九月二十一日から秋の交
通安全運動か全国亘斉に
行われます︒
今年の一月から七月まで
に市内で起きた交通事故は
四百九十件︑昨年同時期に
比べると五十四件の増とな
っています︒
事故による負傷者の多く
はお年寄りや子が召ずが︑
最近ミニバイクの女性も増
えてきています︒
五十八年上半期︵一月か
皇八月︶の交通白書でも︑
宇治警察署管内で発隼した
事故の約半数がミニバイク
や自転車に関係したものと
なってい毒了︒
吏紘生原因では︑出合
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女80，216人

投棄の監視に努めています︒

の協力を得て︑ごみの不法

市では︑市民のみなさん

ンバーをお知らせください︒

時︑場所︑内容物︑車のナ

報していただくときは︑日

は︑禁止冷呼びかける看板

いますが︑基本となるのは減

でごみの有効利用が図られて

みを不法に捨てている現場

芦防止に努めています︒ご

捨てる前にもう一度見直して

ものかも知れません︒ポイと

の協力を得て警足︒現在百四

八十七の町内会︑自治会など

六十件の情報が寄せられ︑﹁こ

六年六月に開設以来︑月平均

不用・回報センター︵開設は

（府営西大久保団地で）

ご利用を

みぞ掃除の容器

現在︑町内会などでそれ

⑩3141︶へ︒

い合わせは清掃事務所︵容

ます︒お申し込み︑お問

れる容器をお貸ししてい

掃除専用に土砂などかすハ

いますが︑市では︑みぞ

市では現在︑各家庭から日常出される燃える
をし
立て
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ごみ減量で財源を有効に

窄当地や山間部などごみ
快適な叫つくりに欠か
人間の暮らしがどんなに文明化しぷつと無くならないのがごみです︒私たちは︑このごみへ
ギーが提
をの
不対
法応
投ひ
棄と
しつ
やで
す︑
いい
場っ
所そ
にう快適な暮らしをおくることができます︒漠然︑省エネル
せないのがみぞ掃除です︒

