い毒了︒また万一︑仕事に従

域の民生委員さんや喜老会の

員になれ毒瓦ただいま各地

と飾り気のない性格で、

じて五月中旬から事業所へＰ

は︑商工会議所会報などを通

また︑仕事の受注について

ください︒

三十一日廊まで︒ぜひご参加

ヒット・。優れた歌唱力

：：：：： ︲︲︲︲ ︲︲︲．．．⁝⁝

・Ｒを実施︒高齢者向きの仕

一
−一
一−
−一
−−
ミー
一一

を選出しました︒この日は準
備作業の進め方について検討︒

事業内容などについて協議を

今後はセンターの組織運営︑

市では︑老人福祉施策の新規事業として﹁シルバー人材セ
ンター﹂を昭和六十年七月に開設することにしています︒こ

﹁ジルバ人材センター﹂は︑

重ねることになってい車う

れに先立ち四月十七日︑﹁シルバー人材センター設立準備委
員会﹂を発足Ｊ同日第一回準備委員会を開き︑ 役員選出や会

集まり︑補助的な短期間の仕

必一員登録制で健康な高齢者が

事を引き受け︑営利を目的と

員募集などについて協議をしました︒この人材センターは高
齢者の生きがい対策事業として︑豊かな経験と能力を生かし

事中問題が生じた場合の責任

役員さん︑老人憩いの部屋︵公

従事した会員に配分金を支払

︑センター﹂の取り決めに従い︑

従事︒報酬は﹁シルバー人材

ど多岐にわたる仕事に会員が

単な大工仕事︑集配︑集金な

代筆︑一般事務︑留守番︑簡

事業所から提供される筆記︑

る団体です︒公共団体や民間

しないで従事する公共性のあ

短期間の仕事に従事しながら社会参加をしていただこうと開
設されます︒ただいま会員を募集中︒ぜひご参加ください︒

ただいま会員募集中
六十年七月に開設する﹁宇

に市民の意見を反映させるた

は︑センターが負うことにな

治市ジルバ人材センター﹂

め︑本年四月十七日﹁宇治市

ってい毒司

ヵ所︶の設置者の皆さんを通

会堂や集会所など市内七十三

シルバー人材センター設立準

60歳以上の
意欲ある人を求む

まず︒申し込み用紙は民生委

じて申し込みを受け付けてい

員さんなどのお宅にあります

入していただぐか︑その未ま

事や短期間の補助的な仕事の

入会︑仕事の発注について

発注を呼び掛けています︒

詳しぐは︑福祉事務所福祉課

︵容⑩1141︶まで︑気軽

﹁ジルバ人材センター﹂は︑

会員登録者数と仕事の受注量

が両輪となって発展していく

理解と︑ご協力をお願いしま

事業です︒市民の皆さんのご

す︒

：トーー： ・リ：⁝：−−−：：︱−︲

にお問い合わせください︒

︲ キ⁝⁝リ1

⑩

氏名丿

﹁ジルバ人材センター﹂の

切り取ってご利用いただいて

族

が︑便せんに下記の様式で記
対象は︑概塑八十歳以上の

も構いません︒期限は︑五月

年月

開設に先立ち︑ただいま会員

市内に居住する健康な人で︑

歴

か募集してい未了︒︒

働く意欲があればだれでも会

つヌ事・

数人のスタ″フで業務に当た一

家

引き続き第一回準備委員会

襲福祉協議会会長︑副委師

一人︑薬剤師二人︑歯科衛生

よ人生は」など数々の

日曜・祝日・年末年始午前9時50分から午後4時半まで
電話224630

診療を受け

年月

を開催︒委員長に西山喜代司

長に堀井信夫商工会議所会頭︑

士一人︑看護婦二人︑事務員

受付時間

診療日

ご利用ください 休日急病

診療所
十九人ありました︒ 受診した

宇治市休日急病診療所は︑

