産業振興の拠点づくり
本市と宇治商工会議所の複合施設として︑昭和五十八年から構想が持たれ
ていた︵仮称︶産業会館の基本設計が完成︒六月六日の市民環境常任委員会
︵前窪義由紀委員長︶で︑その概要が説明されました︒引き続き︑今年度中に
実施設計を完成させる予定です︒同会館は︑本市の産業を振興する拠点とし

基本廼蜃作成しました︒

八年九月に︵仮称︶産業会館の

同会館は︑その基本理念と
して砺報交換の場︑交流の

に密着した活力ある街つくり
増進の中核施設として︑役立

場︑産業の展示・紹介の場と

夕展望した施設としての役列

府下第一の土︵万都市に成長

そして︑かつては京阪神の

しての機能を有し︑市民牛活

近郊都市としての立地条件か

出が見られたものの︑四十年

伴い︑今日では次第に住宅都

以降の急激な都市化の進展に

市としての性格か謡一め︑産業
基盤は弱体化しています︒

︵一部鉄骨造り︶の地上三階建

構造は鉄筋コンクリート造り

面積は二士︵百九十二平方μ︒

面積は千十六平方μ︑延べ床

二土︵百九十八平方μ︒建築

地︑旧菟道第二小学校跡地の

設予定地は宇治琵琶四十五番

演心一などの催しに使用できる

地元産品の展示・即売必一や講

備えた﹁産業情報コーナド﹂︑

オ放映設備やショーケースを

主な施設は︑一階ではビデ

れます︒

駐車場︵二十台収容︶も備えら

五人乗りのエレベＬ

す︒車いずでも利用できる十

が八百十平方μとなっていま

件整備など︑産業の振m積

て・塔屋一階建てです︒全体

計画概要では︑同会館の建

極的に推進させることが必要

の内︑市所有部分か八百十三

﹁多目的ホール﹂︑そして﹁喫

りか遥めることになり︑五十

連携で商工業発展の拠貞つく

本市では商工会議所との官民

は︑遅れている産業基盤の条

の暮らしを豊かにするために

です︒このような状況下で︑

平方μ︑商工会議所所有部分

一
総合福祉会館

文化
歴史資料館・普通展
まれています︒

現段階では約六億円が見込

の完成後に確定し求か︑

に予定されている実施設計

具体的な建設費は︑今年度

会議所六︶で費用を分担︒

積比︵おおひね市四⁚商工

商工会議所のそれぞれの面

同会館の建設費は︑市と

となっています︒

﹁研修室三室︵和室一室︶﹂

業の研修などに開放する

﹁中会議ぎ︑それに中小企

階は夭会議室﹂﹁映写蚕﹂

会頭室などの﹁役員屏︒三

所の﹁事務室﹂と﹁資料室﹂︒

茶室﹂なぺ二階は商工会議
四百万円︒
▽五ヶ庄野添団地建替事業で
一億四千九百二万九千円の
一部減額︵翌年度へ繰弦越
し︶︒
▽埋蔵文化財発掘調査等経費
に三千万円︒
▽市道１３０号線調査設計委
託料に二百五十万円︒