今日のごみは明日の資源に
清潔で快適な生活環境づくりの柱といえる清掃事業は︑

か見つけたらすぐに清掃事

務所︵ａ⑩3141︶へ︒

量です︒
五十七年度に市内の家庭か

市民の皆さんのご理解とご協力で改善︑充実されてきて
います︒省資源︑省エネルギーが各家庭でも取り上げら

四十七年度は二万一千ノで

よそ二万一千三百台分︒

すからこの十年間で約一・五

みましょう︒

五十河のごみ︵卵一個分の重

土ハの団体の協力を得て実施

古紙回収事業は五十年八月︑

倍に︒

さ︶か減らす三年間で十八

道路整備︑公園造成など他の

んな品物か譲ってほしい︑譲

六︑七︑八月と十二︑一︑

11111111111111111自ＩＩＩ

自11111111111111自ＩＩ−ＩＩ

︲を111自11111111111−︲−ＩＩａ11−︲1111ｔ1−1111−︱ＩＩ

しでの負傷は、作業をする者にとって悩み

そこで︑市民ひ菅糸一日

キロ︑市の人口が約土︵万人

しています︒

回収した古紙は紙製品に再

ですから市全体では︑二千八

生︒パルプの節約となり貴重

百ノ︑一割弱の減量が回蚤

な森林穴原の保護にも役立つ

ことになります︒

す︒清掃車で︑およそ一千八

市民一人ひとりが︑ごくわ

百台分に当ります︒

また︑家具︑電気製品︑子

ｙｒ︶用品なμ蛋だまだ使用で

ずかでも毎日ごみか減らすと︑
年間では︑かなりの量になり

きるものはありませんか︒

公共事業を進める財源になり

りたい﹂と交換リサイクルに

不用品情報センターは五十

ます︒当然処理に要する費用

李ｙ︒貴重な市の財源は︑少

役立っています︒今年の八月

も軽減されその分学校建設や

しでも有効に使いたいもので

活の中に管実に根か張ってき

には八百件を突破︒市民の生

す︒

古紙回収事業

役立っています

家庭から出るごみの約半分

二月の間︶は︑商工観光課へ︒

古紙回収事業は清掃事務所︑

ています︒

はリサイクルできるものです︒

不川品情報センター

他の家庭では必要としている

の種です。

0番でも受け付けます︒通

−ド﹀
▼とき・：9月22日田︑午
後2時〜4時▼ところ・・・日

Ｉ駐車場︵六地蔵町並︶▼
第3回⁝9月27日㈹︑田中
診療所前︵宇治橋通り︶い
ずれも午後1時〜4時︒

▼とき⁝9月29日田︑午

︿茶つみ娘の街頭指導﹀

後2時〜4時▼ところ⁝国

キケンと表示を

ました︒きょう九月二十一日から清掃週間がはじまりま

▼安全運転の確保︑特に安
全速度の励行とシートベ
ルト笞用の推進︒

産車体前から近鉄大久保駅
を経てニチイ大久保店前︒
︿空から交通安全啓もう﹀
▼とき・・・9月26日囲︑午
前10時Å⁚⁚一時▼内容・：府警

ヘリコプターによるメッセ
ージ︒
︿自転車・ミニバイクの無
料整備点検﹀
▼第1回⁝9月24日出︑
大力餅食堂駐車場︵小倉町

道24号線︒︵交通労政課︶

即こつめ

緊急の場合は︑警察の11

謳

ら出たごみの量は三万二千ノ︑

法定速度を守ろう

街夕走っている清掃車で︑お

1千台分収集。作業中の清掃車（広野町で）