られる人は︑

職

：………プロフィール…，・・●

てい車か︑昨年度一年間で

大の年齢別では︑医科では六
歳未満の乳幼児が一千三十二
人で全体の五四・八％Ｍ﹈め

二十歳以上の大が三百七十四

てい未了︒一方︑歯科では︑
医療機関の大半が休診とな

と歯科では年齢が対象的にな

人で六五・八％か占め︑医科

た人は︑医科が一千八百八十

五十四年八月十二日にオープ

健盟限証を
必ず持参して
ください︒休

11）へ。

資格
等

5月31日までに民生委員さんなどへ

ト体を動かしリフレッシュ︵60年2月
24日・宇治川マラソンで︶

役立っています 休日急病診療所

設立準備委員会を発足
1日平均36人が利用
る休日に︑応急的な医療が受

五人︑歯科が五百六十九人︑

ン︒開設後六十年三月末まで

ってい未了︒

けられる宇治市休日急病診療

合計二千四百五十四人ありま

の五年八ヵ月間に︑医科で一

切りの渡し」「浪花節だ
が悪い時は︑・

日に体の具合

宇治市シルバー人材セｙター設立準備委員会委員長、殿

21日から下記で。問い合わせは文化センター（Ｓ⑩21

年月

世作「北酒場」以来「矢

がまんをしな

昭和年月日

当日（Ｓ5，000円，Ａ4，300円。Ｂ3，500円）。発売は5月

な

仕事の内容

トでデビュー・。56年の出

ださい︒

上記のとおり、宇治市シルバー人材センターへ入会を申し込みます。

チケットは前売り（Ｓ4，500円レＡ3，800円，Ｂ3，000円）

経験年数

細川たかしショー

宇治市番地

配偶者有・無
同居の家族人
一人暮らし

主

業種
（会社名などは不要）

（歳）

：昭和50年「心のこり」

︑いでご利用く

男

7月20日（土）午後3時・6時半開演文化会館大ホール

電話（）

電話（）

所

所︒昭和五十九年度に利用し

した︒診療奮竹ったのは︑医

万一千八百七十四人︑歯科で

この診療所の運営には︑宇

三エ︿百土ハ人の受診があり

治久世医師会や歯科医師会︑

科が六十八日︑歯科が六十九

になり未了︒その中で︑応急

薬剤師会のご協力をいただい

日で︑一日平均医科が二十八

的な診療では不十分と判断さ

て︑医科医師二人︑歯科医師

ました︒

れた人は︑病院︵第二次後送

方

住

月日昭和

女

込書＼

申

入会プ

緊急時の連絡先
氏名

現

人︑歯科が八人利用したこと

病院︶へ転送Ｔることになっ

興誦

164，221人（前月比363人増）

シルバー人材センター
ト多くの市民に利用されている休日急病診療所

457

人口

・｜

ｌ！ｌ33＃Ｊｆｔ
52，419世帯（前月比354世帯増）

■■・・晶−■−−・−−・・一個■−−・■■−■−一価¶

申ご
世帯数

明治
生年 大正年月日生ヽ

ふりがな

な
ま
え

第702号
82，618人
女

…キ…−ＩＪ1−−ト −ＩＩ……………−…−

1番

゛市の人ロ・

なご言

昭和60年
（1985年）
81，603人
，男

発行京都府宇治市
編集広報課

5／21
（昭和60年5月1日現在）

市では︑成人病を発見し市民の皆さんの健康を守るため

5月21日から受け付け

に︑一般健康診査︑胃・子宮・乳ガン検診を︑六月から十月
にかけて実施します︒ことしの各検診の申し込み受け付けは︑
きょう五月二十一日から始まります︒一人でも多くの市民の皆さ
んが︑この機会に検診を受けて︑安心の毎日を過ごしましょう︒

