幹線的な生活道路を整備
京奈バイパスの早期完成も要望
市ではこのほど︑伊勢田町・開町・羽拍子町・安田町地域の整備計画
案をまとめました︒計画案 では︑この地域を本市西部の住宅地として位
置づけ︑市街化区域を原則として拡大しないことを基本に︑将来開通す
る京奈バイパスや︑国道24号線︑府道八幡宇治線と結節する市道の拡幅
整備が必要とし︑広域的施設として活用できる勤労者福祉施設の誘致も
検討することとしています︒この計画案は︑今月から地域の皆さんに協

していホヂ︒今回の地域整備

域の整備計画案の主な内容は

・開町・羽拍子町・安田町地

題とする中密度住宅地区とし

備を中心に居住環境整備を課
交通量の多い国道24号線への

幅と︑同宏提線バイパスの

▲造波プールで波と戯れる親子

この地域整備計画は︑総合
計画案は︑十一番目︒既に八

一部︶の拡幅整備を必要とし︒

安田線・125ｍ線︵いずれも

道盈｀討︒

から︑西部ゾーンに広域的施

所に併設︒育成学級も引き続

また︑参人憩いの部屋は︑集会

携を図ることにしてい未ｙ︒

間中は︑子戸もの交通事故

まず︒七・八月の夏休み期

通事故防止活動﹂が始まり

修については︑早期完成牽め

一級河川の井川と古川の改

うにしましょう▽また︑道

着用し︑心ま引き締めるよ

ベルトやヘルメ″トタ必ず

車を運転する時は︑シート

▽ドライバーの皆式λ︑

ざして関係機関に要司快適

にしています︒

が多くなる時期です︒

7,000人でにぎわう

な市民忠紡に欠くことのでき

ない公共下水道についても︑

府立山城総合運動公園太陽が丘

オープン︒それに先立ち︑六月

ファミリープールは︑七月一日に

が催されました︒午前十時から開

三十日に太陽が丘で︑開園記念式

かれた式典のあと︑林田京都府知

事や池本市長らがテープカ″ト

とくす玉割りでプール完成を祝

福︒最後に︑林田知事がプールの

始動スィ″チを押して︑開園のセ

真夏日夕思わせるこの日の午後

レモニーは終了しました︒

は一般に無料開放され︑つめかけ

た約七千人の水泳客でにが石いま

した︒ファミリープールは︑八月

三十一日まで開設︒時間は毎日︑

︵交通労政課︶

や︑維持管理ができること︒

あること⑤地域住民の協力

にあること④町内の同意が

と③自動車のう回路が近ぐ

利用している道路であるこ

と②いつな百石が遊びに

①4ぐに遊び場が無いこ

︿設定基準﹀

請しでＩださい︒

政課︵豊⑩3141︶に申

ご希望の町内会は︑交通労

開放するものです︒設定を

止めにして︑子ともたちに

に︑町内の道路か車両通行

の間︑安心して遊べるぷつ

ちびっ子横丁は︑夏休み

ちびっ子横丁

置はやめましょう︒

も︑迷5駐車や自転車の放

物陰﹂をつくらないために

飛び出し夕招く︑﹁危険な

時停止か徐行を▽子戸もの

路で子丿忿竟た時は︑一

午前九時から午後五時までです︒

7月20日〜8月31日

議していただくことになっています︒

計画に稀ついて昭和七干年を

新設整備を図ることにしてい

出も考えられるため︑無秩序

住宅地域

な住工混在を防止するとして

京奈バイパスの早期

対にに︑

まず︒

ています︒

完成衆強く要望︒近鉄線以西

公園を二ヵ所設置し︑小倉町

次の通りです︒

の旧集落部については︑防災

地域に配置される市民の森と

地域では︑地域代表の市民で

開発への対応については︑

上および国道24号線や府道八

の結節を図る全市レベルの緑

展望Ｕ︑市域夕干二地域に分

京奈バイパスの開通後は︑府

幡宇沿線との結節を図るため︑

構成する策定協議会で協議を

道八幡宏綴沿線の準工業地

市道伊勢田羽拍子線・伊勢田
部の住宅地として位置づけ︑

設としての勤労者福祉施設の

来この地域の牛居圏が広野町

とにしてい未丁︒また︑市道

新成田とつながりか痔つこと

石塚小倉線の交通量緩和のた

も一部拡幅整備忿倹討するこ

公共施設配置計画では︑将

狭い街路や都市某盈施設の未

羽拍子町内の市道石塚3号線

狭い街路の整備

望まれる

いまず︒

公園・緑取計画では︑児童

域の立地条件が極めて良くな

3ゾーンとも

です︒残る神明地域も︑五十
六十五年のこの地域の人口

り︑住宅だけでなく工場の進

終了︒二地域では現在協議中

住環境整備計画を立案︒そし

九年中に作成する予定です︒

を二万一千人と想定︒本市西

利御箇︑公共施設配置計画︑

でこれらと有機的にかかわる

このほどまとめた伊勢田町

・▲旧集落部を走る主要生活道路（伊勢田町内で）

コミュニテー−形成舎肯子と

ける第一次牛活圏ごとに土地

ｒｚｉ中。ヅー，

整備に対応して︑良好な居住
地としての整備を図る必要が

土地利用計画では︑市街化

