：32

嘉納フクエ︑

11：5012：25

元愛泉病院前

片岡シカノ︑
西田タネ

︵横鳥町・小倉町地域︶
谷とめを︑長洋一雄︑
上妻つぎ︑高野クニ︑
折目竹松︑村田房次郎︑
白波瀬リウ︑川嶋ぬい︑

︵写真は︑敬老会会場で

尾崎きい

米寿の人をお祝いする池本
市長ト去年の慾器のも
ぶコ︒︶

宇治橋西詰

近畿農政局横公園前 12：0012：30

ゝゝゝ

で

11：5012：20

神明小学校前

1112
40112012 5025

水小松岡
戸畑葉

専用バス時刻表

専用バス時刻表

専用バス時刻表

︵敬称略︶

︿伊勢田町・神明・羽拍子
町・開町・南陵町地域﹀

後藤キン︑大野木うさ︑

松原美智恵︑貞安ひう刄︑

中塚花子︑高橋文之助︑
内川福松︑川崎喜作︑
長谷川みっゑ︑古川ミト

ゝゝゝ

9月11日から6会場

0512：102512：30
城南荘集会所
12120 0122012

11：5512：35
さつきケ丘入口（シンキ商店前）

︵六地蔵・木幡地域︶
金森いさ︑伏原ｔ尤︑
西村つう︒川村清治郎︑
堀内よレゑ︑梅田キイ︑
桑原さと︑永原ハツ︑
外田タマ︑西村すゑ︑
内田コノエ︑辻コツル︑
小幡キクノ
︵五ヶ庄・菟道地域︶
曽谷キク︑植村庄三郎︑