開催準辱釜積立金に二百

▽第四十三回国民体育大会等

万円

︿公共下水道特別会計﹀

ｊコ﹁

︵仮称︶産業会館

が士︵十九平方μ︑共有部分

本市の経済力を高め︑市民

鉄筋３階建て
費用は約６億円

つものと期待されます︒

ただ今開催中
侃周︒地域産業並びに福祉

茶師の生活と

ら︑大工場を中心に工場の進

してい求ず︒

市も︑現在では京都市を除ぐ

立型的な田園都市であった本

時は︑人口が約三万八千︿の

昭和二土︿年の市政施行当

て建設を計画︒完成後は︑産業の展示・紹介や情報交換などの場として︑積
極的な活用を目指しています︒

ト︵仮称︶産業会館の完成予想図

補正予算案の主な内容は次
のとおりです︒
︿一般会計﹀
▽宇治市行政改革審議会設置
経費に六十四万九千円
▽京都府総合防災訓練経費に
二百四十万円︒

業費に四億二千四百万円︒

▽東宇治１号汚水幹線築造事

このほ芦学治市青少年セ

ンターが︑昭和五十九年度

ーのあゆみ﹂を発行︒各学

版の﹁宇治市青少年センタ

校をはじの︑少年補導委員

などの関係団体に配布しま

同センターは︑青少年の

した︒

健全育成を推進するための

市民交流の場として五土︵

年九月に開設︒五十八年以

来︑毎年活動状況を冊子に

歩とめ発表しています︒

｜

報

六月四日から︑歴史資料館

１茶師の牛活と文化咎題し

て︑第一回普通展を開いてい

今回の展示ではさ･＃≪Jまな

ます︒

側面から︑江戸時代に身分的

師の姿夕浮き彫りにしていま

に特異な存在であった宇治茶

す︒江戸幕府老中連署奉書︑

宇治郷の絵図︑谷文晃や富岡

鉄斎の絵画など︑注目すべき

資料を多数出品︒普通展は︑

分し︑大幅な展示替えか将う

十二月末までに三期ほどに区

非社会的問題行動が増えつ

どり︑逆に登校拒否などの

︵歴史資料館︶

予定です︒多数ご来場くださ

百十一件︶といラ状況です︒

つあることが今日の大きな

い︒

内容は︑小学校では窃盗

特徴です︒更に︑高校生や

れ︑十分な注意が必要とし

ナー乱用は増加傾向が見ら

が第一位ながら︑五十八年

は︑五十八年度の三倍に達

この外︑青少年相談とし

ています︒

度よ昨七旦二十三件増えて

ての電話相談は︑五十八年

は悪質ないｔ＞ｆｉ‑いやがら

談活動の定着化

をふしていまｙ

主な相談では︑

ツプ︒続いて﹁人

﹁性﹂の問題がト

生﹂︑﹁対人関係﹂︑

﹁健康﹂︑﹁男女関

の順番になってお

問題行動に占める女子牛徒

的にかかわる悩みの相談が

ても︑青少年の心身に直接

性﹂の問題は別とし

の比率は年ごとに増加︒五

市民ぐるみの青少年健全育

十年度の活動方針として︑

なお︑同センターでは︑六

増えていまず︒

に悪質ないじめ・いやがら

成啓発活動︵七月・十一月︶︑

︵青少年対策室︶

行うことにしていまず︒

な啓孤居動への取ひ組みを

城久住民大会など︑広域的

暴力追放・少年非行防止宇

せに至っては︑約五八％に

反社会的行動は沈静化をた

全体としては︑これらの

問題行動の質的変化

れ未了︒

も達していることが注目さ

二・一％舎不しており︑特

十九年度では過去最高の三

せの一五・三％︒ところで︑

ニエ︿百二十三件︒電話相

位が窃盗で︑五十八年度の

に減少しています︒第三位

二〇・三％から一五・六％

が暴力の二〇・一弥︒第二

ます︒中学校では︑第一位

する二回二％忿ふしてい

度の五〇％から三一・八％

｜乗車、折居台・下車★問い合わせ…⑩13日㈹

バイによる暴走行為やシン

｜宇治・近鉄大久保駅から「太陽が丘」行バスに｜

有職・無職少年らのオート

１★休館…月曜日・祝日★交通…京阪宇治・国鉄｜

に減少︒しかし︑第二位の

一睡個個個■■■−一個個−■一個個−■■−■−・−・睡皿一個一番一睡一個個個−■■個個一個・

悪質ないじめ・いやがらせ

ｉ★入場…無料★開館時間…午前９時〜午後5一時:

万引などの窃盗は

▲宇治茶師にあてた伊達政宗の書状(関ヶ原合戦以前)

減少傾向を示す

悪質ないじめや

いやがらせが激増

五十九年度のまとめでは︑

委据導上の問題行動は︑

小学校では五十七年度の六

百九人︵三百十一件︶から五

八十七件︶と激減したもの

十八年度三百七十八人︵百

の︑五十九年度は再び五百

三十八人︵二百二十五件︶に

急増︒中学校では五土︿年

欠Ｆ︲クに毎年減少し︑五

十九年度は士︿十二人︵六
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東宇治１号汚水幹線築造費に

委員会で議案等の審議が行わ
れ︑六月二十八日の本会議で
議決される予定です︒
一般会計の補正予算額は︑
当初予算以後に発生した事業

で︑九百九十七万円の減額と

Ｊ.禰助金の内定に伴うもの

なり︑補正後の予算総額は二

センター運営補助金に一千

▽仮称・宇治市ジルバ人材

コ

●毎月1日･11日･21日兌行

第705号

164,345人（前月比124人増）
男

実施設計は今年度完成

４億２千４百万円を追加

案夕ほじめ︑三特別会計補正

一般会計補正予算︵第一号︶
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六月宇治市議会定例会は︑

予算案
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よ
だ

よさを見直す
日本型食生活の

﹁この食品は健康に良い﹂
栄養バフンスを 考えよう
たのです︒

型
想
Ｃ一

6956

2030
F一

理

化物が低いことがわかります。

脂肪の割合が高くなりすぎて、炭水

日本人の栄養バランスは取れ
ています︒しかし︑平均とい
うことで︑食べ過ぎの人など

ここで︑日本型食生活夕見

も少なぐありません︒

直す意義があるのではないで

食事の欧米化に歯止め
しよシか︒伝統的な日本の食
事はタンパク質が不足しがち
ですが︑乳製品や卵などを組
み合わせればかなり理想的な
内容になります︒また︑食糧
自給の面からも︑風土や環境
に合った食生活か営むことに
意味があります︒

体験によって
つくられる味覚

食べ物は︑単に味だけで﹁お

契約を考える

依然として訪問販売による
トラブルが増えています︒市
でも消費生活相談の半数以上
が訪問販売など契約に関する

いしい﹂とか﹁まずい﹂と感
じるのではありません︒色︑
形︑におい︑温度︑百易り︑
そして後天的な食体験などが
複雑に絡交号て生じる感覚
なのです︒
味覚は︑子どものこ人から

母親に食べさせられた食物に
よって形成されていきます︒
豊かな食体験が与えβれると
よいのでＴが︑濃厚な味のイ
ンスタント食品を中心とする
食生活などで︑食体験が貧し
いと味覚の領域も狭く︑食物
への適応性も乏しぐなるでし
ヽ
幼いときに覚えた味は︑ず