太陽が丘ファミリープール開園

事故なく過ごそう夏休み

七月二十日から﹁夏の交

夏の交通事故防止活動

き小学校に併設していくこと

るコミュニティー核との連

野町地域の集会所を中心とす

含み集会所を三ヵ所設置︒広

ンには︑現公民分館の転換を

誘群落討︒東部・中央ゾー

Ｎ4

へ．Ξ竺竺匹

め︑主要地方道宇治淀線の拡

［二］Ｕゾ。

あるとしています︒

道路・交通体系計回では︑

皿圖5ＳＳ5ゾ。

区域恋尿則として拡大しない
ことを基本に︑地形や市街化
の状態などを基礎にして︑三

西部ゾーンは︑三十年代後

つのど・Ｉ・ンに区分しています︒

半以降急激な宅地開発が進行
した地区ですが︑市街化区域
内農地も残存しており︑この
ことから︑旧集落の景観保全
を図るとともに︑緑とコミュ
ニティー施設が適正に配置さ
れた低・中密度住宅地区︒中央
ゾーンは︑住宅密度は低いが︑
道路などの都市基盤施設が未

木津川流域関連公共下水道の

早期促進を図ることとしてい

なお︑西早治都市下水路は

ます︒

き続き事業聚孫進していくこ

六十一年完成牽めざして︑引

▲危険な自転車の後ろ乗り

整備であり︑一部住宅の老朽
化に伴う居住地整備を必要と
し︑都市某盈整備や居住環境
整備を課題とする低・中密度
住宅地区︒東部ゾーンは︑鉄道
や道路などの交通幹線が三太

とになってい未了︒
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縦断していることで他地区と
の分断要素が強く︑細街路整

伊勢田町・開町・羽拍子町・安田町地域整備計画案

伊勢田町・開町・羽拍子町・安田町地域

る

●毎月1日・11日・21日兌行

第671号
（日曜・祝日除く毎日午前9時〜午後ｅ時

〒611京都府宇治
市宇治琵琶33番地
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青少年問題の悩みなどお気軽に

発行京都府宇治市

地域整備計画案まとま

本ほどの清涼飲料水か清費
しているといわれてい毒了︒
主成分は
糖分
清涼飲料水は冷たぐてロ
当たひが良いので︑糖分が
多いことに意外と気づかな
いものです︒しかし︑平均

飲み過ぎに要注意

乳酸飲料は︑脱脂乳など

います︒

妬以上含んでいるものをい

加えたものもあり︑果汁五

消費者コーナー

暑い夏がやってきました︒
汗をかいたりすることも多
くなり︑どうしても水気の
ものが欲Ｌｙヽなります︒そ

命一の多くなる清涼飲料水に

こで︑今回は︑口にする機

◇

ついてお知らせしましょう︒

おり︑乳酸菌で発酵させた

を主原料としてつくら元て

一本には︑なんと二五グラ

れ︑二五〇φリットル入り

して約一〇％の糖分が含ま

すが︑主に砂糖︑果糖︑ぶ

合成甘味料のものもありま

ありまず︒甘味料としては︑

清涼飲料水は︑大ｍｖ分
けて︑炭酸飲料︑果実飲料︑

ものです︒

当たり四％カロリーと高い
ものです︒二五〇φリ″ト
ル入りのものの熱量はＩ〇
〇 Ｅカロリーで︑ご飯なら
軽ぐ茶わん六分目ほどに当
たります︒
取り過ぎは

え︑圧力を加えて炭酸ガス

料︑酸味料︑香料などを加

易に購入で章柔ｙ︒また飲

多く置かれているので︑容・

が普尽し︑自動販売機も数

このごろは︑缶入ぴ飲料

めには一日二〇グラムに抑

ムといわれ求ふ︑体のた

摂取量は一日平均七〇グラ

車ｙ︒現在︑日本人の砂糖

個分︶もの糖分が入ってい

ム︵ふつうの角砂糖で約五

化吸収も早く︑エネルギー

りまｙ︒また︑体内での消

にくくしたりする働きがあ

いしぐしたり︑ものを腐り

糖分には︑ものの味をお

眉間の原因となり未了︒

り過ぎると力ａ＝＾−過剰で

はとて公幻果的ぶふ︑取

い運動のあとの疲労回復に

このぷつに糖分は︑激し

炭酸飲料とは︑水や甘味

拿八れたもので︑サイダー︑

料の種類も多く︑つい飲み

肥満の原因

コーラや果汁入りのものも

すぎてしまいがちです︒日

μ岑糖が祀幻れてぃ未丁︒

あり未了︒

糖分がエネルギーになる

果実飲料は︑天然果汁の

あること③市内に居住する2

源としては熱量も一グラム

人の保証人があること④基準

えた方がよいといラ意見も

は車いす刄涵できるぷつに

円以下︶であること▼家賃⁝

特別設計された身体障害者向

市では︑今後も住宅に困っ

府営住宅＝月額三万八千円︑

収入以内︵収入月額八万七千

ている市民を対象とした市営

市営住宅＝月額二万八千円▼

け住宅︵晋ヂみ︶です︒

住宅の充実に︑積極的に取り

には︑ビタミン励が必要で
す︒ところが甘味のある飲
料雲箭に取り過ぎると︑
それだけで満腹感があるの
で他の食物の摂取がおうＶ
かになって︑栄養のバラン
スがとれなくなってしまい
乖ｙ︒