久保田てい︑森田集Ｒ
ｙ罹藤太郎︑調タカヲ︑

235

守山ｔ芋︑田中栄吉︑

劣彰膳

を

京阪宇治駅

11：4212：27

徳岡医院前

発雛

敬老会にご

11：4012：25

大開小学校入口

国鉄新田バス停

爾メプ

ｍ
松

人生八十年代に入ろ・

敬老会会場で

バスの送迎もあります

広野三軒家集会所

大信建設前

ゝゝゝ
果難ｉ算

9月25日
莵道第二小学校
10月2日
南宇治中学校

法ムノ

フロ

簒笛
松山井宮
山本上崎

お年寄りのため
の福祉施策6問
6答
根井モト︑田中季造︑

米寿の人に赤ざぶとん

市

宇1台
（3）第641号

ミ

ミミ

ミミ

−

ミー

−

−−

・−

−−

−−

ミー

−

−−

−−

−−

ミー

一−

工事期間は︑五十八年九月

1
ー・
ミミ
ミミ
ミミ
ミミ
ーミ
−ミ
−
−−
−−
−−
−
−−
−−
−−
・・
−・

10月4日︑11日︑いずれも火
曜日の午前10時〜正午▼とこ

ろ・：総合福祉会館▼講師・：子

μもの遊び研究家︑玉岡美智

議会︵ｓ⑩5650︶へ︒先

費︶▼申し込み⁝社会福祉協

子さん▼費用⁝五百円︵材料

〜9時半▼ところ・・・岡屋小学

︵社会福祉協議会︶

着30人まで受講できます︒

行方不明の人を

さがす相談所

お気軽にご利用ください︒

一一

自動ドアに
庁舎玄関が

十日午後から十月十五日まで

▼とき・：9月25日間︑午前
9時から午後5時▼ところ⁝

Ｉル︒

︵市民体育課︶

参加希望者は︑直接会場へ︒

布の絵本

縫いぐるみ講習会

布の絵本︑縫いぐるみの作

り方講習会を開きます︒心身

障害児の交流の場としでＨ月

に開設を予定している﹁おも

ちや図書館﹂のボランティア

養成を目的としでいます︒楽

しみながらボランテー症動

・

▼とき・：9月20日︒27日︑

に参加して岳ゞせんか︒

・

▼とき・：9月20日脚から26

−一

人形劇
フェスティバル

の予定です︒

ります︒

入口は︑左記の図のぶっにな

工事期間中は庁舎本館の出

山城町棚倉方面▼対象・：市内

をさしあげ拿ｙ︒
なお︑5募作品は︑返却し
ません︒

●

在住の児童・生徒︵小学校4

工事中ご協力を

のための建築物等環境整備要

9時半から▼ところ・：黄柴山

︵青少年対策室︶
スポーツひろば
▼とき⁝9月23日剛︑午前

1

参加団体の募集
年生以上︶▼指導二落市野

▼持ち物⁝食器類︑水筒︑新

綱に蔵つき︑庁舎本館玄関を

外活動サークル必一員▼内容⁝

▼とき・：11月13日面︑午後

聞紙︑米Ｔ合︶︑かまぽこ板︑

自動ドアに改修するための工

から▼ところ・・・宇治市公民館

・・・10月1日出︑午後1時から

軍キ︵綿︶▼服装・・・軽装︑は

飯ごう炊さん︑野外ゲーム

宇治市公民館で▼申し込み・

支流だ靴▼参加費・：材料費

3階大会議室▼第1回準備4Ｒ

問い合わせ・・・9月28日伽まで

市では︑福祉のまちづくり

に宇治市公民館︵豊⑩280

事か行っています︒工事期間

哲兄に何かとご迷惑をおか

中につきましては︑ご来庁の

けし求ふ︑この工事の趣旨

として三百円︑交通費各自負

申し込み・：参加費か添えて9

か干分にご理解いただ孝まし

担▼定員：巾人︵先着順︶▼

月21日困までに︑お4ぐの公

住所︑氏名︑年齢︑職業を明

で︑ご協力をお願いし示ｙ︒

点心︑観月舟︶︑当日千円︵抹

︵字治︑木幡︑小倉公民館︶

民館へ︒

4︶へ︒︵宇治市公民館︶
子どもハイキング
秋空のもと︑子芦もハイキ
ング夕行います︒お友だちと
一緒に参加してぐださい︒

住し︵学校が遠いため︑本人

記し︑教育委員会青少年対策
室︵〒611宇治市宇治琵琶45︶

茶または煎茶︑茶多ぼ︶
お問いふＢせは観光協会︵豊

のみ下宿の場合も含む︶︑学資
の支出が困難で他の奨裳涯

へ▼締め切り・・・9月30日廊︒

＝五千円︒︒大学生︱︵国公立︶

青少年文化研修道場▼参加資

入選者には︑ 賞状と記念品

⑩3〜4︶へ︒︵商工観光課︶
第6回市民将棋大会

ど夕受けでいない人▼募集人
員・・・若干名ｙ貸与額︵月額︶
・・・高校生︱︵公立︶四千五百

八千円︑︵私立︶一万一千円︒

格・・・早治市民または市内に通

▼とき・：9月25旦閲午前

なお︑奨学金は四月にさかの

勤︑通学しでいる人▼試合方

円︑︵私立︶八千円︒高専生

ぽって貸尹笙す▼申し込み

高学年︑中学生︶およびＩ．般
10時〜正午▼ところ・・・南小倉
小学校▼内容・：ゲートボール︒

法・・・小︑中学生の部︵低学年︑

参加希望者は︑直接会場へ︒

長の推薦調書︑成績証明書︑

の部︵有段者︑級位者︑初級︶

・・・福祉課にある願書に︑学校

▼参加費・・・小︑中学生五百円︑

▼とき・：9月19日側よ⁝︶月

バレーポール教室

吊民体育課︶

在学証明書奮ｙ八て9月30日

または社会教育課︵豊⑩31

20日脚までに将棋団体葵昌
桜井実さん︵豊⑩0423︶

▼申し込み・・・9月Ｈ日面から

一般七百円︵いずれも昼食付︶

圖までに母子児童福祉係まで︒
︵福祉課︶

策定協議会

地域整備計画

︿広野町地域第4回﹀▼と

・

校︑北小倉小学校▼対象・：婦

17日囲の毎週月︑木曜日︵10
月10日脚は除く︶︑午後7時半

・
・

人初心者︑各会場とも20人ま
で▼申し込み・・・電話で市民体

︵市民体育課︶

育課︵豊⑩3141︶へ︒

高齢者

一一

お知らせ

市奨学生の募集
▼対象←父および保護者
が市内に引き誓答年以上居

は︑はずしでおく︒
▼強い風が吹いているとき
は︑屋外に出ない︒
▼山沿い︑低地では特に山
くずれ︑浸水に注拿右︒
﹁天災は忘れたころにやっ
でぐる﹂⁝有名なことわざ
奎聡器具で肝に銘じて︑
台風による災害を最少限に
したいものです︒