よＩコ︒

っと後まで身についてしまう
ものです︒健康上の問題も含
め母親の責任は重大です︒

ですが︑後日のトラブルを避
けるため︑一般には約東した
内容を記載した契約書をつく

契約書に署名︑押印する前

ります︒

トゼリー
キャロッ

ヤロ″トゼリーを手作りし

した︒冷たいおやつ←

ることができます︒栄養バ

に罰加物などの摂取も避け

頼感を高めると同時に︑食

手作りおやつは母親の信

てみませんか︒野菜嫌いの

ランスの面からＥ羊ハ切︒頑

②ニンジンか洗って皮をむ

る︒

①寒天をちぎって水につけ

き︑輪切りにする︒

らかくなるまでゆでる︒

③ニンジンをなべに入れ柔

と水二百にをミキサーに

④柔らかくなったニンジン

かける︒

管犬れ︑煮溶かす︒砂

⑤よぐ絞った寒天に水八百

糖と④のニンジンを入れ

てひと煮立ちさせる︒

・たら︑レモン汁とオレン

⑥⑤の熱をとり︑少し冷め

ジキュラソーを入れて混

ぜる︒

双方が確認をしなかった

作り方

バット︶に流し入れて︑

⑦⑥か愈一︵ゼリー型または

ために起きたものが多い

冷やし固める︒

でいる場合が多いので︑︒

張って作ってみましょう︒

確認しておきます︒

チエ″クする点は︑①

品物は間違っていないか

衣替えはすみましたか︒

クリーニングに出すとき

◇依頼をする時◇

しみは︑その種類や経

ぷっです︒

は︑ちょっとした注意を

することで︑トラブルを

②汚れやしみは落ちてい

スは上下がそろっている

過日数︑応急処置などを

か④ベルトや肩章な丿に母

未然に防ぐことができま

高い衣料は︒クリーニン

属品はあるか⑤色あせ︑

るか③スーツやツーピー

グが可能か確認しましょ

破れ︑毛羽立ち︑こすれ︑

伝えるなと︑よく相談し

破れやほつれの直せる

う︒取次店を利用すると

型崩れなど出す前と変わ

す︒

ものは直しておきます︒

きは︑要望や注意点など

ったところの点検など︒

細菌や毒物のことはよぐ分か

物や農薬などの化学物質は歴

ボタンの取れそシなもの

を必ず工場へ伝えるぷつ

ます︒フア″ション性の

史が新しいため︑分からない

も付け直します︒特に︑

に念を押し︑預り証にそ

◇依頼の前に◇

ことも多く︑不安の声も聞か

高価なボタンや飾りボタ

れます︒

ン︑あと染めのボタンは

トラブル未然に防ぐ

よいでしょう︒

の旨を記入してもA<ｒ＼と

◇引き取りの時◇

外しておく方が安心︒

しみが付いている個所

ルの中には︑品物の営に

ると︑庫内の温度が上昇

熱いままの食品を入れ

◇熱いものは冷まして◇

与政ます︒

処が望まれます︒

あります︒常に冷静な対

が明確にならない場合も

かかったり︑原因や責任

故は原因の究明に時間が

なお︑クリーニング事

ご相談ください︒

役所の消費牛活相談室へ

見い出せないときは︑市

当事者間で解決方法が

シとよいでしょう︒

者聚交えて三者で話し合

の場合は︑工場側の責任

ことが大切です︒取次店

るとともによく話し合う

し出ること︒説明を求め

まずクリーニング店に申

もし︑事故が生じたら︑

◇事故が起きたら◇

私たちは︑便利で見栄えの

だけを追うことをやめる時期
にきたぷっです︒そして︑風
土や環境に適した日本型食生
認否直したいものです︒
今日の食事は︑明日の命に

には︑糸で目印を付けて

服などは︑グリーニング

取り時に消費者と業者の

クリーニングのトラブ

店から専門店に取り次い

して決めます︒

納場所は︑これらを考慮

ーズンが到来︒しぶし︑

乾燥や移り香を防ぐと

◇必ず密封して◇

生する場所があります︒

季節に関係なくかびの発

梅雨に入り︑かびのシ

おきます︒毛皮製品や和

養バランス︑食品の安全性の

クーリングーオフ

重さが必要です︒

よく検討してから契約する慎

す︒約款を十分に読んだ上︑

理でない限り︑約款は有効で

約款の内容は︑よほど不合

どが法律に定められています︒

記載の書面か交付することな

ぷつにすること︑約款の全文

は︑加入者に不利にならない

せん︒そこで︑一定の約款に

検討することはあまりありま

契約内容である約款を細かく

ぷワです︒

問題を考えてみる必要がある

つながるもの︒食な目給︑栄

クリーニングの事故

よい食品や︑欧米型の食生活

っているのですが︑食品添加

見直す食生活

総合的に

言うはず︒

子どもも﹁おいしいヨ﹂と

だんだん暑くなってきま

手作りおやつ

食牛活上の安全性について︑

1個分
大さじ１

レモン汁
オレンジキュラソー(洋?S)

分だもの食生活を見直し始め
とになり︑私たち日本人も目

ランスでは１：４：４で、いずれも

です︒平均的にみると私たち

率になっていますが、アメリカやフ

ケースです︒セールスマンは

200 k
120 g

水
ニンジン
砂 糖

F27.1

に︑もう一度契約内容をよく

料

材

こ夕した中で︑世界的に日

栄養バランスはタンパク質

だといえます︒

︵Ｐ︶︑脂肪︵Ｆ︶︑炭水化
物︵Ｃ︶の三栄養素の熱量比

F20〜30

Ｐ12.6

日本

(亘巨召玉)