食生活を

バランスのとれた

最辺零もたちの体の変
調や成人病が増えていると
いわれ季子︒
健康な体や牛居のために
は︑バランスのとれた食生
活が大切です︒暑いからと
いって清涼飲料水をがぷ飲
みずるのはやめましょう︒
水分の補給や︑のとを潤す
には︑冷たい麦茶や牛乳を
使った飲物など︑エ夫して
みてはいかがでしまぷ︒
︵商工観光課︶

市営住宅とも京都府住宅課︑

留学生の
民泊家庭募集
関西外国語大学では︑九月
に来日する外国人学生の受け

外人だからといって特別の

入れ家庭を探してい章ｙ︒

配慮はいりません︒食事など
家族と同じものでよく︑日本

るのも留学生にとってよい勉

の風俗︑習慣を実際に体験す

強です︒家族に蓋蜃話せる
人がいなぐても辞書怠作手に

◇

十分意思は通じます︒

▽翼フハれ期間・・・9月初旬1
12月末までの約四ヵ月︒
▽謝礼・：月額四万八千円︵11

加算し栄ｙ︶︒

月とり一月は暖房費四千円を

ふるさとむかし話
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黄槃山万福寺を開いた隠元マダケやハチクと呼ばれる種ぜんじりゅ吻ごくふ｀けＡｔｊ4に
禅師は︑中国の福建省から日類のもので︑モウソウチクは