41︶へ︒︵社会教育課︶

・

日囲︑いずれも午前9時から

ミー

申し込み・・・宇治市公民館︵Ｓ

洛ん▼定員・・・40人︵先着順︶▼

9月26日から社会教育講座
連絡協議会と共催で社会教育
講座を開き毒す︒

1時〜ｔ時▼ところ・・・宇治市

⑤2804︶へ▼保育⁝学習
征れている間︑︱歳四宝の幼

公民館▼講師・：文学研究者︑

︵豊⑩284︶へ︒

保育希望者は︑雲帑公民館

す︒おやつ代μしで五十円︒

菅野信賢さん▼保育・・・2歳以

文学講演会

児拘人公｀育し柔ｆ︒希望者

lO月29日（IJ
午1≪2吽〜4時

は申し込み時に︒おやつ代二

4

上︑定員は15人︵先着順︶で

社会教育講座日程

▼とき・・・9月29E團︑午後

えて安全な避難場所と避難
経路か確認しておく︒
▼避難するときの皆竹品を
非常袋に入れ︑すぐ持ち出
せるところに置いておく︒
台風が近づいたら
▼ラジオ︑テレビ侃侃情
報かエぐ聞いて正しい情報
をつかむ︒

き・：9月抑局一︑午後7時半
から▼ところ⁝広野集会所︒

青少年健全育成の
シンボルマークの募集

Ｉ

午後5時まで▼ところ⁝国鉄

軽スポーツ教室

・

Ｉ

洽工事中ロ

学習テーマ
月日

百五十円がいります︒

10H22a（11
午筏2時〜4時

︵消防本部︶

︵企画課︶

青少年健全育成協議会では
創立五周年名哭て︑青萍
の健全な育成を象徴てるマー
クか募集します︒
▼作品内容・・・青少年が明る

●

公民館を知ろう

地域でサークル活動をして
いる人これ？巳てぷよシと

ろ←落市公民館▼講師・：府

②

▼日程・内容・・・下表▼とこ

かもっと利用して廠ませんか︒
教委社会教育主事︑美若忠生

考えでいる人︑地域の公民館

宇治市公民館では︑サークル

くらしと防災
毎年各地に大きな被害を
もたらす台風は︑夏の終わ
臼から初秋にかけでやって
きます︒
台風の被害を最少限にと

▼強い風で飛びやすいもの

第6回
宇治川観月茶会
川面にゆらで十五夜の月︑
秋風が運ぶ琴︑尺八の音Ｉ秋
の夜ならではの風情を味わっ

・

︿西小倉小学校﹀＝9月18日

くたくましぐ成長してゆく姿

Ｉ

か表現したもの▼5募資格・：

▼とき・・・9月17日出︑18日

てみませんか︒

私の台所

特産

宇治の

我国では︑江戸中期の﹁大

和本草﹂に﹁唐がき﹂の名

があるが当時は観賞用︒食

用は明治以後だが︑庶民に

普及したのは昭和になっで

と﹁食用になる狼の桃﹂︒奇

く廓わない養液栽培まで︒

えて施設栽培では︑土か蚕

昔ながらの露路栽培に加

栽培方法も最近は様変り︒

から︒

妙な命名だが︑昔ヨーロ″

トマトの学名を翻訳する

パではトマトの中に狼のよ

里そもモの一つ磯耕栽培

などイタリア料理に

スパゲティ︑ピザ

五丿出荷︒

培︒京都市場へ二十

数軒が三＋7程度栽

り入れている農家を含めで

︵れきこうさいばい︶を取

刄欲情を刺激する物質が

含まれていると信ｙにＫれて

いたため︒英語でラブーア

ップルと言う場合

も同じよ之遊味︒

原産は︑南米ア

欠かせないのがトマ

ンデス高原だが有

史以前に中央アメ

了させていただきます︒

﹃私の台即は︑今回で終

ご愛読いただきました

と実に良元い︒

に色どりの野菜忿あＬらう

に敷きつめ︑その上

盛ひ付けも平らな皿

先が変つで楽しい︒

輪切りにするのも目

るとき︑真横に薄ぐ

ト︒野菜サラダを作

リカに伝わぴ栽培

化︒ヨーロッパヘ

はメキシコか征服

したスペイン人が

持ち帰ったが︑当

時は果実特有の臭

いが嫌われ食用に

はされず︑もっぱら観賞用︒