い︒

分の健康度を確かめてくださ

す︒心電図検査︑血糖検査︑

と認めた人にだけ実施しま

血液検査︑眼底検査︿必要
な人だけ﹀︶︒

一般健康診査では︑全員に
受けていただく一般診査と︑

康手帳﹂を四十歳以上の人に

活用していただくための﹁暉

を記録し︑健康状態の点検に

30歳

お渡ししています︒お持ちで

申し込みあんない

月27日消印有効︶

▼申込期間⁝5月21日㈹〜5月27日㈲まで・︵5

所保健予防課︒下の・書式に従ってお書きくだ

▼申し込み方法・：はがきで︒あて先は宇治市役

さい︒記入不十分な場合や︑電話での申し込

みは受け付けません︒申し込みを受0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︒受診票の送

付が無い場合は︑受診出来ません︒次の事項

に該当する人は︑検診料が免除されます︒

※検診料免除事項

①70歳以上の人②65〜69歳の人で︑医療受給

者証をお持ちの人③生活保護受給の人④市民税
非課税世帯の人︒

電話番号

日日日

を書いてください。

※上記め検診料免除事項に
該当される人はその番号
を書いてください。

日〔会場名〕

※上記 の検診料免除項目に
該当 される人はその番号
を書 いてくださいノ

上記の検診料免除事項に該当される人はその番号

電話番号

月

第3希望

第3希望

月月月

，て各医療機関で直接受診

1項をお読みのうえ，受診

日〔会場名〕

住所

日〔会場名〕

月

年齢

生年月日

Ｊガな）性別

氏名（Ｊ．

氏名（ふりかな）性別

→般健康診査申込書

胃ガン検診申込書

以上

ない人は市役所保健予防課へ

丿

なお︑老人保健法に驀つい

保健予防課行

宇治市役所

市の検診で早期に発見され︑

現在元気でお暮らしの人もた

あなたも︑この機会にガン

くさんいます︒

検診を受けましょう︒

実施要項

，人・丿

一般診査の結果︑医師が必要

・ご＼ト

あれば︑ほとんど治ります︒︒

−−！！−

▼問い合わせ・：保健予防課︵萱⑩3141︶へ︒

○・〜．＝・1

以上

お越しください︒

1111111−−−︱−−−−−1111111111111111︲ＩＩ

レ診｜

宇治市宇治琵琶33

いし｀十方

て︑ご自分で各種検診の結果

▼会場・：宇治市︑城陽市︑久

十検レ

と認めた人に受けていただく

御山町の﹁一般健康診査協

くにっ圭：

精密診査とがあります︒

実施要項
▼対象⁝40歳以上の市内在住

心臓病︑糖尿病︑肝臓病︑

︒︑の人︒ただし現在︑高血圧︑

胆のう疾患︑ 貧血で治療中
の人は受診できません︒
▼実施期間⁝6月3日〜8月・
31日︒お盆の期間中︑休診
する医療機関もありますの

人病で︑主に循環器系の疾病

力医療機関﹂のステ″カー

で︑ご注意ください︒

︵高血圧︑心臓病︑糖尿病︑

を掲げてある病院︑診療所︑

のチエ″クと︑ガン以外の成

肝疾患︑腎疾患など︶の早期

▼定員⁝5000人︒

▼診査料・：無料︒

医院︒

発見が目的︒五十九年度から
四十歳以上の市民を対象に︑
宇治・久世の協力医療機関で
実施しています︒

尿検査︑身体測定︑血圧測
定︑聴打診︶︒精密診査︵一

▼診査内容上般診査︵問診︑

般診査の結果︑医師が必要

成人病は︑長い間症状も無

れる症状も様ざまです︒五十

いまま進行する病気で︑聊衿

九年度の一般健康診査でもた
くさんの人が病気を発見され︑
医師から指導を受けています︒
健康に自信のある人も無い人

井胃・子宮・乳ガン検診

一てから受診しても手遅れにな

さきき

以上

問診・視診・触診
乳ガン検診

30歳

子宮ガン検診 内診一問診・視診・細胞診

40歳
問診・バリウム造影Ｘ線
で6方向から検査

胃ガン検診

以上
一般診査の結果必要と認
診査 精密診査 められる人に、心電図・血
液検査・血糖・眼底検査

40歳
健康

胃・子宮・乳ガンは︑検診一日本人の死因の第一位は︑

だつ十目

一般健康診査

費用は無料

一般健康診査は︑健康状態

対象は40歳以上
も︑︸般健康診査を受け︑自

ｊ

て枚（Ｚ）

月

第2希望

泌い。
1，000円（当日医療機関へ）。

さこニき

