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ました斎場がこのほど完成︒今月二十三日から開場し
一ます︒斎場は︑火葬炉五基を備えた火葬棟︑安らぎの

1空間としての雰囲気を基調とした待合棟︑市民要望に
こたえた葬祭棟で構成︒無公害設備を採用して︑市民
一の皆さんにご利用いただける施設となっています︒
一

・＝
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関係者のご協力を得て︑昨年八月から建設を進めてい

ＩＩ−ｌｅ−ＩＩ
1

新しいイメージの斎場が完成−︒地元の皆さんや︑

1

斎場は︑天ケ瀬ダムの南西
七百むの里釜井戸七番地の
二︵約一万三千平方び︶に完

炉前牛︲ル︑火葬炉︵五基︶︑
収骨室︵二室︶な見回なっ
ています︒葬祭棟は︑葬祭場
と葬祭場ホールがあり︑市民
の皆さんが葬祭に利用してい

祭棟を配置し︒これら三棟は

心に東側に哲糧︑西側に葬

す︒そして敷地内にはバス四

三室︶と待合ロビーがありま

また︑奨縁は待合室︵和室

ただけるぶつになっています︒

外観は煙突もなぐ近代的で荘

したたたずまいになっており︑

回廊で結ばれ︑各棟の間には

建物は︑鉄筋平屋建て︵約

厳な建物です︒

▲新しいイメージの宇治市斎場、正面玄関と待合棟（右奥）

台と車五十台が置ける駐車場

置図］

中庭が設けβれてい毒了︒

火葬・待合・葬祭棟を配置

斎場の位
火葬棟は︑告別室︵二室︶︑

が設けられています︒
市では︑二十一Ｒ午前十時
か鳶九成式を行い︑二十三日

から使用を開始することにし

ています︒

公害防止対策も万全

に指定されていることも含め︑

廃止移転することになったた

斎場は︑神明蛇塚にある現
市営火葬場が老朽化し︑火葬

め計画されました︒市では︑建

設を進めるため五土八年七月

場周辺が第一種住居専用地域

▲約100人が参加できる葬祭場

ミミミミ

﹈⁝⁝⁝ ⁝⁝⁝⁝：： ： ⁝⁝ ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ⁝⁝⁝ ⁝⁝⁝ ⁝⁝⁝⁝ ： ：