初めて食したのは勇気ある

イダリアペアメリカには︑

独立後逆輸入され︑生食用

の大型品種を中心に発達︒

＝ ；く；。／

まつ赤に熟したトマト（伊勢田町で）

指轟前

；

J……

Ｉ

︵西口夕田たところの西側2

9月20日脚〜30日出

●

京都駅烏丸西口︑団体待合室

。。，。……。

・

面︑午前10時〜正午︒

≒…

＼

……j

・

︿木幡小学校﹀＝9月25日前︑

トマト

ですが、興味のつきない材料にあ

…
＜j

…言

Ｉ

︵宇治警察署︶

％

・

宇治市内に住んでいる人▼5

階︶︒

−
で／mnペ

Ｉ

募方法⁝官製はがきまたは同

︵雨天順延︶▼ところ・・府立

間︑いずれも午後5時〜9時

内容は︑いずれもゲートボ

．II

公尺館の運営・事裏
3
らない。

・

午前9時Å

V

j

i

ふれています。

s・。‥。−・；・；丿：I・ゝ
に……゛−｀

。・：・r
レlyプ

宇治市観光センターで

・t

；ぶ・−：
i

芦洒るには︑日ごろの心構

内91（n⑩4687）

・

基曾さの白紙に︑黒色でマ

−

2
バケツをひっくり返したような表現がピッ
タリの激しい雨．

i
………… ・…
…，。

……゛・ｋy

＾

／

宇治の誇りです。あまりにも有名

えが最奈ハ切です︒台風か

雨量と降り方

●

公民館の施tiと機能

S i 式 講 座 を 遣 め る に あ たって
公民館とはなにか
10月8日（J
午後2時〜4時

30ミリ以上危険地帯では、避難体制に入らなければな

34の7（nR8290）

・

ークをかき︑デザインの説明︑

J

宇治の観光地を順次拠点別に紹

○宇治市小倉公民館…小倉町寺

M根かわらが＊iび、テレビアンテナが倒れる．
雨戸がはずれ、しっかりしない家は倒れる。
40m／秒 小石がとび散り、列車も倒れるほどの強さ。

これからのii尺館
1 1！
t）
Ｕ−
山4 時
午
毫122時

5

団 体 ・ サ ー タ l ＼ ． 活 動 と公尺館

1

9）l24日巾
午後2時〜4時

雨の降り方
雨の音かよく聞こえ、たちまち水たまりが
5−10ミリ
できる。
地面一面に水たまりができ、雨音で話し声
10〜20ミ＞l かよく聞こえない。長雨のときは警戒か必
要。
土砂ぷりで下水がtzちまちあふれ｀、小河ill
20−30ミリは、はんらんし，＊・ヶくずれの危険がある。

○宇治市木幡公民館…木幡内畑
子どもは歩けない。大人も身体を 傾 け や っ と 歩 け る 。

ｌ

宇治公園︵中の島︶▼茶券⁝

…

＝I

回は「平等院」。この国民の財産は

jt＾jj

1
＼

介していこうという企画展の第1

ら生命︑財産を守るために
次の点に注意し家族で対策
を立てでお膏蛋しょう︒
いざというときに
備えて
▼家屋︑塀などか補強し︑
溝や下水の流れかエくする︒
▼停電に備え︑懐中電灯︑

ジオなどを用意しておく︒

1時間の雨量

○宇治市公民館…宇治里尻71の

風の強さと被害程度

Ｅ▼本館1階
凪ふ

前売二千五百円︵抹茶︑前茶︑

齢雀r

宇治観光拠点別紹介
企画展
第1回平等院

公民館活動発展に向けて研修会（宇治市公民館で）

台風に備えて

9（O＠2804）
かさかこわtLる。
とりつけの悪い石板やトタン板がこわれる。

lOm／秒
15m／tl
20m／秒
25m／秒
30m／秒

ろラそぐ︑トランジスタラ

▼災害が発生した場合に備

情報を正確につかむ
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