本に来たお坊さんです︒承応隠元さんがはじめて日本に植
三年︵一六五四︶七月︑長崎えたのだそうです︒だから隠

た多くのものを伝えてくれま

とになります︒
江戸時代の後半になると乙
訓郡︵いまの京都市西京区・

に着いた隠元とその弟子たち元やぶは︑日本のモウソウチ
は︑それまで日本にはなかつク栽培の最初の場所というこ

みなさんはイングンマメと

した︒

いう豆を知っていますか︒そ

の名のとおり︑隠元さんが中

ふじいろう｀くはなうことです︒藤色の美しい花

国から持ってきたものだとい

をつけるので︑関東地方では

フジマメと呼ばれています︒

っている豆は︑こちらのサン

関東地方でイングンマメと言

ドマメのことですから︑どこ

古くから日本にあった竹は

す︒

﹁隠元やぶ﹂と呼ばれていま

た竹やぶというところから︑

ソウチクで︑隠元さんが植え

ります︒その竹はすべてモウ

左側にひとむらの竹やぶがあ

市にある寂照院というお寺へ

移植したのがはじまりとなっ

ち
ちゅ
ゅう
う
ごご
く！
く・≫■
ち中国のお坊さ

えたものは︑こ

ちゅうごくしぎかまいり
ちゅうごくしぎかまいりです︒たとえば中国式の釜炒

なさんの好きなスイカなどが
あります︒︵歴史資料室︶

勝丸などのくすり︑それにみ

く販売されていた錦袋圓・鎮

らゆうごくとう・″とう・″かんひろる中国の豆腐﹁豆腐農﹂︑広

ドクダミ︑いまも造られてい

茶や薬草として知られるツル

まんぷくじそうしんはいある万福寺の総門を入ると︑

うじしごかＵようＡＪころでの︑
宇
治
ヶ
庄
ほか
にも
い市
ろい五
ろあ
るそ
うに
ろいろあるそう

れてしまったのでしょうね︒

のが︒そのまま呼びならわさ

うことです︒
まちがよかでだれかが間違って呼んだ

宇治川一帯を素材にじた子

まで︒

り︶︑午前9時1午後5時

ー2階展示室︵平等院東隣

▼ところ・：宇治市観光センタ

9日〜31日︵中学生の部︶

校4年Ｌ6年の部︶︑8月

7晶日〜8月7日︵小学

12日〜24日︵小学校ｌｔ3
年︑幼稚園︑障害児の部︶︑

▼特選作品展示の日程・：7月

賞ください︒

″に石たちの力作を︑ぜひご鑑

秀作品奎展示し柔ｙ︒

第34回宇治川写生大合一の優

06751︶へ︒

学国際交流課︵ａ0720

▽問い合わせ・・・関西外田哭

募集案内書・・・京都府住宅課︵

宇治市住宅課▼問い411Ｃ＾？ −

毎週月曜日午後5時55分からご家族そろつてごらんください．

豊0751剛8111︑京都府宇
治土木事務所︵豊⑩−116︶︑

︵住宅課︶

宇治市住宅課︵豊⑩1141︶
まで︒

宇治川写生大会作品

日▼申し込み先・・・府営住宅︑

︵第二種︶の入居者を募集し

府・市住宅課へ

申し込みは

申し込み期間・：7月16日〜25

コンクリート三階建てで︑3

完成した市営住宅は︑鉄筋

組むことにしてい未了︒

▲手軽に買える清涼飲料
水だが

季﹈︒

府営住宅25戸も
宇治市と京都府が進めてい
ました︑五ヶ庄福角の市営・

ＤＫ三土ハ戸︑このうち一戸

府営住宅部面え工事がこの
ほぶ九成︒七月土八日から︑

▼住宅所在地・・・五ヶ庄福角
Ｉノー▼募集個数・・・府営住宅
＝25戸︑市営住宅・：20戸▼申

宇治市政だより

なお︑市長賞などの推薦作

⑩

との
い竹ａ
うを
お長ぶ
寺；岡13
へ京1

隠元豆と孟宗竹

乳酸飲料の三つがあり未了︒

▲完成した3ＤＫの市営住宅（五ヶ庄福角）

テレビ市政だより

一品は全期間を通じて展示して

市しんにが

んた
が隠￡と
日に元ｙい

府営住宅︵第一種︶︑市営住宅

集

ＫＢＳ京都テレビ（ＵＨＦ34チャンネル）

一一いまず︒︵商工観光課︶

あ｀
る隠「
寂ｌ元7
照4や
院ｉ ぶ

に本？さ
もにん
い伝Ｚた

し込み資格・：府営住宅＝①住
宅に困っている府内在住者ま
たは府内に勤務場所がある人
②同居者または同居しぶりと

7月12日−8月31日

清涼飲料水

本では一人当たり年百ぶ十

受け付けは7月16日から

ほか︑果汁︑果肉︑果粒を

市営住宅

する親族︵内縁関係や婚約者
も含む︶があること③知事か

宇治市観光センター
平等院を描いた
森川弥奈︵菟道
第二小︶さんの
力作

香香香−・−・・

適当と認める保証人がＩ人あ
ること④基準収入以内︵収入
月額八万七千円以上十四万一

住宅9①住宅に困っている市

千円以下︶であること︒市営

内在住者であること②同居者
または同居しようとずる親族
︵内縁関係や婚約者を含む︶が

・一−ミ

入居者を募
五ヶ庄福角
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読書相談コーナーを開設
経験豊かな相談員がアドバイス
﹁課題図書・推薦図書とかい

を勉強し︑子育ての中で色々

たちが相談か受け毒ｙ︒気軽

﹁この夏休み︑子μ石にど

いのだろラか﹂⁝⁝こんな疑

な本に出会ってきたお母さん

か﹂﹁子どもの本剪とのぷつ
にお越しぐださい︒

特に︑子芦ものころに︑お
にさんやお父さん︑文Ⅲのお
ばさんから聞いたお話は︑い
つまでも耳に残っているもの
です︒お話は︑そＥを広い
夢の世界へ誘い 手︒
このよフなお話との出会いを
子μもにさせてみませんか︒
▼とき・・・7月18日團・25日
困︑午後3時Ｆ3時半▼とこ
ろ・：小倉公民館保育室▼内容
・・・読み聞かせ︒紙芝居︑スト
ーリ ・︲テリング︑パネルシ7

会員▼対象⁝幼児・小学校低

このコンクールは︑歯の衛生週

ｃ宇治市公民館…宇治里尻71の
9（ｔｓＲ2804）

○宇治市小倉公民館…小倉町寺

34の7（ａ⑩8290）

夏休み
子どもおやつ教室
身近な野菜が︑おご々ぐほ
どおいしいおやつに早変わり︒
自分で作った北海だんごとキ
ャロットゼリー衆食べて︑元
気に夏休みを過ごしましょう︒

