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テレホンサービス

家庭でも溝・といの点検を
六月十一日は入梅︒まもなく本格的な雨の季
節がやって来ます︒市ではこの程︑雨期を前
に防災パトロールを実施︒的確な対策活動を
行うために︑市内の災害危険個所を視察しま
した︒みなさんも︑大雨による浸水などの被

水を防ぎましょう︒マンホー

合は︑土のう︑ナイロン刄浸

くみ取りロが横ぷだ式の場

五月二十三日付で機構改革

行政効果の向上を目指し︑

市では︑市民サービスと

務局︵容⑩3521︶は︑

していまず︒また︑国体事

昼喜詣のとおり一部変吏

動に伴い︑庁舎事務室の配

今回の機構改革と人事異

用した土のう︑ナイロンなど

なお収集日には︑密閉に使

は従来どおりの配置です︒

水道庁舎︑教育委員会庁舎

なお︑新庁舎︑消防署︑

図りました︒また︑今年八

◇

十八人でした︒

一般職百十三人の合計百八

三十五人︑係長級三十二人︑

めて︑部長級八人一課長級

改革による形式異動分も含

対象となった職員は︑機構

一方︑今回の人事異動で

えました︒

今後の下水道事業拡充に備

ターに所長を配置するなど

制をとり︑東宇治浄化セン

理課と下水道建設課の二課

共下水道に伴い︑下水道管

月に一部供用開始となる公

員敬几名配置︑体制強化を

市民会館︵宇治里尻71−９︶

と人事異動を行いました︒

策で︑意外と見落しがちにな

は取り除き︑くみ取り作業に

国体に向け︑従来の国体準

ル式の場合は︑ふたをナイロ

るのが︑くみ取り式便所のく

日に祝新民︵しゅくしんみん︶

二階へ移りました︒

機構では︒六十三年京都

み取りロ︒一時的な浸水でも︑

支障がないぷつにしてぐださ

咸陽市長ら五人が来宇されま

されたスリランカ国ヌワラエ

備室を国体事務局にし︑職

ンや新聞紙で覆い︑重しなど

各家庭のくみ取りロに応じ

夕鰻いて密閉してぐださい︒
⑩3141︶へ︑溝掃除の一

た浸水防止方法や︑破損した

㈹5171︶までお問い合わ

城南衛生管理組合︵ａ０７５

ふたの修繕方法など詳しぐは

週間前までにご連絡ください︒
浸水防止対策
便槽も忘れずに

る十三ヵ所夕熱心に視察しま

便所へ水が入ると使えなくな

い︒

せください︒

止めになるな戸殺害が相次ぎ
した︒今回の視察で災害危険

り圭ｙ︒

大雨による被害からの防御

ました︒

個所の現状を把握し︑的確な

害を最小限にとどめるために︑溝やといなど

このため市では︑雨期盈別

防災対策活動を行うことにし

を点検し雨期に備えましよう︒

にした五月三十日と六月三日︑
ています︒

毎年雨期になると︑集中豪

の被害が全国的に発生してい

池本市長息賢島府などの関

来たる七月二十四日︑本市

咸陽市と友好都市に

と中国映西省咸陽市︵せんせ

リヤ市と中国咸陽市の二市に

188人の人事異動も実施

⊇

雨による浸水や土砂崩れなど

ます︒市内では昨年六月︑連

係者ら六十人が防災パトロ

身近な環境整備を

７月24日本市で調印

日降り続いた大雨により民家

ールを実施︒市内の造成地や

地域でも

裏のがけが崩れ落ち︑家族が

中小河川など集中豪雨があっ

水防御策は︑側溝や雨どいな

す︒

家庭で出来る一番身近な浸

どの掃除です︒排水が円滑に

いしよフかんよフし︶との友