第1希望

住所

第1希望

記が＼ヵ｀ヾ

住所

年齢

生年月日

住所

電話番号

電話番号

！者30歳以上で市内在住

Ｕコよ

驀2希望

ｉ市から郵送する受診票

，000人（先着順）・

59年度一般健康診査の受診結果

裏（一般健康診査用）

裏（胃ガン検診用）

裏（子宮がｙ検診用）

子宮ガン検診医療機関と検診日 裏（乳ガン検診用）

‥‥‥込
ニ

検診名

対象

年に度は健康診査

問診・血圧測定・尿検査・
聴打診・身体測定
一般 一般診査

検診内容
精密検査を受けた人は半数以上を占めた。

年齢

生年月日

年齢

生年月日

…アー一一申

表（あて先）

なト

氏名しヽりヵ

な）ト

氏名（よりヵ

ｔ，6月3日〜9月30日ま

で安心の毎日を
早期発見で早期治療

犬
甘
郵便はがきト………ｉ皿皿ロロ

□

子宮ガン検診申込書

乳ガン検診申込書

1は、京都府下（京都市を

1985年（昭和60年）5月21日発行（2）
り

よ
だ

政

一一一−一一一一−−−−●

1宮ガン検診実施医療機関。

458

単︒また︑検診でガン以外の

での発見率が高く︑検査も簡

状がないため︑症状を自覚し

しかも︑初期には全く自覚症

一人がガンで死亡しています︒

ガンによるものです︒五人に

法がありません︒早期発見で

ろ早期発見︑早期治療しか方

身を守るためには︑今のとこ

ることがあります︒ガンから

場︑日時は各表をご覧くださ

各ガン検診の実施要項︑会

心

多くの病気も見つかり早期治

健康診査﹂の受診者︵男22

市では︑五十九年度﹁一般

八％︶︑七十歳以上で百十三

六十代二百八十八人︵二六・一

十代三百六人︵二八・五包︑一

百六土ハ大︵三四・二％︶︑元

四十五人︑﹁胃ガン検診﹂四

以下︑﹁子宮ガン検診﹂四百

査で﹂七百七十四人で最多︒

の質問に対し︑﹁一般健康診

自分の健康のチエ″夕方法︒

い毒了︒

1

健康は自分で守るという自

4叉︶を対象にアンヶ︲︲ト

ｃｒＫ 女ｌＣＭｒ−Ｈエχ計14

人︵一〇・五％︶でした︒

¶−

覚と努力が必要です︒医師

調査を実施︒この調査は︑法

■−

をはにめとする医療従事者

改正などにより︑従来から行

い︒

療が出来毒司

に出て来ます︒したがって︑

や自治体などは︑あなたの

︵59年度

たる六十年間は︑大なり小

人生八十年の四分の三に当

健康づくりのお手伝いかず

として﹂が七百七十三人︵七

㎜ｊ

乳ガン検診から︶︒

私たちの体は︑十代の終

な皇花との闘いとなりま

いきます︒

わりから部分的な老化が︑

す︒その間の健康管理の善

トガン検診を壮年期からの健康管理にご利用ください︒

め
すでに始まってい毒司四

男174人︑女89叉︑計

受診の動機は︑﹁健康診断゛

十代前後には︑ よそ目にも

つていた住民検診が五十九年
度から﹁一般健康診査﹂に変

るに過ぎません︒

更したため︑受診者の感想︑

しあしが︑健やかで生きが

宇治市でも︑各種の健

行政への要望などを中心に答

はっきりと分かる形で老化

康診断や栄養教室など︑健

えていただき今後の保健事業

習慣が︑ 長期にわたり積み

康関係のサービス事業を行

へ反映させることが目的でし

いのある後半生となるかど

っていますから︑それらを

現象や成人病の一端が表面

あなたの健康管理に活用す

た︒調査結果から主な内容を

重なって進行し︑発病して

健康管理のすす
世はまさに長生きの時代
になりましたが︑私たちは
それに応七だ健康衆目分の

自分の健康を守る努力を

ることをお勧めし示ｙ︒

老人や一部の中年の人のた

107叉︒回収率74・4

お知らせします︒︵回答者は

めのものではありません︒

％︶

成人病予防や健康管理は︑

異常が表に租幻れたり︑高

年代別受診数は︑四十代三

●定員6

含む）の勺

●受診対ｉ

の婦人。

五月二十八日から日本脳炎
予防接種が始まります︒

▼対象・：3歳児と︑昨年初回
として2回接種した幼児︒
小学校︑中学校で受けられ

民カレンダーと手びき﹂を

なかった児童・生徒︒6歳
未満で基礎免疫の完了して
いない幼児も受けられます︒
▼日程・会場⁝﹁六十年度市