宇治市斎場が完成

〒611京都府宇治
市宇治琵琶33番地
竃話（0774）22−3141

宇治こころの電話
0774−24−0800

1

二千平方μ︶で︑火葬棟を中

に宇治市斎場問題懇談会︵会

長＝平岡正勝京都大学教授︶

を設置︒本市の斎場はいかに

あるべきかを懇談していただ

▲和室︵三室︶も備えた待合室

地域の協力を

得るため説明

会を実施︒そ

の結果︑地元

︒の皆さん夕ほ

ご理解を得て

にゐ関係者の

昨年八月に着

工し︒このほ

ど完成したも

のです︒斎場

の完成に伴い

大正十五年に

設置された現

火葬場は五十

八年間の歴史

を閉じること

五十八年度

になりました︒

の重点事業と

ました斎場と広野中学校が︑

市民の皆さんのご協力により

して︑積極的に取り組んでき

完成し︑また︑市民文化セン

場の中に告別式場を設けて市

害防止対策を完全にした近代

ターの建設も順調に進んでい

民サービスに努めること③公

的な機械設備を備えることな

ふるさとづくりを積極的に進

ます︒市では今後も︑新しい

めていくことにしています︒

どか丙容とした提言を受けま

そして︑五十七年三月に新

した︒

しい斎場の建設場所を宇治金

2．000 6，000

井戸の市有地に決定し︑地元

1室2時間

き︑同年十二月に①新しいイ

3，000 9，000

待合室

メージの施設とすること②斎

市民課へ提出してぐださい︒

﹁市内﹂と﹁市外﹂に区分

▼使用料・・・左表︵使用料は︑

20，00060，000

1日

▲自然採光で明るい火葬炉前ホーＪ；

4月23日から開場

されています︶︒

▼問い合わせ・・・環境保全課

1日

安置室

︵環境保全課︶

︵容⑩3141︶へ︒

葬祭場

使用料な芦か決まりました︒

5，00025，000

宇治市斎場は︑四月二十三

7，00035，000

妊娠4月以上の胎児
1体

請書に必要書類夕添付して

4ｋｇまで 3，00015，000

▼申し込み・：斎場使用許可申

小人（12歳未満）
1体

日㈲から開場しますが︑三月

10，00050，000

三十日の市議会三月定例会で

宇治市斎場条例が可決され︑

ちに︑時代の要請にこたえ

る無公害設備を採用いたし

ました︒また︑住宅事情など

により葬祭に不便を感じる

市民の施設として︑葬祭場

本斎場が︑旧来のイメー

を併設しました︒

ジをＩ新した人生最終の厳

粛な告別の場として︑また

市民福祉の向上に寄与する

施設として︑尊厳と品位の

保持と誠意ある管理運営に

努める所存です︒

宇治市斎場使用料金表

成︒エンジ色を基調にした建
物で︑周辺の自然環境と調和

た︒
斎場建設に際しまして︑
深いご理解とご協力か賜わ
りました地元の皆さんをほ
じの︑関係各位に対しまし
て厚くお礼申し上げます︒
この施設は︑清楚なたた
ずまいと近代の技と美の粋
か尽くし︑周辺環境との調
和に万全の配慮寧葛とと

4ｋｇを1ｋｇ超えるごとに
700 3，500

胎盤その他

市外

市内

苫

宇治市長池本正夫
市民福祉の向上に努力

このほど︑宇治市積年の
願いでありました斎場の完
成を迎兄ることができまし

311

大人（ｕ歳以上）
1体

火葬場

使用料Ｒ

単位

区分
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必要です︒このために衣類

：：：：：：：：：：：：：：：：：： ：：：：： ﹈

の繊維素材などによって︑
石油系ドライの絵表示がつ

しかし︑石油系溶剤は引

けら元ているのです︒

料に多く使われてい毒了︒

絹物や和服忽9応高級衣

合いか傷めることが少なぐ︑

ていない店もあるぷ蔵す︒

ドライクリーニング奎竹っ

取扱い規制があり︑石油系

は火災に対する安全面から

火1石いすいので︑市街地で

剤として︑ミネラルターペ
一方︑合成溶剤は石油系に

す難しさがあります︒

ンなどの石油系溶剤と︑パ
比べ汚れ登洛とす力が強い

は変・退色したり︑風合い
実際のドライクリーニン

互いに確認を
石油系溶剤は汚れ姦で

を損なう恐れがあり注意が

食・累加物の問題雲晟洗剤

ドライクリーニングの溶

ークロルエチレンなどの合
ので︑デリケートな衣類で

大切な衣類

成溶剤があり未了︒

す力がおだやかで︑染色︑風

の問題なぺ消費者問題は衣
食住政駕すべての牛活分野

って︑市では消費牛活の実態
把握や消費者保護の事業︑消

いで︑正しい知識や選択力を

は︑見えや外見に左右されな

こフした中︑私たち消費者

にわたっています︒

調査の時には市民の皆さんも

り組んでいただきますので︑

市では︑消費牛活について

い毒了︒

行動することが重要になって

身に付け︑賢い消費者として
す︒

ご理解とご協力をお願いしま

いまず︒また︑各種調査に取

費者への啓発な戸矛チすめて

の皆さんの積極的な協力によ

この消費牛活モニター制度

十五人が決まりました︒

か設けて十二年目︒モニター

経済成長が鈍化する中︑悪
質な訪問販売などで契約のト

の相談やご意見か受け付けて

一一

類その他の繊維製品な芦葵
原型のまま洗濯することを
いいます︒これには溶剤を
使うドライクリーニングと︑
水と洗剤を用いるランドリ
ーが含まれています︒
衣類の汚れは内からの皮
脂︑汗︑タンパク質なμと︑
外からのチリ︑ホコリ︑食