咸陽市との友好都市提携は

なり康ｙ︒

市は︑今年四月十二日に調印

調印後︑本市の国際友好都

行われていないと︑床下浸水

好都市提携が結ばれることに

本市で調印されることになっ

市民の皆さんにも特産宇治茶に親

ており︑そのため七月二十二

なりました︒

の原因になったりします︒
地域や家庭で雨期に備えて︑
側溝や雨どいなどの点検を行

市では︑町内会や自治会な

いましょう︒

しんでいただこうと︑去る五月十八

５月18日茶業センターで

どで溝掃除を行った際のゴミ
や土砂を回収しています︒ま

みシーズンか迎えました︒

新緑鮮やかな茶畑は︑本格的な茶摘

れが製茶工程を熱心に見学︒周辺の

た︑白川共同製茶工場では︒家屑つ

茶摘み体験を味わっていました︒ま

参加︒額にうっすらと汗夕浮かべて

当日は︑好天に恵去鮎四百人が

れました︒

居︶で﹁市民茶摘みの集い﹂が開か

日間︑茶業センター内茶園︵宇治折

た︑溝の土を入れるプラスチ
ック容器を無料でお貸しして
います︒市役所清掃事務所︵Ｓ

︿一 般会計﹀
▽㈹商工会議所会館建設事業
補助金に三千万円

工事費追加に四百万円

▽木幡小学校公共下水道接続

接続工事費に百八十万円

▽六地蔵公会堂等公共下水道

▼本館３階

避難をしたり︑側溝や中小河

一方︑公共下水道事業特別

万五千円となります︒

百二十九万一千円

▽河川情報受信施設設置費に

工事費に百万円

▽木幡公民館公共下水道接続

接続工事費に八十万円

▽木幡河原隣保館公共下水道

費用として四十九万一千円

▽黄槃ふれあい公園にかかる

▼本館２階

川があふれ民家が床下浸水し

ます︒今後︑各委員会で議案
等の審議が行りれ︑七月十四

一億二千八十七万二千円か追

会計の補正予算額は︑国Ⅲ補

加︒補正後の予算総額は︑三

助金の内定などに伴うもので
一般会計の補正予算は︑当

十二億二千九百十八万八千円

日の本会議で議決される予定

初予算以後に発生した事業と

となります︒

です︒

補助金の内定に伴シもので︑

のとおりです︒

補正予算案の主な内容は次

八千五百四十五万三千円の追
加となり︑補正後の予算総額
は二百六十五億四土習三十

400人茶摘み体験

察れ恕ご
ｅ８
和１９

六月宇治市議会定例会は︑
六月九日に開会︒七月十四日

この定例会には︑六十一年

までの会期で開かれてい毒了

度一般会計補正予算︵第一号︶
案かほじの︑二特別会計︵公
共下水道事業・老人保健事業︶
補正予算案︑㈹産業会館建設
工事請負契約の締結について

▼新館２階

た場合︑防災上危険と思われ

険が予想ざれる個所を視察。

たり︑路肩が崩れ道路が通行

建設事業補助金など
︵仮︶商工会議所会館

防災パトロールを実施
８千５百45万円︵一般会計︶を計上

など、集中豪雨があった場合に危

｜

広

／旧

ここ紹でなご

、20−0100

京都府宇治市
編集

ａ⁚ｙｓ︒

雨期に備えて
６月補正
予算案

な芦午五議案が提案されてい

601

▲市内の宅地造成地や道路工事現場

▼本館地下

▼新館３階

Ｅ

｜

5月23日

市の機構を改革

▼本館１階

▼新館１階

６
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▲市民と茶摘みを楽しむ
池本市長（5月18日）

本市の六十年度国民健康保険会計は︑予測を大幅に上回る