本型食生活か注目を集めるこ

栄養バランスのJ,C本は。タンパク質

舎果にしています︒これを

図のように、日本はほぽ理想的な比

巧みで強引な話術で売り込ん

２本
l,OOOcc

天

どの成人病に苦しんでいます︒
（Ｐ）と脂肪（F)と炭水化物（C）のバ

れた食生活客ふことが大切

日本人の栄養バランスは
きれいな三角形
三角形で表したものが︑右図

P13.4
フランス

る高血圧や心臓病︑糖尿病な
剰のために肥満と︑それによ

日本型食生活とい

の人たちは脂肪やカロリよ
どってきました︒しかし︑欧米
リーの欧米型食生活の道をた
日本人は高タンパク︑高カロ

ジオ︑テレビなどい

う言葉が︑新聞︑ラ

通じ︑そして最近まで私たち

ろいろなところから

実現にヱシというものです︒

戦膜から高度経済成長期を

飛び込んできます︒
これは健康について︑
多くの人が強い関心
えて健康上望ましい食生活を

畜産物︑油脂なごひ適度に加

を寄せていることの
反映ともいえます︒
欧米化に歯止めをかけながら

そこで︑食生活と健
事に尻るのではなく︑食事の

の内５ は︑かつての貧しい食

康などの問題を考え

69‑56％といわれ、おおまか
％、C

寒

IS分の熱量比を
ランスです。この3

①
読んで確かめましょう︒契約

ブル例（色あせ）

には１：２：５となります。

で来るのですが︑一方消費者

らしの知

F C カロリー比といいます。理想
P

14％.
的な比率は、Pll

▲自然の材料を生かした消費生活講座の料理実習<fiO年６月３日）

て
み食
ま事し
うい
︒
した
形よ
態を
います︒そ
菜︑海藻︑魚︑大豆を中心と
日本型食生活とは︑米︑野

健康な暮らしのために

豪食糧庁rデータにみる日本の食糧Jより
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暮らしの情報

表示を確認し︑頭に合わせて

スマートでカラフルなデザイン︑運転の簡易なこと︑学科試験だけで免許が取れること︒価
格や税金︑燃費が比較的安いことなどから︑ミニバイクは急激に普及︒ミニバイクの運転者に
はヘルメット着用が望まれていますが︒まだ義務とはなっていません︒しかし︑近く着用も義

力を損なわないこと︒あごひ

なっていないこと︒著レ兪

であること︒ひさしのあるも

頭部によくなじみ︑傷つけ

もは帽体に固定され︑ぽ実に

物︑一下以上のびよラが出て

る恐れのないこど⁚組み立て

装着できること︒

のは︑ひさしと帽体がＩ体と

(商工観光課)