Ｉ

ラブルが︑消費者牽のぐる社

−−

素材によって
絵表示が
べこぽし︑化粧品など多様
で︑損傷せずに汚れ登洛と

︲

クリーニングの知識
衣類のドライ絵表示

溶剤吏ぼ洗剤を用いて衣

まず︑クリーニングとは︑

消費者コーナー

こと1は例年になく︑春しましょう︒
になっても寒い日が続きま
した︒号りそろ冬物衣類を
片付ける時期−クリーニ
ングしてからと︑考えてい

この時季に︑﹁衣類の絵

る人も多いでしょう︒

表示にあるドライーセキユ
系とはどんな意味ぶふ﹂
との質問が寄せられていま
すので︑今回はクリーニン

1

いますので︑近ぐの消費牛活

グエ程では︑溶剤に滴亘の
洗剤を加えて汚れ盈洛とし
たり︑溶剤の汚れを落とす
力の強さによって洗浄時間
を調整するなどしているの
で︑あまり溶剤にこだわる

Ｌ示し︑あなたの衣類に

必要はなｆＷうです︒

﹁ドライーセキユ系﹂の表
示がある場合︑クリーニン
グ店に石油系ドライのでき
ることを確認した方がよい
でしょう︒

短信
市政

このほど発行しました五十

手びき﹂トに皆さんの輿詮
でお役に立っていますでし︒
ラか︒
﹁市民カレンダーと手びき﹂

いまと報紙﹁宇治市政だよ

てい未了︒毎月三回発行して

種などの年間日程表を掲載し

には︑市の行事予定や予防接

は︑フ″素系溶剤などがあ

モニターを通じるか︑直接市

ンダーと手びき﹂の無いご家

で︑まだお手元に﹁市民カレ

町内会︵自治会︶に禾加入

り﹂と共に︑ご活用ください︒

役所商工観光課までご連絡く

までご連絡ください︒

庭は広報課︵酋⑩3141︶

から午後三時までこの相談

第二・第三水曜日の午前十時
内に消費牟活相談室を開いて

ご家族そろつてごらんください。
ください︒お問

お気軽にご利用

ていホチので︑

バイスな＝ｋＭ＞し

するためのアド

費者として行動

また︑賢い消

てい未了︒

理と相談に応じ

住全般の苦情処

が︑商品のクレームな戸沢一食

室1専門の消費生活相談員
今月から毎月三回︑第一・

いまず︒

市では︑市役所商工観光課

今月から月3回開設

消費生活相談室

︵商工観光課︶

ださい︒

︵商工観光課︶

り求ｙ︒

なお︑ほかの合成溶剤に

るのは︑もはや常識︒

ニール袋から出して保管す

とです︒仕上ったものをビ

題がないかを確か受写こ

も受け取る時もお互いに問

切なのは︑何もかむ店衆か

テレビ市政だより

せにするのでなぐ︑出す時

結局︑クリーニングで大

ＫＢＳ京都テレビ

九年度版﹁市民カレンダーと

『宇治市政だより』

い合わせは︑市

ふるさとむかし話

おし・よいと教えてくれたのです︒

ったしてはじまったと伝えられて

人で︒時は十三世紀になって

寺というお寺に住んだ明恵上

ま4ｊとせいほくとがのおこうざん京都の西北にある栂尾の高山

！うないます︒このお坊さんの名は

うじちゃ宇治のお茶づくりは︑こう

ひとりＺうむかしむかし︑一人のお坊

うまのうじやまさんが嗚に乗って︑宇治の山

すそにやってきました︒その

お刎さんは︑がきなふくろを

だいじそうに持っています︒

を嚇めていたお浙さんはヽｙ

間もないころでありました︒

馬のどからドあちらこちら

⑩

うじしぼちゃきした︒宇治の自然が︑茶の木

にっｒんいちちゃさんちて日本一の茶の産地となりま

の生育に適していたのはもち

ろんですが︑その後の宇治の

うじちゃにり1んいちをかさねて︑宇治茶を日本一

人たちが︑つねに努力と工夫

瑕なお斟ぼ︑包囲のはとん

のものとしたのです︒

どの府県でっくり出されてい

ますがヽそのすべてがや唇で

お荊をつくっているのです︒

かんがだぎじ4つまな 考え出された技術を学んで︑

ちゃぱたけこま力あしかげえんという茶畑は︑﹁駒蹄影園﹂

みょうぇし4うにんうまのい明恵上人が馬を乗り入れた

と呼ばれていましたが︑いま

はもうありません︒でも五ヶ

庄西浦のその跡には︑りっぱ

︵歴史資料室︶

ちゃあゆみまし茶の歩みを見守っています︒

プな詠叙脚がをてられてヽや哉

312

うじちゃばなけそののち︑宇治の茶畑はど

かのしょう おおわだヶ庄の大和田というところま

のなかはもういちめん
の励あとだらけです︒
しばらくして燃からおてき
たお原さんはヽこの和の卦は

帖照から偉わった﹁廓﹂とい
う和の檻でありヽその廓の恥

を秘にして齢むとたいへんか
らだのためによいことを識し
てヽ燃のなかにのこされた剛

のむあとにヽその艦をまけば

んどんひろがっていき︑やが

うまとのらしでくると︑馬を止めて野良仕

事をしていたお百姓に声をか

けました︒ふくろのなかにあ

る木の実を︑その畑にまいて

ほしいというのです︒・

ひゃく﹂ぶうみお百姓は︑見たこともない

和のかなのでヽそんなものを

まきかたもわからないと言い
ました︒すると︑そのお原さ
んはヽ賜に和ったまま燃のな
つて︑赳りまわりまし

畑にまいたことはないから︑

はじまり

毎週月■ＩＢ午後ｓ時ｓｓ分から
役所商工観光課

へ︒

宇治茶の

グの知識にっいてお知らせ

の宇治市消費牟活モニターニ

批評を出していただぐ本年度

消費者として︑市に意見や

お近くのモニターに

ご意見・ご相談は

⑤

ドライク ）ーニン
グはできない。

（ＵＨＦ34チャンネル）

︵豊⑩3141︶

にたか
｀゜に
馬2畑4入ほ

Ｉ
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−皿
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一∽