非常に高い状況となっていま

ます︒しかし入院の医療費は

り約二千八百円安くなってい

高騰を続ける医療費
国庫補助金が交付され︑単年度で若干の黒字見込みとなってい
す︒

ます︒しかし歳出の大部分を占める医療費は高騰を続けてお
り︑六十一年度は︑一層厳しい国保事業運営が予想されます︒
老健分の一人当たり年間医

より十一万円︑二Ｉリ︑全国

療費︵図２︶では︑府下平均

平均より二十一万円︑四八・

従って︑市としても国保財政の︒健全化に向け︑医療費の適正
化を始めとした取り組みをこれまで以上に展開しますので︑
一％も高くなっています︒特

③六十年度で保険料を二十％

状況となっており︑老人の入

左︿〇・四％も高く突出した

より三八・五％︑全国平均よ

保事業運営が予測されます︒

が見込次れ︑非常に厳しい国

に入院医療費では︑府下平均

引政王げると共に︑賦課限

院医療費が本市の国保財政圧
迫の大きな原因となっていま

医師会に対する協力要請や︑

こ フした中で︑市としては

度額を三十五万円に引参上

④一般会計繰入金の増額を行

げたこと

へ要望したこと

市民の皆さんのご協力とご理解をお願いします︒

る国庫補助金が交付された理

60年度末で
４億円の累積赤字
市の国民健康保険会計は︑

これまで以上に踏みこんだレ

医療費の適正化︑国・府への

す︒

由としては︑

⑤保険料収納率の向上やレセ

特に入院の医療費が高い要因

補助金増額の要望︑予防を中

ったこと

医療費の高騰や退職者医療制
①医師会や病院関係者と医療

プト︵診療報酬明細書︶の

の一つには︑市内病院のべ″

歳出では︑総額の九四・
二％が医療費関係の支出とな
っています︒この他︑疾病の
早期発見︑早期治療を行ラた
めの︒半日人間ド″ク の検
診料補助五百五十三万円︑レ
セプト点検の強化を図るため
の費用六百三十九万三千円な

．,．．■■■■■■■■■■‥325.592

1
614.091

京都市
10

5

※老健とは、70歳以上又は65歳以上の寝たきり

郵送でお届けいたし未了︒

通知書は︑六月二十日ごろに

なお︑六十一年度の保険料

は左上表のとおりとなります︒

給与収入二百五十万円の場合

ます︒たとえば︑三人家族で

屡上げ︑三十七万円にしてい

すが︑賦課限度額は二万円引

率については据え置いていま

六十一年度の保険料は︑料

0

府下平均

申請して下さい︒

持参し保険年金課保険係まで

書︑国民健康保険証︑印鑑を

シとする人は医療機関の領収

高額原養費の支給か尋応７よ

どおりです︒

課税世帯等については︑従来

四千円に改正されました︒非

５月１日から五万四千円に

高額療養費の自己負担額

どの予算を組んでいます︒

248.428

=＝.;.;.i

l
648.645

二4
ﾆ'ﾆ゛二゜二゜二゜二

二

360.783

ｘ'二
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･
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城陽市

゜

宇治市

医療費︵保険診療分︶の自
己負相談が︑一つの病院・診
療所で一人一ヵ月間に五万一
千円︵住民税非課税世帯は三
万円︶を超えた場合︑その超
えた額を高額療養費として支
給してぃ車ふ︑五月一日の
診療分から五万一千円か五万