いないこと︒

など、ご家族全員で話し合ってほしいものです。

が良好で︑支障のある傷︑割

商品情報

の活用を
訪問販売や割賦販売などで︑

はラップフィルムやポリ

もらせないぷつに︑食品

ともに︑庫内に悪臭をこ

し︑保管中の他の食品の

すると傷みやすくなって

１ 度も上がります︒そう

浴室はだれもが思いつき

ますが︑意外なことに冷

まった場合︑契約日を含め七

ることはできても︑増殖

の増殖を少しばかり抑え

長いほど︑庫内の温度は

ったり開けている時間が

ドアの開閉回数が多か

◇ドアの開閉は手早く◇

しまいます︒

日以内であれば︑消費者から

牽止めることはで呈笹

下がりにくくなります︒

庫内では︑かびや細菌

蔵庫内なのです︒

書面で通知することで無条件

ん︒兵ｍ県生活科学研究

うまい話に乗って契約してし

に串し込みの撤回または契約

ーのテスト結果では︑き

兵庫県牛屈科学センタ

◇きれいに掃除を◇

食品は傷みやすく︑また

電気代もかさんできます︒

所のテスト結果で︑冷蔵

庫内の掃除忘れず
冷蔵庫のかび
の解除ができます︒これがク
ーリングーオフといラ制度で
す︒

るときは必ず書面で︒書面は

クーリングーオフか莉用す
が成立すると︑相手に約束を

れいに掃除することでか

の側にも契約に対する認識の

びの発生は防げます︒

できるだけ︑内容証明郵便を

こと︒大きなバ″トやお

実行するように求める権利が

盆などのまま入れると︑

甘さがあることも指摘できま

湿度で繁殖するかびの存

・庫内の低い温度と少ない

庫内の温度分布に影響を

中段や下段の奥の方が低

行い︑早期発見に努めま

はＩ︑二週間

契約を結ぶ時︑私たちはセ

く︑手前は高めですから

しょう︒発見した場合︑

を正しぐ締めること︑栄曾

を便用すること︑︵Ｕあごひも

者名︑︵口頭によく合ったもの

また︑の製造または輸入業

れに適合したものには︑︒Ｓ

に安全基準を定めており︑こ

また︑製品安全協会が独自

のないものは販売で富笹ん︒

の略︶か表示しており︑表示

がついているので︑表示を確

は使用上の注意と取扱説明書

するとよいでしょう︒製品に

頭に合ったものを使用し︑
あ只もは必ず正しく締めま

除か于ればよ

いとのことで

す︒いつも清

潔に保っふっ

に努力しまし

リなどは山林に近い所や

時期でもあります︒白ア

アリとなって群れ飛びま

夏の雨上がりの昼間︑羽

い荒らします︒春から初

材を用いたり︑部材の表

台や床下材に防アリ処理

ｎを依頼します︒

よ フ︒

山林を開発した造成地な

す︒

や予防法を考えてみまし

す︒白アリを中心に駆除

西の南岸や四国・九州な

イエ白アリは︑静岡以

トールーフ″ングや銅板

す︒土台下にアスフ″ル

油欠浸し塗るのも有効で

面や木口にクレオソート

ります︒また︑白アリは

を敷き込んでも効果があ

ど温暖地に分布︒砂質の

◇白アリの種類◇

ヤマト白アリは︑北海

乾燥に比較的弱く︑建物

全体や︑特に床下の通気

夏から真夏にかけて羽ア

もありますので要注意︒

に無害とはいえないもの

散布も有効ですが︑人体

防アリ剤の吹き付けや

をよくしておきます︒

道北部か際いた全国に分

◇早期発見で◇

リとなって群れ飛びます︒

白アリな芦書虫の発生

◇防湿対策も◇

日ごろから清

ます︒しかし︑

めると分かり

かぷさがないぷつに︑家

消毒します︒床下換気孔

よくし石灰をまいて吸湿︑

ないこと︒床下は通気を

家の中に湿気をこもらせ

掃︑土台部分

ぶつに注意が必要です︒

屋に接して物を置かない

は湿気も大きな原因です︒

を時々だたく

どラかは︑羽

などの点検を

アリが飛び始

生しているか

白アリが発

布︒暗く湿った木部−台

ド白アリ予防は早期発見で

所・浴室・洗面所などの

乾燥に弱い白アリ

住まいの害虫

体に被害を与えます︒初

土中に巣を作り︑建物全

予防措置としては︑土

どで多く発生するよｙフで

肉ヶＩス︒棚は一般に︑

にＩ︑二回掃
ールスマンの言葉を信用し︑

Ｉクつきの製品の欠陥によっ

傷みやすい食品などの収

床下︑床束・柱の根元︑

業者に駆除と再発防止処

なお︑クーリングーオフの

在が分かりました︒

に一度︑庫内

使いましょう︒
の履行かずる義務があるから

適用については︑指定商品か

冷蔵庫は︑短期間の保

全体は１ヵ月

特に︑野菜入れ︵室︶
μ旨か︑代金は分割かどシか

・存場所です︒便い方が悪

ある半面︑自分も支払いなど

契約内容は

です︒
約款をよく読み

なども考慮されますので︑心

ければ︑決して安全な場

す︒

約款の条項に
契約とは︑権利や義務が生

配なときには市役所などの消

合挙右ば成立にます︒これ

品の内︑一般消費者の生命や

償の被害者救済制度がありま

て事故が生じた場合︑損害賠

土台などに侵入し︑表面

所といえなくなります︒

は口約東だけでも成立するの

身体に危害を及ぼす恐れの多

梅雨も本番︒湿気とと

を歿して辺材の部分を食

費牛活相談室にお尋ねくださ

最も重要な強度として︑衝

いと認めＧれる製品を指定︒

もに住まいの害虫が繁殖

◇温度差考え収納◇

撃吸収性と耐貝通性には︑一

そこで︑ＪＩＳ︑Ｓのマー

し︑建物に被害を与える

い︒

定の基準値が設けられており︑

それらの商品につき国が定め

クを確認し︑できればＳＧマ

な衝撃か受けたヘルメ″卜は

Ｇ″マーク︵安全な製品の略︶

しょう︒

家庭の中で使われていない品物
を見直してみませんか︒譲ってほ
しいもの︑譲りたいものを情報セ
ンターへ登録してください︒

不用品情報センターへ

最も温度が低いのは魚

あごひもの強さは二十五︑ｆ以

た安全基準に合っているかチ

ークのついているものを購入

外観に損傷がなくても使用し

かめましょう︒

ないこと︑な鉢夢表示するこ

が付けられています︒ＳＧマ

す︒
上伸びないことも要求されて

ェックされます︒合格したも

検討して

暮らしの知恵

のには︑︒Ｓ″マーク︵安全

じる約東のことで︑当事者が

観光課消費生活係

います︒

▲冷蔵庫内は清潔に

ことばよりも約款
とになっています︒
着用は
あなた自身のため
ある調査によると︑バイク
事故の場合︑けがの部位︵死
亡事故の致命傷の主な損傷部
位を含む︶は︑頭部が六八・
一Ｆで最も多く︑けい部七・
七賢︑胸部四阿︑腹部二・六
賢︑腰部一・一Ｆ︑その他六

こラしてみると︑ヘルメッ

・五賢とつづいてい未了︒

トを着用することが芦沢だけ
大切かよぐ分かります︒
購入するとき
安全マークを確認
乗車用ヘルメットには︑Ｊ

〒611宇治琵琶33,宇治市商工

務付けられる様子です︒今回は乗車用ヘルメットについてお知らせしましょう︒

うものではありません。食生活と健康の問題、訪問販売のこと

れ︑ひびなどがないこと︒左

さらに︑国は消費生活用製

ＩＳ了︲クが付いています︒

●登録・問い合わせ

ＪＩＳによる
安全基準
乗車用ヘルメ″卜の形状に
は︑ハーフ型︑セミジェ″ト
型︑ジェ″卜型︑フルフェイ
ス型などがあります︒どのよ
シな形状であっても︑日本工
業規格︵ＪＩＳ︶による安全
基準が要求されています︒