会問題となってい毒了︒また︑

／

◎
府立茶巣研究所を見学する消費生活モニター

／

木幡平尾28−123 32−0004
木幡南山3−16
32−3387
木幡南端47−43 32−1630
21−3278
菟道田中3
明星町2丁目11−3523−1464
宇治妙楽140
21−3324
宇治下居62−12 23−5859
宇治野神1−35
22−6770
宇治野神1−37
23−9637
宇治蛇塚1−25
22−9133
神明宮東75−6
22−9229
琵琶台2丁目6−4 22−2744
折居台1丁目4−18623−3522
広野町小根尾138−20223−0382
広野町小根尾138−11823−8615
広野町小根尾98−522−9445
杯墨万起子 広野町大開151−1744−0369
山室和子
広野町尖山4−334 44−0543
南陵町1丁目1−10523−3019
鶏内公子
牧野かおる 小倉町西浦42−28 23−0787
古賀栄子
小倉町南浦81−31 23−1230
ヽ介町老ノ木13ヽ介マンション441
23−7694
本田良子
伊勢田町南遊田13−9
20−2168
吉田和子
伊勢田町中ノ荒51−1643−2444
杉浦益子
柏原美恵子 大久保町大竹41 44−4939

⑤

・−−−−−−■■−−

前山直美
黒川美子
内藤咲子
木佐一茂子
久保田孝子
阿波田徳栄
多屋文子
寺西秋江
三俣信子
足立容子
大西ヨシ子
高橋伊都子
根岸としゑ
小泉真代
伊藤啓子
小嶋秀子

ドライク ）ーニン
グかできる。溶剤
は、パーク口口エチ

−−−−−−−−−−−−・−

昭和59年度宇治市消費生活モニター

ドライクリーニン
グができる。溶剤
は、石油系のもの
を使用する。

の皆さん︵58年5月︶

ＩＢ言舌≪号
住所
氏名

レンまたは石油系
のものを使用する

調査や学習活動に取り組み

決まる

ドライクリーニング表示

消費生活モニター

1984年（昭和59年）4月11日発行（2）

宇ｉ台ｍｊ攻だより
第662号
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巳口Ｄ

ｊＱＤａ

4月1日から実施
水道事業の一層の充実へ
市では︑生活用水のより一層の安定供給をめ
ざし︑四月一日から水道料金を改定しました︒
特に︑低所得者用については極力負担の軽減に
努めました︒皆さんのご協力をお願いします︒