所のパンフレ″トで学ん
だやり方で太佑ちゃんの
歯を守ってきた寺村さん︒
﹁一歳ごろまではガーゼ

前の歯蜀翠続けていま

でふき︑それ以降は寝る

す︒三歳ごうか＾Ｑ＾｜ＡＭ︶
自身で歯磨きをした後︑
母親が点検すること﹂が

着順︶▼申し込み・・・木幡公民

生〜中学生▼定員・・・20人︵先

対象⁝市内在住の小学校5年

用具︑エプロン︑三角政ん▼

・6年生︑中学生︑高校生お

▼対象・：市内在住の小学校5

ファイヤー︑野外ゲームなど

▼内容・・・クラフト︑キャンプ

ころ⁝炭山キャンプセンター

活動サークル会員▼定員・：30

よ茫旱▼指導・：宇治市野外

館へ材料代奮添えて来館で︒
︵木幡公民館︶

民館へ参加費奮原え来館で▼

︵木幡公民館︶

館で︒参加者と保護者対象︒

保険料を納めることは︑

後の牛居の支えが失われま

ることができなぐなり︑老

▼定員⁝36人︵先着順︶▼材

年金夕受けるための欠かす

料費・：千二百円▼申し込み・：

材料費か添えて︑直接宇治労

納めることが困難な人は︑

ましょう︒経済的な事情で

もし未納ならすぐに納め

すと︑万一の事故のとき障

国民年金係までご相談くだ

ら︑一般の第5部まで五つに

害年金や母子年金な芦￥曼

分かれています▼提出・：9月

さい︒︵保険年金課︶

なわ︶きばき・・・ご家族でお楽

8日までに︑京都府統計協会

けることがで ｍｉｉｆｉん︒さ

しみください︒実施日には専

︵〒602京都市上只区下立売通

ターか︑宇治観光案内所で参

規格︑内容など詳細は企画課

︵商工観光課︶

ら八月二十日まで︒

申請期間は︑七月二十日か

問い合わせください︒

課または宇治商工会議所にお

宇治地方振興局︑市商工観光

する事業主は︑詳細聖只都府

本年度の表彰の申請を希望

硲行っています︒

の知事表彰を昭和四十二年か

良な仕事一筋に牛百る従業員

で︑技術優秀︑勤務成績が優

の業務に励み︑研究心が盛ん

る従業員で︑多年にわたりそ

府では︑中小企業に勤務す

優良従業員の表彰

︵企画課︶

︵豊⑩3141︶へ︒

話予約もできます︒団体申し

込みはご相談ください︒締め

切りは各実施日の3日前▼問

い合わせ・：宇治観光協会一︵豊

⑩1334︶へ︒

︵商工観光課︶

京都府統計グラフ

コンクール

京都府統計協会では︑統計

グラフコンクールの作口器寡

集しています︒これは︑統計

思想の普及と統計表現の技術

るものです︒

の研さんを目的に行われてい

▼5募資格⁝京都府内に居

住または勤務する人︑在学し

ている人︒小学校3年生以下

の児童を対象にした第1部か

中小企業の

加券を購入してぐださい︒電

月
19日㈲▼募集人員・・・各100人 新町西入︑京都府統計課内︶
▼申し込み・・・宇治市観光セン
へ▼問い合わせ・・・応募作品の

▼実施日・・・7月ｉｎ日面︑8

用バスが市内か巡回し未丁︒

らに将采︑老齢年金を受け

保険料を納め忘れていま

す︒

脚の8日間︒午後6時〜8時

▼とき・・・7月24日㈹〜31日

一般水泳教室

ん︒︵交通労政課︶

がきなどでは受け付けしませ

ことのできない条件です︒

国民年金の保険料

働セツルメントへ︒電話・は

納めましたか

小倉公民館︶
夏休み子ども
菓子づくり教室
お友だちと一緒に︑お菓子
づくりを楽しみませんか︒

青少年キャンプ

事前打ち合わせ会⁝7月24日

人︵先着順︶▼参加費上人

ことしの夏︑友だちと一緒

陶の午後7〜9時︑木幡公民

木幡公民館

10時〜午後1時▼ところ・：木
幡公民館▼内容⁝フーフイパン

にキャンプに参加して楽しい

▼とき・：7月30日囲︑午前

を使ったバウムクーヘン︑バ

体験をしてみませんか︒

千五百円▼申し込み・：木幡公

ナナのチョコレートアイスク

4月1日に生次れた男子︒

・：昭和24年4月2日〜41年

・環境衛生技手︵清掃作業員︶

修得した人︒若干名︒

時半〜29日間午後4時半▼と

ｙとき・：7月28日出午前9

リーム▼指導者・：パン教室講
師︑荒木悠美子さん▼費用⁝
材料代三百円▼持参品⁝筆記

お知らせ
市職員の募集
市職員夕募集し季ｙ︒
・土木技師・・・昭和32年4月2

▼試験日・・・7月20日宙︑午

▼ところ⁝西宇治公園プール

Ｌ人︒︑

前9時から▼ところ・：宇治市

▼対象・：一股社会人・学生▼

日〜41年4月1日に生次れ︑

職員心一館▼申し込み・：市販の

︵市民体育課︶

▼とき・・・7月13日倒17月

の図﹂展が開かれます︒

で︑丸木位里・丸木俊﹁原爆

京都府・宇治市などの後援

﹁原爆の図﹂展

委員会市民体育課へ︒

料・・・五百円▼申し込み・：教育

定員・：50人︵先着順︶▼参加

以内の本人の写真をはり︑申
込書涙哭て︑7月18日出ま
でに職員課へ︒申込書は職員
課にあります︒なお︑郵送に

︵職員課︶

よる受け付けはしません︒

地域整備計画
策定協議会
︿大久保町地域第2回﹀

館︵京都市左京区岡崎︶▼入

︵総務課︶

22日旧▼ところ・：京都市美術

▼とき・・・7月12日出︑午後

場料：大人四百円︵前売り三

ー専用バスが巡回−

鵜飼いツアー

団体︵小人のみ︶百円︒

二百円︵前売り百五十円︶︑

百円︶︑小人︵高校生以下︶

7時半〜10昨ｙところ・・・西大
久保集会所︒住民の皆さんは
傍聴宣笙す︒︵企画課︶
季節料理教室
府立宇治労働セツルメント
運営協議会では季節料理教室
を開きます︒