るところ全てその分野であり。男性、女性、老人、子どもを問

乗車用ヘルメ″トの重さは

不用品情報センター

消費生活は主婦の問題だと思われているようです。しかし、

安全への必需品

それは見当違いです。衣・食・住・契約問題など、人の生活あ

一７以下とされています︒

譲りたいもの

ほしいもの

乗車用ヘルメ″卜の安全基

耐汗性と耐油性があり︑皮

準の主な内容は次の通りです︒

眉に有害な影響を与汽ないこ
と︒金具類は︑さび止め処理
を施すこと︒
表面が固く滑らかで︑縁は
丸みか痔っていること︒帽体

乗車用ヘルメット

④
Ｓマーク

︵表面の固い部分︶の曲率半
径が七十五φ以上あること︒
衝撃吸収体︵裏張り︶の厚さ

右の視野が百五度以上あり︑
視野か妨げることのない構造
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が均一で︑よぐ接着されてい
ること︒五．ｆ以上の堅い突出

S Gマーク

政
市
1台
宇
第705号
(3)

▲ヘルメットは頭に合ったものを

7月5日から市民手話教室
手話 で話そう

ろラあ者問題や手話について理解夕広め︑ろ
うあ者と健聴者の交流を進めるために︑市民手
話教室を開きます︒
手話を通して障害者の問題な目分たちの問題
にＩ︒手話で諧り今♀４ｙりしさを︑仲間と共

▼日程・内容・・・下表︑時間はいずれも午後７

に体験してみませんか︒ぜひ︑ご参加ください︒

時半ト９時▼対象・：ろシゐ者福祉に関心があり︑
全回出席できる健聴者▼ところ・：総合福祉会館

︵福祉課︶

三階▼受講料・：無料▼申し込み・問いふおせ・：
福祉課︵豊⑩3141︶まで︒

︵６月７日︑総合福祉会館で︶

知らせにます︒
︵目的・性格︶
目的は﹁広く国民の間に
スポーツ盈笈し︑アマチ
ュアリズムとスポーツ精神
を高揚して国民の健康増進

福祉医療費
受給者証の切り替え
現在使用中の福祉医療費受
給者証︵黄色︶は︑六月末で
有効期間が切れます︒引き続
き該当する人には︑六月中に
新しい受給者証︵うぐいす色︶

義務者などに穿更があった時

をお送りします︒住所や扶養

この福祉医療の制度は︑保

は︑速やかに届けてぐださい︒

険診療の自己負担分を助成
する制度です︒次に該当する
人で未申請の人は︑健康保険
証とｍ鑑か痔って福祉事務所

Ｉツの祭典である﹂と位置
付けられています︒
︵標章︿国体マーク﹀︶
三十度右傾斜の赤色の火
炎を︑直径の十分の一の紺
青色の円帯で囲んだもので︑

所得が制限額か超えた人や健

ただし︑昭和五十九年中の

社会課重于塑じてぐださい︒

れかに該当する人︒かだし︑

で中度の精神薄弱者︑のいず

神薄弱者○ａ級の４体障害者

２級の身体障害者ｏ璽度の精

なお︑この制度は申請しな

所得制限があります︒

康保険に未加入の人は︑対象
になりません︒
︿老人の場合﹀
いと受給で孝ません︒詳しぐ
は社会課︵豊⑩3141︶へ

65歳以上70歳未満の所得税
非課税世帯︑一人暮らし︑寝
お問い合わせ凭 ︵社会課︶

▼とき・・・６月24日側︑午後

巡回更生相談

手足・耳が不自由な人の

たきり︑老人世帯︒
︿心身障害児・者の場合﹀
身体障害者等級︱・２級の
人︑重度の精神薄弱者︑３級
の身体障害者で中度の精神薄

なお︑手帳の交付や再交付
申請には︑印鑑と顔写真︵縦
四×横三り︶ 一枚が必要︒
また︑補装具の交付︑修理申
請には︑印鑑が必要です︒現
在補装具を便用している人は︑