ご覧ください︒
︒基礎免疫は︑初回として三
歳のときにＩ〜二週間の間隔
で二回接種し︑翌年一回の追

加接種をすると完了します︒
各会場とも車でのご来場は
ご遠慮を︒︵保健予防課︶

市内各所で

5月28日

旦椋公会堂

実施期間に

時間はいずれも午前9時〜11時半

診
医療機関と
実施場凡
検診日

歯のひろば

から

ものにしているでしよシか︒
国民健康調査︵厚生省︶

シかを決めてしまい毒了︒
それでは︑健康管理はど
のぶっにしたら貝いのでし
ょシか︒
公的な健康サー

齢になってから慌てても急

﹁健康講演命﹁国保の人間・

二百七丈のほか︑﹁献血﹂︒

亘千九人︑﹁乳ガン検診﹂

青年期︑壮年期︑老年期の
二・〇％︶とト″プ︵図1︶︒

ド″ク﹂﹁病院の人間トヨタ﹂

受診の動機︵図1︶
バランスのとれた食生活︑

人それぞれが︑自分に必要

受診後の感想については︑﹁受

にはよくならないのでｙ︒

適量の運動︑十分な休息︑︒

けて良かったか﹂﹁時期・内

定期的な健康診断︑良いか

談しやすかったか﹂の各項目

″プでした︒︵図2︶

要望では︑﹁健康相談﹂がト

かりつけ医師︵または医療

について︑平均して九〇％以

健康に関して行政への実施
︵至吊健辰つくり推

上の人が﹁はい﹂と回答して

です︒
つが基本的な柱であると思

進協議会会長︑徳永力雄︶

機関︶をもつこと︒この五

な健康管理の方法を知り︑

ビスの活用を

Ｖ

その実践衆心掛けたいもの

「受けて良かった」90％

﹁その他﹂となってい毒司

受診者アンケート結果から

票を持・Ｓ

してくた

みがき指導など。

｜か

の注意4

塗布、健康診査、歯

会場

容・場所は良かったか﹂﹁相

59年度一般健康診査

Ｓ3
7月9日（火）7月24日（水）
時
7月10日困

日本脳炎予防接種

実施日
高い発見率で
6月3日（月）
6月20日困
検査は簡単
9月12日困｀
保健医療
10月11日出
センター
10月17日俐
10月18日吻
10月19日ｔｔ）
ン以外の多くの病気も発見。
6月5日（水）
ガン検診の受診結果
6月19日休卜
六地蔵公会堂
9月9日（月）
薗回‥‥‥‥
6月4日（火）
6月22日出
延受診数し8，402人
木幡公民館
9月10日（火）
ガン‥‥‥‥‥‥‥6人
10月7日（月）
その他の胃部疾患一499人
6月6日困
（昭和55年〜59年√5年間の結果）
宇治小学校
6月25日（火）
………
9月11日困
無私………
…
6月7日脂
延受診数……24，137人
6月26日困
三室戸集会所
ガン（疑いを含む）六白29人
9月5日俐
その他の婦人科疾患4，065人
6月18日脚
宇治公民館，（市民会館）
（昭和55年〜59年，5年間の結果）
8月31日出
6月17日（月）
城南荘集会所
廊Ｚ＾丿
6月28日吻
6月15日出
延受診数
3，132人
開公民分館
9月2日（月）
ガン（疑いを含む）
5人
10月16日出
その他の乳房疾患228人
じ
6月14日出
（昭和58年、59年の結果）
伊勢田小学校
10月15日（火）：
ヨ
………
6月13日俐
6月29日出
西小倉集会所
9月6日溺
乳ガシ検診会場と検診日時
10月8日（火）
6月20日困 7月11日困
6月12日出
時間
6月21日溺 7月12日吻
6月24日（月）
はい
小倉小学校
6月24日（ｎ）
7月15日（月）
9月7日（土）
霖 6月25日㈹ 7月16日（火）
ずれ
10月9日㈲
7月17日（水）
6月11日（火） 温 6月26日（＊）
も午
6月27日俐 7月18日俐
6月27日俐
センで
後1
大久保小学校
6月60日吻 7月19日吻
9月4日俐
時半
子宮ガン検
10月14日（月）
7月8日（月 7月23日（火）
●●丿4●●●●丿●●●
｜

●検診料

主催府歯科医師会

によると︑この一年間に全

1−−−−−Ｉｌｌ

−＝∽ミー〃−−−−−−

●受診方ａ

展示、映画、フッ素

く医者にかからなかった人

｜・・

●受診対象者40歳以上で市内在住
の人。
●受診方法市から郵送する受診票
の注意事項をお読みのうえ、受診
票を持って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）．