い入れ価格が五十九年度から
一四％︱星げられ︑このま
ま料金を据えおくと事業運営

ることになりまｙ︒水道事業

上極めて困難な事態に直面す

は市民の牛活に密着しており︑
そのため常に効率的な経営を
基本として最少の費用で供給

今回の改定については︑五

できるよ之刀力してい享子︒

十七年度末までの累積欠損金
島釜算定の原価計算から除
外し︑加入金忿収定すること

水としての家庭用と低所得者

今回の料金改定は︑生活用

額になります︒

なり︑一ヵ月四百四十円の増

十円が改定後は二千邸十円に

水道料金低所得者用基準額表

を加算した額

に五十八年中の所得を証明す

新しぐ水道か莉用することに

えで提出してぐださい︒牛活

る無職無収入証明など︶奎添

受給証書︑民生委員が証明す

る書類︵源泉徴収票︑各年金

よる負担の公平と料金改定率

保護世帯は福祉事務所を通じ

水道料金表（1ヵ月につき）

一︑〇〇〇人が集い大盛況
すぷりんぐかーにばる'84

課にありまず︒︵水道部︶

なお︑申請書は水道部営業

て申請を︒︒

の影響を少なくするため二〇

定した供給をしていきたいと

るため︑水を豊富にそして安

市では公共福祉の増進を図

れ計算したもの宝員ト￥チ︒

料金で敗者は新料金でそれぞ

月分と四月分の内︑前者は旧

ります︒そこで︑計測した三

使用水量を計測することにな

する地区は三月分と四月分の

することから五月初旬に検針

使用水量は二ヵ月単位で計測

量から適用し未了︒例えば︑

新料金は四月分の水道使用

四月分の使用量から

新料金は

た︒

％の引章エげをお願いしまし

なお水道加人金については︑

少限にとどめました︒

表のとおりです︒該当する世

ｌＯＯｉ＾ｍ以上のものについては、流量比等を勘案して管理者か別に定める
考えてい未了︒市民の皆さん

6段

5段

4段

ＰＱＤａ

Ｑ一

ロー

︶ａ一

には︑今回の料金改定は真に︒

増加や冷夏による水需要の落

用は引き上げ幅か低く配慮︒

使用量に応に段階的に負揖層︶

金

のご理解とご協力をお願いし
ます︒

につき）

超過使用料（円／ｍ

1，341，000円に
4人を超える1人につき335，250円

1．341，000円

所得額（年額）
629，980
8 8ｏ頂
1叫

5人以上
4人
3人
世帯構成人員
1人
2人

■irｎｒiｎ

︼ロー

ヽロー

担夕軽減するぶっに努めまし

で少しでも市民の皆さんの負

た︒

市では︑三月定例市議会

金引え王げか丙容とした水道

に総平均二六・八六％の料

また水質の管理な芦沢道筝業

やむを得ない措置であること

今後も施設の拡充や改良︑

案は三月三十日の本会議で可

をよ啖充実させ︑市民の生活

をご理解ください︒

料金改定沓拠出︒この改定

決され︑四月一日から実施し

用水を安定して供給ずるため

ち込みにより︑五十八年度末

例えば︑家庭用の1ヵ月平均

引き上げは
最少限に

ています︒
五十四年十一月の水道料金
改定以来︑電気料金をほじめ
ま恚諸物価の上昇と水道施

で累積欠損金が約四億六千万

使用水量は二十四立方メート

設拡張事業に要した企業債の

円に達する昂込みです︒加え

を押し進め︑また浴場営業用

営業用については逓増制︵

て︑本市水道全供給量の七〇

ルで︑改定前の料金士︿亘二

1新芽の成育を観る中林さん

3，000，000円3，600，000円
75≪

帯は︑低所得者用認定申請書︒

ｉｉｎ1，100，000円1，320．000円 加入

は保健衛牛王の見地から︑超

50

過使用料金の引恭上げ幅を最

780，000円

低所得者用

市総合福祉会館で三月十八

ーレか后﹈つて﹁すぷりんぐか

日︑障害者福祉都市のフィナ

1にばる84﹂が開かれました︒

害者福祉都市の指定か受けた

これは︑五十七・八年度に障

宇治市に︑身障者と健常者が

触れ合う交流の場を広げぶつ

と︑市社会福祉協議会と宇治

ボランティアバンクが主催し

穏やかな快時にｍｙれたこ

たものです︒

の日の午前十時︑宇治ボラン

ティアバンク運営委員長の小

山一雄さんが開会奮尽Ｅ︒参

加者は家族連れなど身障者と

健常者欠おせて約手︿︒駐

車場に設けられた幌擬店のた

こ焼きやおでんを一緒に食べ

たり︑コンサートや写真展な

どの展示物︑また人形劇や我

楽多市なμ盛りだぐさんの催

し物で夕方まで楽しんでいま

した︒

200

650，000円

水道料金の受け付け

50

の新額口

％ｍｉめる府営水道からの買

長子として生まれた彼は︑

産農家である︒

家業を継ぐべく府立木津高校
で広く農業全般を学んだ後︑
茶の専門知識と技術夕身につ
けるため︑白川の府立茶業研
究所へと進む︒そして︑この
三月末に一年間の研修牛居を
終えたばかりである︒︷汪学
業から離れ一休みといったと

法について︑﹁これからはお父さ

ころであ奈ヽ緊づくりの一
最盛期である五月中旬になると︑

んと力欠Ｂせて研究し︑少しで
も︒茶どころ宇治 の発展に貢献

朝三時から夜十時ごろまで作業の
続くことが珍しぐ洽︒

してゆきたい﹂と語った︒
彼は今年二十歳になる社会人一

ご存知のぷっに織茶とは︑抹茶
の原料になる乾燥茶葉のことであ

臨時工事用

水道加入金

年生︒ひたむきな人柄である︒こ

7

10，000

．8

250，000円 額旧と□
ｎｍ

低所得者世帯や牛居保護世

9ｍ から 15㎡から 21ｍ 以上
14ｍ まで 20ｍ まで
85
95
55
51ｍ−以上

浴場営業用

570

6

210，000円

40

帯に対し水道料金の負担か軽

5

25≪ｍ

減するため︑低所得者用水道

営業用

120，000円 の径差と
20

78，000円
13ｆｎｉｎ 65，000円

改造
改定
現行

゜よる

100．000円

五十九年度の適用基準は右

4

570

2

8

9ｍ から 15ｍ から 21ｍ から 31ぼから40ｍ
以上
4！㎡から60ｍ
まで 61ｍ まで
14ぼまで85 20ｍ まで30㎡まで105
95
115
125
135