︵福祉課︶

その補装具か混子痔ってきて
ください︒

宇治サマースクール
ボランティアを募集
障害児欠対象として夏休み
に開く︑宇治サ了︲スクール

▼ところ・：小倉小学校ほか▼

いずれも午前９時〜午後３時

へ︒

ティアバンク︵豊⑩5654︶

し込み・問い令幻せ・：ボラン

市では︑成人病の早期発容・：成人病を中心に総合健

見と予防を進めるため︑国康診断︵京都第一赤十字病

での希望日︵ただ

ら61年ＣＯ月31日ま

民健康保険の加入者を対象院︶▼検診日・：９月１日か

に︑半日人間ド″

▼対象⁝次の①

ありまず︶▼費用

補助し︑自己負担

・・・検診料の７割を

額は女子一万二千

一．千四百円▼定員

三百円︑男子一万

申し込み・・・７月１

・・・200人︵先着順︶▼

証か痔って保険年

日から印鑑と保険

午前９時〜正午▼ところ⁝宇

治労働セツルメント︵宇治里

尻71の９︶ｙ講師９ 梨子

さん▼内容・：女物単衣の仕立

てｙ受講料・・・無料ｙ定員仙

人︵先着順︶▼準備品・・・単衣

具など▼申し込み・：６月21日

反物︑和裁道具一式︑筆記用

から宇治労働セツルメント

︵交通労政課︶

︵登仙2315︶へ︒

﹁宇治市政だより﹂の次号七月一日号は︑六

までの毎週水曜日で５日間︑

▼とき・・・７月３日から31日

単衣物仕立て教室

午後１時〜４時︒︵保険年金課︶

野公民分館︑時間はいずれも

出＝小倉公民館︑26日出＝広

▼とき・ところ・：７月12日

社会保険の相談な芦気軽に︒

社会保険相談所

度か莉用していない人▼内日手続き鴛︵保険年金課︶

年３月までの間に︑この制話でも受け付け拿Ｔが︑後

いない人④59年９月か画60金課︵豊⑩3141︶へ︒電

院または妊娠して

し調整する握影

ク検診料を補助し

〜④の全ての条件

未了﹈︒ぜひご利用

に該当する人︒①

ください︒

月三十日で時効になり求ｙ︒

検診日に宇治市の

上勤務した人に支給され亘

ただし︑次の人は除孝示す︒

至急手続きをしアーださい︒

国保に継続して一

時金の請求期限が︑一六十年九

旧軍人として︑通算三年以

旧軍人の一時金請求

︵襲福祉協議合
申し込み・：６月30日までにボ
ランティアバンク︵豊⑩56
54︶へ︒︵襲福祉協議会︶

運転ボランティア
養成講座

人舎篇ｙる︒あさぎり尹

①旧軍人退職後公務員とな

車いす利用者や寝た貪ｙの

の運転ボランテ″アを養成す

り︑旧軍人の在職期間を含め
▼とき・・・６月30R㈲︑午前

る講座です︒

年以上加入の人②

詳しくは福祉事務所社会課

人と普通恩給を受けている人︒

持つ人②一時恩給請求済みの
ず専用自動車に関する講義と

▼対象・・・初心者︵高校生以占

▼定員・：40人︵先着順︶▼参

加費・・・五百円▼申し込み・・・６

月21日から市民体育課︵豊⑩

3141︶へ電話飛

︵市民体育課︶

スポーツひろば

ｙとき・・・６丹30日面︑午前

︿バレーボールーゲートボール﹀

10時〜正午▼ところ・：宇治小

学校▼参加費・：無料︒

一人でもグループでも参加

ださい︒

月三十日間の朝刊に折り込みますのでご注意く

︵広報課︶

者は︒上靴持参のこと︶︒直

︵市民体育課︶

接会場へお越しください︒

できます︵バレーボール希望

40歳以上65歳未満
の人③検診日に入

た退職年金等か受ける資格を
９時半ト午後Ｏ時半▼ところ

実習▼講師⁝城寄啓一さん▼

・：総合福祉会館▼内容・・・車い

〜24日唄スクール開校＝26

▼とき⁝実習１７月22日側

のボランティアを募集しま尤

襲願▼費用・・・無料▼内容・・・

貝﹃８月５日側︑14日㈹︑19

１時Ｆ３時▼ところ・：総合福

身体障害者手帳の交付や再交

弱者︒
︿母子家庭の場合﹀

付に必要な診断︒補装具の交

︵先着順︶▼参加費：大人千
円︑小学生五百円▼申し込み
・：宇治市観光センタ・︲︲︑宇治
観光案内所︑京阪交通社各営
営所︑京阪宇治交通サービス
で参加券発売中︵電話予約可︶︒
各実施日の３日前で締め切り
まず▼問い合わせ・・・宇治観光
協会︵雲⑩3334︶へ︒
︵商工観光課︶
軟式テニス教室
▼と孝・？月13B出〜８月
４日㈲までの毎週土・日曜日

ころ・：黄奘公園テニスコート

８日間︑午後５時１７時▼と

︵Ｓ⑩3141︶へ︒︵社会課︶

18歳未満の子μも︑小学校

対象・・・普通免許がある人▼申

▼対象・・大学生▼募集人数

日〜８月31日までの間で13日

勤務場所・：指定する小学校プ
ール▼勤務時間・：午前８時半
〜午後４時半▼内容⁝児童の
水泳監視︑プール施設の整備
点検など▼申し込み・：市販の
履歴書に必要事項を記入し︑
写真をほって６月29日までに

︵教育委員会総務課︶

教育委員会総務課へ︒

おはなし会

▼とき・：６月26日困︑午後
３時半Ｌ４時▼ところ⁝中央
図書館集会室︵折居台一丁目︶
▼内容・・・読み聞かせ︑紙芝居
▼対象⁝幼児から小学校低学
年▼参加料⁝無料▼問い合わ

月18日面▼募集人員⁝各100人

日向︑否晶︑29日困︑時間は

日までに︑市販の履歴書に必
要事項を記入し︑写真をはっ
て教育委員会社会教育課へ本
人が持参で︒︵社会教育課︶

小学校プール

管理補助員を募集

・：若干名▼期間⁝７月22日１

間▼賃金・・・三千六百八十円

夏期アルバイトを募集

育成学級

お知らせ

付や修理に必要な診呵

修了前の児童の母︒︵社会課︶
重障老人健康管理事業
対象者証の切り替え
老人保健法による重障参人
健康管理事業対象者証の有効
期限は六月末です︒健康手帳
に対象者証︵ピンクのシール︶
がはってある人は︑六月中に
健康手帳を持って社会課まで