宇治川の鵜︵ウ︶飼いを︑

り火︑︲巧みな鵜匠の手縄︵た

施されます︒川面に映るかが

治川・納涼鵜飼いツアーが実

一人でも多くの市民の皆さん

▼内容⁝スタミナをつける夏

▼とき・：7月20日困︑午後

の中国料理の作征方▼講師・・・

1時から▼ところ・・・宇治労働

れた︒そして沢山のお友だちのこ

料理研究家︑星野美智子さん

に楽しんでいただこうと︑宇

とも︒︵てらＵらみちこさん︑たい

セツルメント吊民会館1階︶

すけちゃん︑伊勢田町遊田に在住︶

べたら虫歯になるよ﹂と教えてぐ

れいやろ⁝︒いっぱい甘いもの食

し︑子丿七にはＩやつもカルシ小倉幼稚園児︶は﹁ぽぐの歯︑き
ウムを主に考凡て″与汲るぶつに
し︑また︑磁る前の甘いものを
控える ことれギハ切﹂と寺村さん
⁝それもこれも虫歯か穏ちないた
めの信念から︒

履歴書に記入し︑最近6ヵ月

学校教育法による高等学校
以上の学校で土木の課程を

皆さん︵府歯科医師会館で︶

哺宇治保健所管内から選ばれた親子の

︵商工観光課・保健予防課・

実習費舎添えて小倉公民館へ︒

実習費⁝二百円▼申し込み・：

生▼定員・・・30人︵先着順︶▼

10時〜正午▼ところ・：小倉公
民館▼対象・・・小学校5・6年

▼とき・・・7月21日出︑午前

内91（ａ⑩4687）

・納豆・海藻類は欠かさなかっか取材に訪れた日︑太佑ちゃん︵西

娠中から半乳・丸干し

食事の心掛けは︑﹁妊

た﹂ほどの虫歯知らず︒

とき艮い歯で賞かもらっ

﹁小・中学生︑高校生の

母親の美智子さんも︑

虫歯の予防に︒

○宇治市木幡公民館…木幡内畑

しください︒︵小倉公民館︶

斜影
ては困るので﹂と︑保健

ターなど▼お話・・・﹁絵本の命

ひざを寄せ合つてお話忿聞

学年︒当日︑直接会場へお越

んと太佑ちゃん親子は優秀賞に選

科医師会主催︶で︑寺村美智子さ

子の良い歯のコンクール﹂︵府歯

形な戸示良い上︿月三日﹁母と

虫歯が玉も無い︑歯並びや色︑

くのは︑楽しいものですね︒

おはなし会

小倉公民館

ご相談を︒︵小倉公民館︶

間に相談員がい未了︒何でも

水曜日︑午後2時半〜4時の

8月以降は︑毎月第2・4

す︒

ついての資料を用意していま

﹁課題図書・推薦図書﹂に

文学サークル＆一員︒7月は︑

▼相談員⁝宇治市公民館児童

ころ・：小倉公民館図書談話室

日出︑午後2時半〜4時▼と

▼開設日・・・7月18日出・25

問をお持ちの人に︑児童文学

宇治に生きる

寺村美智子さん（28）太佑ちゃん（4）母と子のよい歯のコンクールで優秀賞

に読んでいったらいいのか﹂

っぱいあるけど︑どの本がい

小倉
公民館
のよラな本を与えたらいいの

▲子どもに良い本を（小倉公民館図書談話室で）
ばれました︒

間の行事として毎
年行われているも
ので︑寺村さん親
子は︑宇治保健所
管内で︑昨年四月
か息牟三月まで
に三歳児健康診査

九十三人の中から︒

・を受けた三千五百

選ばれた四組の内
の一組︒
虫歯は夜に作ら
れるＩｄる前の
歯磨きを確実にす
戸ことこそ虫歯
を作らないポイン
ト︒﹁虫歯になつ
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胃・子宮・乳がん検診を受けましょう

言……8月2

日固……

糾・Ｓ‥‥‥‥‥‥＾

百冨触ｍ岫にレ

・．・ｌ………：…………

………………………卜．・．？……………Ｓ｀丿Ｉ丿………Ｑ
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言言ぱ耳4日出……