れている今日︑ごみも資源として見直されるようになり

整とんされて出されたごみ…昨年は清掃車約2万
神楽田︶▼第2回⁝9月26
日囲︑宇治ショ″プセンタ

通報ください

必ず底に穴をあける

ごみは安全

す︒この機会に家族でごみについて話し合いましよう︒

飛び出しと自転車の事故が
半数か正回ってい圭ｙ︒
歩行者も運転者も正しい

及び交通安全対策協議会で

期間中︑市と宇治警察署︑
加凡て︑ゆずり合う心で事

三色パトロール夕実施しま

交通ルールと交通マナーに

故名？さないぷフにしま

動や交通安全の催しか将い

す︒また次のよ之浩器−
市では︑交通安全対策協

しょう︒

秋の交通安全運動始まる

ますのでぜひご参加くださ

正しく乗ろうミニバイク
議会を中心に︑次の三つを

い︒

︿府警吝楽隊交通安全パレ

小倉各駅前︒

・：京阪宇治︑近鉄大久保・

前7時半Ｉ8時半▼ところ

・▼とき・・・9月21日陶︑午

︿交通安全早朝啓蒙﹀

目標に運動を進めてい套す︒

特にそＥとお年寄りの

▼歩行者及び自転車利用者︑

交通事故防止︒
▼二輪車の安全利用︑特に
交差点での安全確認とヘ

237

スプレー

出しましよう
に

ガラス・陶器

ごみを出すときのちよっとした配慮が、
収集処理を安全でスムーズにします。出す
前にもう一度見直しましょう。

凡昨

Ｔ」ゝし

りを
ルメ″卜着用の励行︒

新聞紙でつつむ

9月21日から清掃週間

い頭︑右︑左折時の衝突が

ごみの
不法投棄

中味は完全に空にする

快適な環境づく
全体の六六％︑子芦もでは

市民の協力を得て古紙回収

ごみ袋が破れてごみを頭からま・ともにか
ぷり角膜炎を起こしたり、鉄粉が目に刺さ
ったり、ごみ袋の中のガラスの破片や竹ぐ

折ってから
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とも午前十時から午後四時︶

反響を呼びましたが︑今回も

国民年金

9時から午後4時▼ところ・：

▼とき⁝9月苔岫︑午前

ぼって納めることができます︒

ません︒︵保険年金課︶

たは年金請求後は︑追納でき

納付と免除の合計期間が18年未満
の場合は老齢年金は支給されない。

これが︑保険料の追納制度で

す︒追納でき
るのは︑過去
十年以内の免

会教育課︵豊⑩3141︶ま

︵社会教育課︶

でお問い合わせください︒

第5回宇治地域整

備計画策定協議会

地域の住民のみなさんは︑

︿宇治地域﹀▼とき・：9月21

傍聴できます︒

日削︑午後7時半から▼とこ
ろ・：保健医療センター3階大
会議室︒︵企画課︶

子どもと読書を
考える連続講座

ｙ日程・ところ・内容⁝認
9月26日間・宇治市公民館第
人譲室・﹁干むに読書の
喜びを﹂︒010月3日側・宇
治市公民館第1会議室・﹁読
書力をつけるには﹂︒○10月
7日出・宇治市公民館3階大
会議室・﹁すすめたい本と選
び方﹂︒▼とき・・・いずれも午後
1時半から3時半▼対象・：小
学校1〜4年生のヱにひ七をも
つ市民︵子ども同伴は豆淆一
ください︶▼講師・：本と予と
もの会会長︑吉井善三郎さん
▼定員・・・30人ｙ申し込み⁝各