センターで

は国民の五〇％弱で︑逆に

｜・

でです。

保健医療

七人の内一人が何らかの病

1％・

●受診対象者3ｏ歳以上で市内在住
の婦人。
●受診方法市から郵送する受診票
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3，000人（先着順）。｀
なお、生理日前後は避けた方が望
ましいです。

午後1時〜2時半

気︵有病数︶で医者にかかっ

ｓｉｉ病争防彷ち車ａ

6月10日（月）
6月21日出
9月3日（火）

午前ｌＯ時〜11時半

ています︒成人病︑急性疾
患︑外傷︑難病︑精神的スト

悩んでいる人が︑私たちの

レスなどの病気や不健康に

周りにたくさんいます︒
中でも成人病は︑これか
らみんなが注意をしていく
必要のある病気です︒成人

●●●●．・
1

5月25日（土）

胃ガン検診会場と検診日時
い未丁︒もちろん︑自分の

459

病の多ぐは︑若い時からの
日常の行動や食生活などの

■香−Ｆｇ喝■−−Ｓ香香喝香皿1・

Ｊ

市
宇
第702号

︑宇治・木幡・小倉の三公民
館の油絵に取り組むサークル
が︑初めて合同の展覧会を開
き蛋す︒主催するのは︑宇治
公民館の玉曜戸と必画サ
ークルヘ木幡公民館の函季
彩へ小倉公民館の房関戸

の四サークルです︒

合同展は︑油絵サークルの

日ごろの活動成果を市民の皆

さんに披露すると共に︑公民

館サークル活動に対する理解
か広めていただぐこと忿趣旨
としてい毒了︒
ご家族おそるいで︑お気軽
にお越しぐださい︒
◇
▼とき・・・5月29日困〜6月2
日㈲︑時間は午前10時〜午

▼ところ⁝中央公民館展示集
会室︒︵中央公民館︶

お知らせ
市営プール
アルバイト募集
▼勤務⁝7月13日出Ａ月
31日出まで黄梨または西宇治
公園プール▼賃金Ｌ蒔間に
つき︑高校生が五百円︑大学
生と一般が五百五十円▼対象

︑後5時︵6月2日間は午後
4時まで︶︒

した︒

の愛知・三重︵衷祗︶大会で

奈川︵関東︶で開催︒第五回

京・千葉・山梨・埼玉・神

られました︒第四回は︑東

では︑天皇杯・皇后杯が贈

第三回の福岡大会︵九州︶

このことがきっかけとなっ
て︑国体の都道府県持ち回
りの習慣が始ま皇
十月に行われた秋季大会

の開会式には︑折から北陸

ご旅行中の天皇・皇后両陛

下がご出席され︑国体の雰

取り組む人たち（5月1日、宇治公民館で）
▲出展作品に

と人員・：高校生男女は各15人︑
大学生男女と一般男子は若干

︵下流は隠元橋まで︶▼申し込
み・：5月12日間から宇治市観
光センターで︑時間は午前9
時〜午後5時︵当日は宇治公
園中の島側の朝霧橋畔と︑京
阪宇治駅前で午前5時〜8
時︶▼問い合わせ・・・宇治観光

︵商工観光課︶

協会︵容⑩3334︶へ︒

﹁消費者の日﹂
記念講演会
五月三十日の﹁消費者の日﹂

約30分︒︵商工観光課︶
交通遺児奨学金
京都府が︑今回は小・中・高
校生を対象に受け付け毒ｙ︒
▼支給額︵年額︶・：小学生︱
一万二千円︑中学生＝二万四
千円︑高校生＝三万六千円▼
申し込み・問い合わせ・：5月
27日囲までに交通労政課︵＆
⑩1141︶へ︒
︵交通労政課︶
パネルシアターの

決行︶▼ところ・：宇治川一帯

1時半〜4時▼ところ・：文化

▼とき⁝5月30日俐︑午後

演会か得い毒司

たりしてお話を展開します︒

に絵奪ぐっつけたり︑はがし

都道府県財政に多大の影響

賀︑青森︑長野︒宮崎︑栃

島︑千葉︑茨城︑三重︑佐

長崎︑岩手︑和歌山︑鹿児

画・：﹁訪問販売の被害を防ぐ﹂

放送局長・長野克亮さん▼映

消費生活▼講師・：ＮＨＫ京都

に渡って学習会を開きます︒
▼とき・内容・：5月30日團
＝概論とお話の選び万︑6月
13Ｅ俐＝制作︑27日俐1

外国籍の人も
国民年金に加入を
国民年金の障害︑母子︑準母
子︑遺児︑寡婦年金を受給して
いる人は︑五月三十一日まで
に﹁現況届‰喪出してくださ
い︒これは︑今後一年間の受
給資格の有無を調べるための
ものです︒なお︑昭和五十九