・・、，●●｝●

―・ｌ゛・ンり

・・冲・ゝ・．゛

説卜ｍｔ日限二

言笠室と耳集Ｅじ会所詰
・

﹃子宮ガン検診に一人で抒

三淮丿涌評小谷慌濯二

・｀，ｙ．ｒｊｊｒｊ■・¶χ・

訃白三………：．：

呂；：・ミ・．

．ｌ：・．

幸，9月ｉｍ印卜卜
・Ｕでｌ・：ふ．｀：．・ｉ，：・：，｜・゜＝ ．ｌ
・ ： ・1゛｀， ゛｀ ｀． ・心・㎡・｀｀ぶ

失行幸ＵＵ……：ｉ＝111

▲痛みをこらえて予防接種…大切な家族のためにあなた自身も

言8月21如・ト

Ｉ＝＝111ｋｌｊｊＷ111，：

ｌｌＪ

検診を（59年3月、Ξ種混合予防接種会場で）

言緬万南卜荘ヅ痰唾噺氷

．，，．．・．．，．

ＩＪ分卜館回

二言＾月ｉ7日ぽ千

①米軍度か友子倉妙ン検診実施医療機関｀であれば、市

■ｒ％¶ー

？：：■．

白鷹漸漸巫筈丿校訃
広言ご二：．＝・、゜：．、：：

・・，｀ｊ・・・

ｊ

＝：・．．：

：ＥＥＥＩχＥ・り｀，ぶ

：：

ｌ・．ｌ，，

・．

｀Ｅ，ａ，

：・ｍ月ぎ日臨コ

三回ｅｍｓ日面言

、：，ｌ、

、｀二

｀．｀、￥｀：，・・，・

●

百

7月26廠叫三回

ださい。

■．■ｒ■ｊ■．¶■ｊ《ｒ■¶■ｌ・■■「ｊ¶■■ｊ「．．「｀・．「・？・ｊ｀｀ｊｒｊ・、ｊ．｀％・「．？・ｊ、・、♂七万示卜盲示
し1屎ｊし校言

示言ｚ雛ｉ日樹・二

●検診料1，000円（当日医療機関へ）。

ｊ■■■．¶¶．｀｀ｊ・．・・ｊら．・．ｊ．、往三言毒尚白二＝Ｕ：
：11111
………言………三千……゛・ｊ，：．，．．゛

．．・7−図丿

電話番号

）ヵ・な）性別

電話番号

生年月日年齢

生年月日

※上記の検診料免除項目に
該当される人はその番号
を書いてください。Ｉ

※上記の検診料免除事項に
該当される人はその番号
を書いてください。

年齢

生年月日年齢

圖

Ｉ
1・

回［ｊ］ロ］ロロ

｀

申込はがきの書き方

氏名（ふ

表（あて先）

宇治市役所

電話番号

●受診方法市から送ります受診票の
注意事項をお読みのうえ、指定の日
時に受診してください。
●検診内容問診と医師による診察。
●検診料300円（当日会場で）。
●定員2，0（Ｘ人（先着順）。
なお、生理後1週間位が検診日とし
て適当です。

はがき一枚につき︑一検診・一人

住所
な）

〈注憲事項〉
●受診対象者30歳以上で市内在住の
婦人。

だけ記入してください︒

住所

……8月27日㈲ニ
9月14日吻
時間
9月ｍ日附宍
二8月28日㈹
はい
8月29日附
ス9月21日吻
保
1
ｃ8月30日榊
9月26日團＝ ずれ
ｔ
二ｇ月ｚｉ日吻ｉｏ月ｉ日興 も午
二9月3ｒＨ㈲≒ 10月2ａ㈹ゾ
孚
後1
9月4日脚ブ 10月3日哨二
卜『．
時半
9月5日附
10月4日附匠
Ｓ4
9：月6日困ｉ；
』ｏ月5日面＼：
時
9月13日哨

宇治市宇治琵琶33

第3希望月日〔会場名〕

な）

乳ガン検診会場と検診日時

保健予防課行

）ヵ

申し込みあんない

日日日

第2希望月日〔会場名〕
氏名ふ

第3希望月

月17日消印有効︶

胃ガン検診申込書

▼申込期間⁝7月11日出〜7月17日㈹まで︵7

役所保健予防課︒下の書式に従ってお書きく

▼申し込み方法・：はがきで︒あて先は宇治市

ご記入ください︒記入不十分な場合や︑電話

ださい︒はがき1枚につき1検診・1人だけ

裏（胃ガン検診用）

第1希望月日〔会場名〕

住．所

第2希望月

氏名（Ｊ．1）ヵ

での申し込みは受け付けません︒申し込みを

子宮ガン検診申込書

受け付けた人には︑受診票をお送りします︒

乳ガン検診申込書
第1希望月

受診票を持って直接検診を受けてください︒

裏（子宮ガン検診用）

裏（乳ガン検診用）

受診票の送付が無い場合は︑受診できません︒

（注意事項〉
●受珍対象者ｉｏ歳以上で市内在住の人。
●受診方法市から送ります受診票の注
意事項をお読みのうえ．指定の会場で
受診してください。
●検診料500円（当日会場で）。
●定員1，850人（先着順）。