▲免除期間の保険料を追納すれば、

22年間納付の年金額が給付されます。

︵市民体育課︶

※この例は、加入期間22年の（大正

でに︑宇治地方振興局総務課

担︶▼申し込み・：9月30日ま

料・・・無料︵講習材料は各自負

婦と寡婦▼定員：鳥人▼受講

対象・：働くことか希望する主

く婦人の家︵城陽市富野︶▼

から午後3時半▼ところ⁝働

は除く︶︒毎回︑午前九時半

日の21日間︵Ｈ月2日と23日

6日まで︑毎週火︑水︑金曜

▼とき・・・10月14日か拐片

講習会

和裁技術︵中級︶

︵小倉公民館︶

者が同伴してください︒

なお︑幼児には︑必ず保護

映画︑46分︶︒

ぽくはｓＬを見た︵児童劇

分︶︑バンピ︵アニメ︑10分︶︑

いぱんじいさん︵アニメ︑21

倉公民館▼上映作品・・・ふら

2時から3時半▼ところ・：小

▼とき・：9月24日出︑午後

子ども映画会

第8回

14︶へ︒

16福本忠雄さん︵ａ⑩55

日までに︷器で︑宇治矢落13

し込み・問い︷Ｂせ⁝9月24

㈲午後6時︑市民会館で▼申

は無料︶▼抽選会・：9月25日

百円︑団体二千円︵少年の部

団体在籍者▼参加料・：個人四

民であること︒団体戦は市内

以内▼参加資格・：個人戦は市

チーム叉︑各団体2チーム

351，400円
11年間納付（Ｕ年間免除）

﹁解放に向かって限りなき
﹁教育︵人づくり︶﹂と﹁町
づくり﹂をめざした取り組み
保険料の追納を

る機会として︑

南部小学校︑大開小学校︑北

じめら元っ子の特徴の背後

講座日の前日までに市民図書

︵市民図書室︶

体育大会

室︵豊⑩4049︶へ︒

市民総合

︿剣道﹀

22年間納付｀（全期間）
523，900円

の二日間︑開かれます︒
これまで︑﹁十年前の地域
を中に心に︑地域活動の作品展

前進か7・︵子μ石だちと町づ
くり︶﹂をテーマに︑第八回
模型づくり﹂や︑スライド﹁河
示や人形劇などの出にもの︑

解放文化祭︵同実行委員会主
原のあゆみ﹂の製作︑上映など

時の保険料額

催︶が︑木幡河原隣保館で二

に相当する給付額は︑納めた

で追納できま

除期間で︑当

模擬店︑映画な
場合に比べて三分の一の割合

す︒ただし︑

国民年金保険料の免除期間

ど多彩な催しが
となります︒このため︑本来

六十五歳に達

キューピードールづくりや︑

予定されていま
の年金額夕受給できるぶっに︑

解放への願いをこめた内容が

す︒

第5回子ども

市民のみなさん︑

小倉小学校▼作品の受付・搬

には家庭があり︑いじめ行

︱＾＾＞︱＞■−＜︱＜＾

した場合︑ま

実行委員会で
は︑部落問題の
理解と認昼忌一
め︑差別のない
社会を築くため
に︑一人でも多
くの人が見に来
で欲しいと呼び
かけています︒

ぜひ︑文化祭に

入・：当日の午前8時から9時

手づくり文化祭

︵木幡河原隣保

けられるぶコです︒逆に︑

と思えば何にでも理屈はつ

ま刄大型作品などで︑前日

子μも社会のこの問題に

に搬入を希望される場合は社

﹁おほさんは・：︵沈黙︶﹂

対して︑大人は︑よくある

館き⑩0546

中学生男子では︑﹁僕︑

いにぶｙロれっ子には︑・弱
くておとなしい・＞＜＾＾＜ｒ＼じ

家出︑自殺等の原因にまで

もありますが︑登校拒否︑

作用していることは︑否定

ことだと軽く考えている節

てたかって脱がされるんや︒

不潔などの要素が共通して

剖って何のこと9・・：﹁寄っ

それも女の子の前で﹂・・・他

でＭ︸いでしょう︒いじめ

見られ車ふ︑この遠因を

型で甘えっ子・無低抗・自

の牛徒は9・⁝﹁注意したら

行為に走る八割の子分ぼ︑

親自4がつくり出している

健全な再生が必要

子ども社会の

場合もあり康司

我未熟・良い子ぷりっ子・

自分がやられるから︑見て

家庭環境に問題があり︑そ

とも言われま

外で発散する

の欲求不満を

見ぬふりや︒これ以上︑恥

よく解剖されるんや﹂⁝解

・社会教育課︶

おこしぐださい︒

部落問題を考え

お知らせ

免除期間の保険料倣さかの

十四日出と二十五日面︵両日

や死んだゴキ

中にパンくず

言うて︑机の

を赤痢菌や／

解放に向かって
限りなき前進を

心の800番
話から
宇治﹁こころ﹂の電
今日の子芦もの非行は︑
滅びなき子芦も社会の遊
び型非行 だと指摘されて
います︒これに関連し︑子
ども社会公慨しぐ揺さぶっ
七いるものに︑︒いじ？
と︒いじや討ごの問題が