実演︑時間はいずれも午前9

時半にいし正午▼ところ・：中央図

書館集会室▼講師：山本理恵

子さん▼参加費⁝材料実費▼

持参品・：黒マジ″クペン︑ハ

サミ︑水彩絵の具▼申し込み

︵保険年金課︶

外国籍の人は︑外国人登録

学生は希望で加入出来ます︒

いる人の配偶者や︑昼間部の

他の公的年金制度に加入して

入することになっています︒

ない人は︑必ず国民年金に加

の公的年金制度に加入してい

九歳までで︑厚生年金など他

国内に住む二十歳から五十

け出は必要ありません︒

︵交通労政課︶

ト︵容⑩2315︶まで︒

し込み・：宇治労働セツルメン

品⁝運動靴︑大型タオル▼申

着順︶▼参加費⁝無料▼持参

定員・・牛前・午後とも30人︵先

ト▼講師⁝三浦百合子さん▼

ところ⁝宇治労働セツルメン

後の部＝午後1時半Ａ時▼

の部＝午前10時人⁚一時半︑午

▼とき・：5月30日團︑午前

ジャズ体操講習会

072︶へ︒︵中央図書館︶

わせ・：三雲容子さん︵酋⑩0

・：当日︑直接会場へ▼問い合

しよ，う油 キッコーマン浪口瓶入2￡

が必要です︒

排水設備工事

見・ふ︶1級技術者＝下水

とも左表のとおり一試験科

︵受験資格︶⁝Ｉ級・2級

午前9時︑宇治市職員会館

技術者試験を実施

本市では︑市の公共下水

道︵束宇治処理区︶が昭和六

大年度に一部供用開始さ

道関係法規︑下水道工学︑

れるのに伴い︑排水設備工

設計実技︵Ｊ︶2級技術者＝下

接︒郵送は不可︒実施要項

6月4日まで下水道課へ直

書類奮添えて5月23日から

2枚︵縦鍋×横24ｔ︶と必要

3ヵ月以内に撮影した写真

申込書に必要事項を記入し︑

六百円︵受験手続︶・：受験

術者＝千円︵ｔ︶2級技術者＝

一受験手数料︸⁝︵Ｊ︶︱級技

︵下水道に関する一般知識︶

水道関係法規︑下水道工学

事公認業者の指定要件の一

﹁2級技術者﹂の資格試験

つである﹁1級技術者﹂と

を行います︒

︷講習会︸・：︵Ｊ︶1級技術者

16月11日叫︑19一日困︑午

後6時ふ時半︑中央公民

館︵Ｊ︶2級技術者ａ6月13日

㈹︑14日胞︑午後6時〜9

時半︑宇治公民館一一次試

験一・：︵Ｊ︶1級技術者16月

と申込書は下水道課にあり

26日困︑午前9時半〜午後

ｏ時半︑中央公民館︵⁝︶2級

するだけでは公認業者にな

ます︒なお︑本試験に合格

技術者＝6月27日固午前

れません︒詳しくは下水道

9時半〜午後ｏ時半︑宇治

級技術者＝7月8日側︑午

︵下水道課︶

課︵ａ⑩3141︶まで︒

公民館三次試験︼・：ｅｌ

2級技術者17月9日脚︑

前9時︑宇治市職員会館︵⁝︶

・2級

1

名▼資格・：高校生は二年生以
上で学校の許可が必要︒大学
生男子は水泳指導の出来る人
か望む︒なお︑期間中は継続
して勤務出来ること▼申し込
み・問い合わせ・・・6月9日ま
でに五ヶ庄三番割︑黄槃公園
管理事務所︵豊⑩Ｌ905︶へ︒
申込書は管理事務所にあり

5月は固定資産税
第1期分の納期月
5月は︑固定資産税第1期
分の納期月です︒お忘れなぐ︑
最寄りの金融機関でお納めぐ
ださい︒︵納税課︶
移動市民相談
▼とき・・・5月30日俐︑午後
︱時半〜4時▼ところ・：明星
集会所︒︵広報課︶
宇治川魚釣り大会