570

家庭用

り
ｎ

﹁もうポンドに︑茶づくりは微
妙で奥深いものです︒深く知る程

▲毎日、新鮮な水をお届けします（宇治浄水場）

3段

2段

1段

基本使用料
水量
使用料
（円）
（ぼ）

うぐ

8

1

ａ
ｎ

331ココ

ＱＤＯＤａ一
ａｃｉａＤａＩ

aａａａａＩ

水道料金を改定

す径るに

．

料金制度があります︒

3月18日

ａ
ｎ

﹂じ
ａＱ
5□
ａ□
□□
□□
□□
31

中林和夫さん（19）
（製茶業）

新設
給水管の呼び径

る︒茶づくりは共通して土壌の施

肥や回︑摘葉期などの頃合滉れ宅に培っ薪識と技術笙か
見極めることが大切︒しかも砥茶して︑きっと伝統産業発展のため
は議や謳と違って完全乾営に尽ぐしてぐなだうフ・

中林さんは繋づくりの栽培や製柑爵に在住︶

3

5 0 1 Ｉ Ｉ1 以上
9㎡から14ぼまで
15ｍ から 21㎡から 41ｍ から 61ｍ からＳＯＯ㎡まで
20ｍ まで 4011 まで125
60ｍ まで
］50
85
95
140
145
1 ， 0 0 1 ｍ 以上
11ぼから20ｍ
21ｍまで
から 41ｍ からｌＯＯ㎡まで
101㎡から 501ｍ からＬＯＯＯ㎡まで
10
1．270
40ｍ まで
官公署・学校・保育所・団体用
500ぼまで165
180
135
145
155
170
ｎ㎡から 21ぼから 41㎡からｌｏｏｍ
101ｍ から
まで
501ｍ から
ｌ．ＯＯｌ㎡以上
1，500 20ｍ まで 40ｍ まで
500ｍ まで1．000ｍ まで
工場事業所用 10
150
160
180
200
215
220
9ｍ から 15㎡から20ｍ
21ｎＴ以上
ま，で
8
300
14ｍ まで
低所得者用
60
70
55

▲ぬいぐるみも登場して、ちびっこは大喜び

に新たな疑問がわいてき幸了﹂と︑

宇治茶を守る若い力

安定供給めざし
宇治に生きる

力を込めて語る中林さん︒
彼の生家は︑街道沿いに古い家
並が残る六地蔵柑屋町の一角︑自

「

低所得
者用

せるため︑特に火かげんが難しい︒︵なかばやしかずおさん︑︒六地蔵

313

宅に製茶工場か痔つ代々の碓茶生

「

1984年（昭和59年）4月11日発行第662号

宇ｉ台ｒｆＪｊ攻だより
（3）

9

2，000キロカロリ−の． バランス食
10／26
C勿
献立
栄養計算

なお︑五十九年四月二十八

れてい未丁︒

いぷつに段階的に引汲王げら

また︑急に負担が重くならな

が健全に保たれるよう配慮し︑

保険料は︑国民年金の財政

てい康司

4月から月額6,220円に
昭和五十九年四月から国民
年金の保険料が︑これまでの

源は︑保険料と国庫負担︑そ

国民年金の給付に必要な財

す︒

二百二十円に引良王げられま

と内容・・・下表▼会場・：保健医

35人︵応募多数の時は地域別
に抽選︶▼受講料⁝無料▼申

1込み⁝4月20Eまでに保健
予防課︵豊⑩1141︶へ︒

して運用利子によって賄われ

気をつけましょう︒

︵保健予防課・宇治保健所︶

色鮮やかに変化し︑私たち

ない︒

は︑たき火︑山焼きをじ

▼強風並びに異常乾燥の時

らなどか投げ捨てない︒

▼車窓沢えばこの吸いが

消火奎姫かめて︒

▼たばこの吸いがらは必ず

私たちの宇治市でも︑東

の目忿参笙せてぐれます︒
部牽甲心に緑豊かな山間部
か形成しでいまｙ︒

くれるほか︑季節によって守るため．次のことに十分

▼枯れ草な芦かある危険な
場所では︑たか穴をしな
い︒
▼たきｙハをする時は︑消防
署へ届け出をし︑場所を
離れる時は完全に消火を
確かめてから︒
これまで七回のシリーズ
で暮らしと防災について︑
お知らせして孝ましたが︑
今回で終わります︒消防本