次の事項に該当する人は︑検診料が免除され

時間はいずれも午前9時〜11時半

ます︒

二9ｆｌｕ日脚……：゛

※検診料免除事項

・，し．

①70歳以上の人②65〜69歳の人で︑医療受給

……Ｂ．碑ヽ゛Ｓｉ＝參察

者証をお持ちの人③生活保護受給の人④市民税

：］ト1………8ｆｌ20Ｅ

十卜………往往言説卜………：………ｌ｀，｀．，｀｀

非課税世帯の人︒

二9Ｈ知日困

▼問い合わせ・：保健予防課︵雲⑩3141︶へ︒

二8月ｌ日雨卜、
｜……8月3ｉ白図二卜

三矢沃腺蜜巣校千

千談言辞．白千炎………千

●定員6，000人（先着順）。

言9月18日㈲・＝、゛゛・

，，・＝

れた時は︑やはりショ″クで

のうえ、受診票を持って直接各医療機関で受診してく
丿出添付泉谷卜千託言

したが︑検診で早期発見でき

●受診方法市から送ります受診票の注意事項をお読み

・
、

大事に到らチ良かったと思っ

●受診対象者3ｏ歳以上で市内在住の婦人。

回………う万Ｚ5台網万万………｜

ています︒これからは︑検診

｜
： ・ Ｊ ；：1：
ｌ
：：
：
・・
・
，
．ｌ
・・
， ｉ・ｌ
・
． ．

＝；

の雙蒙夭いに利用ずると共

，

7．11゛Ｅ．・．．卜二ぷ、｀

に︑知り合いの人にも声聚掛

：
……
…

，・卜・Ｍｉ

あなたも年一回のガン検診

談
…示

．
｀二

既たいと考えてい 手﹄︒

ミＵ……回Ｕ…
Ｊミ回］回

＜注．≪事項〉

言言＾．月14日樹・・二

を習笥つけ︑安心の毎日夕逼

川二幸言言千二爪判．把千

ご1ましょう︒

8一月29日困⊇

千蓉丿彩倉縦谷］前付

引⑤剛胆膳二卜二広卜二浜

：．Ｓ；．

三できることになＩ） ましだ。：レニ ・・‥べ・ｊ「⊇
｀｀実施他商は谷8・乱］日こｉｏ月3・ｌＢｌ ぞ−Ｃすよ…………

⊇7ｍｉａ翻卜

，．．．：；Ｅ

ご内に限らず京都府下（京祢市を含む）・の医療機関で受か

その結果は思い掛けず前ガン

民
．：．＝

状態で︑放って置くと悪化す

゛．ｌ；，｀，ミ，；，．，・

を゜

るとのこと︒すぐに壬筥甕

＝
｀

子宮ガン検診医療機関と検診日

…………＝，・8月22日脚≒

……………言卜卜卜………；・゛
説鴎゛

け︑その後は良好で︑毎旦九

聯千…………

気に過ごしていまｙ︒診断さ

ャ9月ｎ日附丿言

市民の健康を守るため市では︑毎年実施している胃・子宮ガン検診に加え︑昨

説示9月22Ｈｉｅ卜□

言九回………

年からは乳ガン検診も実施︒ことしの各検診の受け付けは︑きょう七月十一日か

ｍＵ19月Ｊｏ自卯づ

くのは何となぐ・・・とためらっ

言冊卜以丿谷丿

健康を取り戻した︑市内にお

言卜81！23日雨卜白

検診による早期発見・治療が

．｀・ｉ，，1．．，｜・＝こ｜゛．；

れて受診しました︒ところが

1．1

光琳幡］公Ｅｊ民ヅｌ館万

ていたところ︑友だちに誘わ

．ｉこ・・・．，；．

言白浜了示談二川壮士

住まいのＡさんのお便ｓ＞＊︶ｉ！Ｊ

⑤見回古卜宍……ｌ

決め手になりホＫ

二8月勃甘俐……

紹介り手︒

………7月28白（＋3
回大丿地ｍ公淑堂≒

ここに︑子宮ガン検診を受

け︑疾病の早期発見・治療で

1：．．．；ゝ1：ミ：．．・，；、：，

ら始まります︒検診料は︑一部負担をしていただくことになっていますが︑一人

9，

……9月21日吻≒

ｌｉ；Ｓ・，ｉ｀Ｊ，．＝

でも多くの人に受診していただこうと︑定員を増やしています︒胃・子宮・乳ガ

言………9月1日ｔｉ）

…………1．1．1ミ

も発見されます︒ガン制圧の決め手は早期発見・早期治療︒この機会を逃さず受

言保健医療セ埓Ｕター几

ｘ．ｊ．Ｕ・、……………ョ二．、し、。卜．．丿・・．、

ンは︑検診での発見率が高く検査も簡単です︒また検診でガン以外の多くの病気

7月11日からはがきで受け付け

ガンは︑初期には少しぢ目

………8：月25日鮒卜言

覚症状が無いため︑手遅れに

スゾ7月25日脱帽｜
・・．二．言二見．．二卜………ｉ．

なり命を失5場合が多くあり

未了︒ガンを制圧するには︑

胃ガン検診会場と検診日時

※上記の検診料免除事項に
該当される人はその番号
を書いてください。
＿．．．．＿、．．●
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