を記念して︑京都府と宇治市︑
学 習会
接会場へ︒吊民体育課︶

体開始︑シンボルマークの

パネルシアターは︑パネル

会を経て全国の各地方を一

センター内文化会館小ホール

を及ぼし︑このことから国

木︑滋賀︑島根︑群馬︵マ

宇治児童又庫連絡会が︑3回
▼テーマ⁝ニューメディアと

ところで︑国体の開催は

体委員会では三十年一月に

スコット登場︶︑奈良の順序

士面︶からは︑いよいよ

壬︵月以降に年金か妥綸ずる

ワイシャツ白の長そで

洗濯代

圭Ｅ一︒︵市民体育課︶
障害者スポーツ大会
▼とき⁝6月9日㈲︑午前
9時▼ところ・：木幡中学校運
動場︵雨天時は体育館︶▼種
・目⁝車いすのスラローム︑障
害急歩など︑障害の程度に応
じた各競技▼申し込み・問い
合わす：5月31日までに市民

吊民体育課︶

体育課︵ａ⑩1141︶へ︒

スポーツひろば
︿バドミントンーインディア
ヵ﹀
▼とき・：5月24日面︑午後
7時半ふ時半▼ところ⁝西
小倉中学校体育館︒
一人でも︑グループでも参

30 50．016．7 60 15
▲37．7 300 148
215 76．2
Ｍサイズパック入10個
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﹁国体開催基準要項﹂広荼︒

で開催されました︒
第四十回の今年は烏取で︑
六十一年は山梨︑六十二年

ており︑これで全国すべて

は沖縄での開催が決定され
また﹁大会の施設最低限度

の都道府県を一巡すること

二巡目に入ります︒

六十三呈只都国体︵第四

になります︒

岡︵矩火リレー開始︶︑富山︑

︵国体準備室︶

恵只︑熊本︑秋田︑岡山︑

県で開催︒その後兵庫︑静

続ぐ第十回大会は神奈川

の基準﹂も定めました︒

63年京都国体は2巡目の初回
は初めて矩火を採用︒笙ハ
回の広島︵中国︶大会では集
団演技が登場しました︒第
七回は福島・宮城・山形︵東
北︶で︑第八回は香川・徳
島・愛媛・高知︵四国︶︑第

山口︑新潟︑岐阜︵身障国

た経験のある人。

アルミホイル

5月31日までに

1級技術者と2級技術者の受験資格は、
上記の各号の1に該当する人とします。

備考

（〈財〉宇治市文化センター）

①学校教育法第1条に規定する高等学校以上を卒業した人で．衛生工学その他市長か

台所用ラップサランラップ30ｃｍＸ20ｍ
Ａ3．6248
217▲0．9

現況届は

④以上のほか、市長か特に資格かあると認
める人。

内庭園と中庭。

者

午後5時■ところ…文化センター

技術③職業訓練法での公共職業訓練または認定
職業訓練の配管工の教科を終了した人。

23日困〜6月9日（日）．午前9時〜

2級 ②公認業者の下で、3年以上工事に従事し

・・・5月

第二回国体︵昭和二十二
年︶は︑夏・秋大会ともや
はり戦災を免れた金沢市を
中心に︑石川県︵北信越︶で
開催されました︒
囲気が盛り上がりました︒
なお︑国体開会式典での国
旗掲揚と国歌斉唱は︑との
大会から始まりました︒
また︑矩火を配した大会
マークー若い力昌歌も︑

九回は北海道と︑九回の大

石会。（商工観光課）

①高卒以上（または、同等以上）の人で、卒
業後1年以上工事に従事した経験のある人。

‐とき

★宇治野外彫刻展

近畿地方での第一回大会
は成功を収めたものの︑第
二回以降の開催地について
は︑日本体育協会としても
全く目途がついていません
でした︒ しかしその時に石

この大会開催時に作られま

治市観光センター■出展‥・宇治愛

知

5月29日〜6月2日・中央公民館で

川県が開催の意思表示をし︑

午前9時〜午後5時■ところ・。‥宇

豆
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ｉａａと認める学科を修めた人、またはこれ
と同等以上の学力を有し．卒業後2年以上
排水設備工事に従事した経験のある人。
②公認業者の下で7年以上工事に従事した
経験のある人．
③2級技術者として2年以上工事に従事し
た経験のある人。
④以上のほか、市長が特に資格があると認
める人。
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