す︒いじめつ

白いから・ストレス解消・

為の場は主に学校です︒今

年金額
納入状況

▼とき⁝10月16日㈲▼とこ
ろ・：気道小学校▼ランク上

22年間免除（全期間）
179，000円

︵交通労政課︶

︵ａ⑩2101︶へ︒

消費者コーナー

が少ない﹂が四六・二％︑

﹁環境汚染が少ない﹂が四

一・二％で︑合成洗剤か使

用する人とは違った視点か

らの理由をあげています︒

活モニターを通じ︑五百人

％︑﹁手間がかからない﹂︒

よい﹂とて？ハが四二・一

障害の︑﹁経験がある﹂と

合成洗剤使用による皮膚

る理由として︑﹁汚れ落ちが

の市民を対象に消費者行政︑

﹁いただきもの﹂が続いて

い 又は四五・九％で︑昨

市では︑七月に︑消費生

衣食住︑訪問販売などにつ

います︒ところで︑合成洗

年よりＩ〇・五％も増え︑

︵商工観光課︶

菅亀︵2歳以上︶の氏名︑

予定です︒

とまり次第︑お知らせする

を行っています︒結果がま

モニターによる洗濯テスト

かなどについて︑消費牛活

で︑市では本当にそラなの

一番多くありました︒そこ

で︑﹁汚れ落ちがよい﹂が

合成洗剤の使用理由の中

◇

くなっています︒

用・閤︑合成洗剤が最も多

障害︒この原因となる家庭

報告でも︑ほとん芦か皮膚

た家庭用品による健康被害

八月に︑厚生省がまとめ

は五三・一言です︒

﹁経験がない﹂と答えた人

かになっています︒また︑

皮府障害の多いことが明ら

の皮膚障害

いて︑消費牛活アンケート

剤には︑けい光増白剤など

汚れ落ちの点て︑本当に性

合洗

調査聚汀いました︵回収四

の添加剤が含毒れており︑

少なくない

百七古人︑回収率九四・

二包︒今回は︑洗剤の使用

状況についてお知ら芦茎
す︒

大半は合成洗剤

合成洗剤の使用率は︑七

一・四知で︑石けんの使用

率は二八・六％︑昨年より

合成洗剤が六・七飴増︑石

けんも二・七％増です︒こ

れは︑昨年の調査の選択岐

にあった単分ずつ″の項

す︒昨年から合成洗剤の使

能がよいのか否かか検討す

目欠﹁年は削除したからで

用は増加の傾向にありまし

べきと思われます︒

理由として︑﹁人体への害

また︑石けん夕使用する

ある石けん派

人体・環境に関心

たが︑今年も石けんより大

きな増加となっています︒

汚れ落ちは

本当によいか

次に︑合成洗剤か便用す

きに﹁子μもの食生活と健康

︵小倉公民館・保健予防課︶

おやつ代一人三百円︒

性別︑生年月日を書いて申し

・：いずれも午前10時から正午

か考える講座受講希望﹂と明

込んでください︒定員は20人︒

十月一日には︑全国一斉に

記し︑住所︑氏名︑年齢︑電

▼ところ・：小倉公民館▼定員

住宅統計調査が行われます︒

話番号を書い

0月1日は
1
住宅統計調査の日

市内では︑二百五十三調査区︑

て9月30日ま

・・・30人▼申し込み⁝往復はが

約六千五百世帯が対象で︑九

でに小倉公民

館︵〒Ⅲ小倉

月二十四日から調査員が調査

なお︑調高茫記入された

⑩4″り87︶

町寺内91・容

票の配付にお伺いし未了︒

事柄は︑統計を作ることだけ

へ︒なお︑応

に使ラもので︑そのほかの目

募多数の場合

希望のかたは︑

円▼保育・：ご

実習費⁝四百

は抽選です▼

的に使うことはありません︒

︵企画課︶

安心してご協力ください︒

子どもの食生活と

健康を考える講座

▼日程・内容・：下表▼とき申し込み時に︑

食品問題研究家
〜子どもに食べさせたいもの〜
山崎万里さん

〜5〜

いじめつ子
いじめられっ子

弱肉強食・目立ちたいなど

このぶつに︑いじの︑い

ずかしい思いはしたくない︒

の心理があり︑いじめぷっ

子には︑・面

先生に言うてほしい﹂1女

こそ︑父母と教師の気配り
と緊密な連携︑そして現代
のＪなびなき子″にも社命
の健全な再生が必要です︒

青少年の悩みは︑宇治こ
ころ﹂の電話︵容⑩080

般個人・団体戦︒少年個人・
団体戦︒なお︑団体戦は︑1

ｍな食生活へのとりくみ
11／7㈲

▲人形劇に見入る子どもたち（昨年の解放文化祭から）
子生徒では︑﹁きのう︑学校
の便所でリンチされた︒生
意気や︑チクつた︵告げロ︶
罰や言うて︒髪の毛を切ら
れたり︑土下座させられた
り︑トイレットペーパーを
水につけて背中にねじ込ま
れたり︒きょう︑学校を休

0︶へ︒︵青少年対策室︶

栄養士水鴫敏子さん
10 25子ｆもをとりまく食環境は②
〜食品添加物〜
4火）

あります︒これは︑けんか

ブリ孚ハれていじめるんや﹂

とは異なり︑集団と個人の
関係で発生するぶつです︒

・：そのこと︑先生に相談し

そしたら余計に悪シなって︑

たの⁝﹁うん︑一回だけ︒

いじめ行為は︑陰湿なも

さまざまな形で現れます︒

いすや靴に押しピン入れら

のから暴力的なものに至る

しかも︑いじめら元た子は︑

れた﹂1女子では︑﹁グル

イレで勉強しい／つて言わ

ープから臭い︑汚い︑ト

後難を恐れ︑めったに親や
教師に県庁ず︑悩んだ末
に︑﹃こころ﹄の電話に助

れる︒近寄るなって︑鉛筆
凛﹃中突かはる﹄・：お母さ

け奎氷めてきます︒
相談事例として︑小学生

んだけど︑明日は・：﹂

1018 子どもをとりまく食環境は①
日（）〜ゅがんだ食環境〜
新ｔＨ！センター保育園

9月24日・25日木幡河原隣保館
んは︑いらっしやるの9⁝・

一消費生活アンケート調査からー

10／11
食品問題研究家
命のリズムを生活の基本に
リ
山崎万里きん

第8回解放文化祭
の男子から︑﹁みんなが僕

保健予防課
下岡久美子栄養士

Ｕ／Ｉ5Ｉ火）
今日からできる食卓の工夫

講師

内容

下岡久美子栄養士
斉藤洋子保健婦

11／22命をはぐくむ食生活とは
（火）

増加つづく
合成洗剤

日糾

子どもの人間関係
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