―

間開講し濠7．また︑四十時

10／12老人向け献立

−−

間以上の受講者には︑知事の

公衆衛生
8

−−

室を開章添ｙ︒この教室は︑

修了証書が交付され︑食牛活

9／28
吻

―−

家族の健康牽守る柱である婦

改善推進員として地域盆掘

調理の基礎
7

−―

人と行政がチをつなぎ︑食生

していただ孝ます︒

9／14秋の一日m．ir．
（お弁当作り）

月額五千八百三十円から六千

−・

市では︑正しい食牛活の知
活改善運動M混に展開しで

食生活の基礎知識（II）

6

若人向け献立

年代別栄養（≪・論）

／

病態栄養（総論）
減塩食

mm栄養（各論）
14

Ｖ
イ

ホームパーティ−献立

地区組織活動
15

3／8
哨

社会見学

16

3／16
巾

閉講式
記念講m
気を︑付けましょう

度をご利用ください︒
保険料の納め忘れ

口保
引険
か料
れ夕
ま納
ずめ
︒忘
おれ
得求
なず
前と
納︑
制

い
円ざ
がと
七言
がう
二時
千︑
八障
百害
四︑
十母
円子
に年
割

日までに一年分の保険料か前
金などか受けられないばかり
納すると︑七万四千六百四十

ｎ 12／14正月の献立

栄養教室受講生を募集
食生活改善へ地域リーダーを養成

識のｔ分夢図り︑市民の健康
いくために開くものです︒期
誤つだ食牛活は成人病や半

健全な食生活は︑健辰っく

づぐ忿ぷ手めでいたがで地
間は︑五月か息︿十年三月ま

手づくりおやつ

国民年金の保険料

8／31
吻

部では︑市民の生命と財産

年代別栄養（総論）
クI）スマスの献立
11／30
囲

10

りの基礎となるものです︒

域のりＩ−ダーを養成するため︑
健康人をつくり出すもとです︒
地域に根ざした食牛屈の改善

での間で︑土ハ回︑約八十時

で︑積極的な健康づぐりをず
すめましょう︒意欲がある人

▼対象・・白扁進員左つ

は︑ぜひぷ豚ぐださい︒

て地域の食牛活改善に春欲を
持ち︑ボランティア活動か実

食生活の基礎知識（I）

5

療センターほか▼募集人数・・・

践する熱意がある婦人▼日程

子ども向け献立

し尿料金など改定

五十九年度から新たに栄養教

（58年6月23日、木幡公民館で）

大雨による鉄砲水か防いで緑豊かな野山かぶんなで

くらしと防災
長かった冬が終わり︑暖
かい春がよラやくやって来
ました︒春は︑野山へ山菜

7／13
吻
−−−−−

ではなぐ︒将来︑老齢年金を
受けら元ないことも起こって
きます︒
将来の牛活安定のために︑
あなたの保険料納けをもｙヱ

いて年一回︑一般健康診査を

上の人は︑参人保健法に所つ

協力医療機関で受けられるよ

校で検診を営げら元ない人や︑

常に家にいる人欠対象に︑肺

うになっていまず︒灸蕩で

ただいま市内各地域の会場

で︑結核検診︵胸部レントゲ

結核や成人病を予防する目的

︵保健予防課︶

宇治市の商業

施しました商業統計調査の市

五十七年六月一日現在で実

調査結果を刊行

1

健予防課︵豊⑩−141︶ま

ださい︒お問い令幻せは︑保

け可けのお知ら芦をご覧ぐ

核検診および一般健康診査受

の多ｐし︒昭和五十九年度結

三月二十一日の新聞折り込み

なお︑詳しい日程尤蕩は︑

お勧めし季 ︒

めに︑この然茫ぜひ受診を

健康で明るい牛活を送るた

申し込んでぐださい︒

で行っでい未了︒

ｒAJiM ｒＨＰのｖｕす︒

五十九年認否︑四十歳以

ン撮影︶と一般健康診査の申

1込み受け付けを実施しでい
まｙ︒これらは︑勤め先や学

度︑お確かめぐださい︒

新しい文化圏としての近畿

づくり盈脊社会活動のリー

なお︑五十八年度分の保険

料がまだの人は︑四月末まで

ダー養成を目的としでぃます︒

独目の集計結果が︑このほど

卸売業・小売業・飲食店︶を

この調杏︼は︑全国の商業︵

まとまりました︒

人︵京都府︶▼参加費⁝二十三

までに︑市民文化祭実行委

生で︑現在青少年団体活動を

習宦での勣労青年および学

で府内に存原 し︑満20歳かり

参加者を募集

京都府では︑第五回近畿青

年洋上大学の参加者夕募集し

てい未了︒

この洋上大学は︑ｊ畿は

︵青少年対策室︶

母子家庭の奨学金

京都府の五十九年度母子家

庭奨裳筆希望Ｔ？ハの申請

夕受け付けてぃまず︒

をとり心身盈荻する中で︑

を通して︑規律ある団体行動

畿二府六県の青年が洋上牛活

をテーマに実施され未了︒近

千円︑高校生よ一万六千円▼

一万二千円︑中学生1一万四

・・・乳幼児上︿千円︑小学生＝

る人は除く︶▼支給額︵年額︶

の他の奨学首良に受けてい