重度心身障害老人健康管理

８月31日︵日曜日と８月13日

︵日額︶▼募畢人数・・・若干名▼

▼資格・・・18歳以上の男女︵高

事業は︑次の要件に該当する

から16日までを除ぐ︶▼勤務

お越しぐださい︒

人が︑参人保健法による医療

時間・：午前９時〜午後５時▼

校生は除ぐ︶▼期間・・・７月21

を受けた際の一部自己負相金

るための町づくりを遥めて

潔な環境の下で温かぐ迎λ

大勢の人たち蔵美しぐ清

に努め︑また全国から集う

競技力の向上と健康の増進

▼申し込み・：６月21日から25

賃金・：四千四百六十円︵日額︶

か公費で稔チる制度です︒
︿対象となる人﹀
65歳以上の人で○等級１・

会場地市町村の共催で行わ
れます︒
市民の総意で
京都国体成功を
国体は︑我が国最大のス

ポーツの祭典です︒

地方スキ・Ｉツの振興と文

いくことにしています︒

︵中央図書館︶

せ・：中央図書館︵容⑩151

万

ト会話ができるようガンバル手話教室の皆さん

昭和二十一年に京都で第

昭和二十二年に制定︵下図︶︒

市では︑六十三年京都国
体を主催する一員として︑

化の発展−国体の目的を達

Ｍサイズパ■/
ク入
卵10個

8/2a火 懇親会．手話劇など

又ポーツ・文化四振興
と体力の向上を図り︑併せ

なおこの標章は︑㈱日本
体育協会の許可なく使用で

全力か挙げて成功への取り

この公表価格は、6月初めに実施した消費者モニタ
ー店頭価格調査に基づくものです｡(商工観光課)

半日人間ドック

食用油 日i斧サラダ油瓶入
1.6501!
しよう油キッコーマン濃口
瓶入2 I

一回国民体育大会が開催さ

て地方スポーツの振興と文

きません︒

鵜︵ウ︶飼いツアー

1︶へ︒

男爵100
R
tg
キャベツ中玉約1

れ︑今日まで三十九年の歴

間全国各地か巡る中で︒広

化の発展に寄与すると共に︑

史を歩んできました︒この

の増進と体力の向上を図っ

くスポーツを普及し︑健康

国民牛活を明るく豊かにし

民あげて京都国体を成功さ

成するためにも︑土八万市
国体の開催を契機に︑市

262 0.4 0.8 288 238
209 A0.5 3.5 238 193
ネ又カフェ黒ラベル
1,023▲1.1 5.01.158 960
瓶入150 g

インスタント
コーヒー

日清小麦粉フラワー
1 kK（潭力扮）

小麦粉

組みを進めています︒

１

受診者を募集

糖上d Ug

砂

てきています︒

︵主催する団体︶

・

福祉のお知
財団法人日本体育協会︑

▼実施日・：７月14日間︑８

食ノ‑■ン

ようとするものである﹂と
しています︒また﹁国民各

せましょう︒︵国体準備室︶

バレイショ

23 ▲23.3▲25.8 40 14
173 ▲1.1 27.Z 298 100
179 2.3 3.5 225 148
735 ▲0.4 23.9 860 638
549 ▲0.9 1.9 598 498

鶏

切身100
g

I'i さけ

一

1.230

−

すき焼用

らせ

民自らのスポーツを振興し︑

・−

7/12(勿

ろうあ協会の歩み
手
7/i9旬 手話サークル｢茶だんご｣の活動話
7/26図 手話奉仕貝の活動 の
実
8/2 斜 パネルディスカッション
技
「私たちの暮らし」
練
8/9吻 各地a.で交流
習
◇

容
内
日
月

初めて手話を学ぷ人のために

V5勿
文部省と開催地都道府県︑

そタヶヤミソUk 323 ▲4.2▲0.9 358 230
普ii品１斤
（スライスしたもの）
160 ▲0.6▲3.6 180 135
洗濯代 ワイシャツ
白の長そで
155 0.6 8.4 250 120

み

国体は︑﹁国民体育大全一
開催基準要項﹂に銑ついて

層を対象とする体育・スポ

シャンプー 液体ポり容器220cc
花￡ェッセンジャル

232 0.0 0.0 290 225
866 息2.3▲2.7 970 650

2.4lg

洗濯用
扮石けん

25c≫x
8Cm

アルミ
ホイル

0.1▲7.8 1,4801,340

1.393

市民手話教室の日程表

開催︒要項の主な内容をお

お買物のめやす消費者物価
20（6月分）

白

サランラップ
台所用
ラップ 30ciiiX20cm

353 1.7▲2.8 550 255
336 1.8 20.4 470 125

肉中程度100g

牛

け'Iネ･･,クス・スコ･フテＯ

152 ▲0.7▲1.3 168 128
219 0.9 A 3 . 1 238 142
162 ▲1.8 4.5 185 110

400枚入lffi

ティッシュ
ペーノl−

139 ▲5.4●1.4 150 131

I現金
ガソリンレギュラー1
売り

価格状況

1 , 4円
40

9.1

A

％0 . 1

円
1,334

18≪
店頭
油
18と配達

灯

国体の目的

最高 最lti
価≪i 価恪
t i 前 月 比吋 前 年 比

平均
(its

格
規
名
品

国体豆知
識

470