までのほ子家庭児童︵京都府

▼対零：乳幼児から高校生

自立・連帯・社会参加意識の

め︑国際的視野に立ってぶ

年との交流か通じて親善を深

が深い中国か訪問し︑中国青

さい︒︵福祉課︶

請が必要ですのでご注意くだ

受けていた人も毎年新たに申

課にある申請用紙で︒昨年度

せ欠︵京都府雇用保険課︶

10137︶までお問い408

用保険課︵豊0751431

詳しぐは︑京都府労働部雇

納付をしましょう︒

5月15ほまでに必ず︑申告

り︑追徴金も徴収洽なぞ︒

険料の額夕荻定することにな

新キ続きか怠ると︑政府が保

付け中です︒期間内に年塵更

この年尿更新の手替苓受け

ただいま︑5月15Eまで︑

里局恋風則としでいます︒

の保険料の算定は︑事業主の

事業主が加入する労働保険

手続きは早めに

労働保険の年度更新

求力ぐださい︒︵企画課︶

ご希望の人は︑企圃課でお

十円歪販売しています︒

八十八ページで︑一部五百五

調査結果報告書は︑Ｂ ｔM

態欠明らかにするものです︒

状況や販売活動な芦同業の実

漏れなぐ調査し︑商店の分布

員会事務局︵社会教育課内︶

しており︑青少年団体が推薦

有ひ︶▼応募資格⁝日本国籍

77凶⁚︵市内在住者は一部補助

26mの15日間▼募集人数・：60

海︶▼期間：59年8月14日一

︵天津・北京・済南・青島・上

▼訪問地・・・中華人民共和国

に必ず納付匁

︵保険年金課︶

道・短歌・俳句・手芸など

へ︒作品の搬入は︑5月4

する人▼申し込み・・・5月1日

▼申し込み・・・4月16日〜菅

日︑午後3時〜1時までの

第十七回春の市民文化祭を

間に︒︵社会教育課︶

五月五日と六日に︑早治市公

▲年1回は検診を（59年4月3日、
三室戸集会所で）

申請・・・5月31日までに︑福祉

るさと近畿″か見っめて行こ

また︑歴史的にもかかわり

言羅寧図るものです︒

ひとっ″の立場でどこや

脚までに青少年対策室へ︒

市観光センターな3ｊ＼ｙ開きま
す︒展示作品夕募集しポｙの

ださい︒

で︑あなたの力作をぷ寡ぐ

▼募集作品・：生花・写真・書

近畿青年洋上大学

民館︑宇治商工会議所︑宇治

出展作品を募集

春の市民文化祭

お知らせ

一般健康診査の申し込みも受け付け
計算方法（例）1世帯4人の場合…1ヵ月
（200円×1）十（280円×4）＝1，320円
世帯割人数割

昔（昌乱aぃ）
4
−−

13

l．

3

夏の一日献立
（夏バテ予防）

−・−−・−−

貧血食

｜

食生活の現状と問題点
望ましい食生活
6／22
（刺

家族4人で月1,320円に

摘みや散策に出掛ける機会

一方︑春は空気が乾燥す

1

諒

−般家庭のし尿収集料金

／

か守るため︑今後もいっそ

1，550円

が多くなり未了︒

1

12

●安定した老後のために国民年金に加入しましょう

5／25減JS悔干し
手軽にできるお惣菜

ごみ・し尿などの処理をしている城南衛生
管理組合の2月定例議会で、し尿処理、浄化
槽汚泥処理、不燃ごみ処理の料金を4月1日
から引き上げることに決まりました。し尿の
処理などにかかる経費は、住民に3分の1の
負担をお願いしています。今回、処理経費の
増大などでやむを得ず料金改定を行い、一般
家庭のし尿くみ取り料金は下表のとおりとな
っています。また、臨時収集や事業所などに
多い従量制料金などについても合わせて改定
されています。ご理解とご協力をお願いしま
す。（城南衛生管理組合）

栄養教室の日程表
う防災への取り組みを強化

1，880円

奏上︑強い風が吹いたりす
るので︑入山者のちょっと
した火の不始末から山火事
が起こる最も危険な季節で

山火事0出火原因は︑第

す︒

1

市内60会場で実施中
860円
1，090円
1，320円

6人

1，320円
i，6oo円
3人
4人
5人

一位がたばこの火の不始末︑

−

食品添加物と加工食品

2

ｒ°
1

▲積極的な健康づくりを…減塩梅干講習会

⑩

結核検診
400円
630円

480円
760円
1，040円
1人
2人

次いで︑たきｙハ︑マ″チ︑

みんなの暮らしに生きる山

午！t（13：00−15：00）
回 月日 午前（10：00−12：00）
ｌ 閣2 開IX式趣旨説明
記念講演

していきまず︒︵消防本部︶

新料金（1ヵ月） 旧料金（1ヵ月）
家族数

山焼きの順でこれらのほと
んごが不注意から︑出火を
招いたものです︒
山は︑木材な藍直裕し︑

燃やすまい
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