日から外国人

も国民年金に

加入すること

となりました︒

しかし国民

年金に加入し

老後に年金を

受けるには︑

二十歳か皇八

十歳までの間

に︑最低二十

五年間は国民

年金保険料を

納付すること

が資格条件と

なっているため︑

十五歳以上の外国人は︑加

入出来ないといラ状態が続

一九八一年︵昭和五土八年︶

民年金に加入出来なかった

その内容は︑外国人が国

れるぷつになりました︒

金に加入し︑年金を受けら

五歳以上の外国人も国民年

たる大改定が行われ︑三十

一日公的年金制度全体にわ

こシした中で︑本年四月

いて来ました︒

定住外国人の国民年金

実質上三

年︵昭和五十七年︶一月一

金法が改定され︑一九八二

する条約﹂に伴い︑国民年

その後﹁難民の地位に関

出来ませんでした︒

国民年金に加入することが

けであったため︑外国人は

︵一部の外国人言暑︶だ

したが︑加入資格が日本人

年︶に国民年金が発足Ｌ缶

一九六一年︵昭和三土八

35歳以上でも加入

これからの
国民年金⑦

永住許可か受けている人

対象となる外国人は

た期間によって決まります

る年金額は︑保険料を納め

602

期間となり︑実際に受けと

ける年金額には反映しない

間にはなり車ふ︑将来受

しこのカラ期間は︑資格期

く︑五十歳を

越えた人も︑

国民年金に加

入すれば将来

年金か受ける

事が出来る場

も合算

厚生年金

厚生年金へ

は以前から外

国人も加入出

来ましたが︑

資格期間が二

十年以上であり︑それ以下

の人は︑国民年金と合算し

金を受けることが出来ます︒

て二十五年以上であれば年

は届け出を

サラリーマンの妻

厚生年金︑共済鰻易加

入者の被扶養配偶者︵健康

保険で扶養家族に認定され

満の妻または夫︶は︑市役

ている二十歳以上六十歳未

な場合には︑免除の制度も

なお保険料の納付が困難

所へ届け出が必要です︒

ありますので︑お気軽に国

民年金係までご相談下さい︒

を受ける資格期間︵最低二

するといラものです︒ただ

十五年︶に合算︵カラ期間︶

十二月以前の期間を︑年金

35歳以上も加入できます

老人で老人保健法の適用を受けている人

３

1261/1 2

10

9

セプトの点検をはにあとした

度創設に見合う国庫補助金の
費の適正化に向け話女回

点検強化︑医療費通知の充

心とした保健対策など国保事

190,160円

８

このぷつに︑本市の医療費︑

大幅削減の影響などにより︑
を重ねていること

ド数が他市と比べ非常に多い

年間保険料

７

六十年度単年度で三億六千万

実などに取り組んだこと

②医療費の高騰を招かないよ

25,400円

６

円︑累積で八億円の赤字額を

44,700円

割

５

業の健全運営が出来るぷつ関

など国保財政健全化に向けて

割

等

４

60/3

ことが考えられます︒

う市議会で﹁病床数をこれ

の取り組みの結果︑補助金の

等

平

見込んでいました︒

増額となったものです︒

堡県一体となって取り組み

以上増やさない要望書﹂を

均

単年度では若干の黒字見込み

を進めることとしています︒

全会一致で議決し︑京都府

千二百十八万三千円の繰入れ

このため︑昭和六大年度

120,060円

となっています︒しかしなが

またこシした高い医療費に

しかし︑見込みを三億円余

者の皆さん一人ひとひが日ご

を行なってい季子︒

加え︑六十年度の医療費の伸

りも上回る国庫補助金が交付

み石:^２健康管理に十分留意し︑

割

ら︑依然として四億円余りの

し妬し最れ夭切なことは︑

で保険料賦課限度額を二万円

医療費の節約に努めていただ

得

大きな累積赤字が残っていま

び率は︑一〇府鬘の勢いを

されることになり︑六十年度

引准上げましたが︑六十一年

くことです︒

15

突出している
入院医療費

度単年度で二億円余りの赤字

20

てみましょう︒例えば︑老人

３人家族の場合の保険料

す︒

所

％25
ぐ

健康法適用者以外の一人当た

61年度予算

国保に加入されている被保険

国保会計の歳出の九四％は

り年間医療費は︵図１︶は十

示しています︵図３︶︒

医療費関係の支出となってい

万三千七百六十円で︑城陽市

総額四十九億百三十八万円に

（例）給与収入250万円、

全国平均

図２
老健分

本市の五十九年度の医療費

府下平均

ます︒

京都市

国庫補助金の増額

mm割…加入者1人当たりの額

より約九千円高く︑京都市よ

25,400円

. / /X
ハ／＼ハ
∩／ ゛ ＼

歯科合計
.■,.●.,.,.●.,.,.●.●.,.,.●.●.;.;.40.234

か近隣市や全国平均と比較し

割

歳入は︑国からの補助金等

等

と被保険者負担の保険料で大

14,900円

平

六十一年度の国保会計の歳

9.2/100

割

入・歳出の予算総額は︑四十

割

等

部分が賄われています︒ま

得

均

九億百三十八万二千円となっ

保険料の料率

た︑一般会計からは︑一億四

所

゛犬､/

四388.399

/X

93.570
･:･:･:･:･:･::::穴:穴¥::::::39.636
全国平均

月別医療費の伸び率 (前年同月比)
図３

自己
………………………38.259
‥。。
城陽市

●●●●●●●●●●●●●●●●●

宇治市

（単位円)
4‑4.040

図１

59年度｜人当たり医療費の比較
老健以外

この様に予測を大幅に上回

人間ドック、レセプト点検
その他2億3,152万8千円(4.8％)
52.300千円(1.0％)

ています︵上図︶︒

37万円
賦課限度額

その他
1.472万1千円(0T3％）
一般会計繰入金
1億4.218万3千円(2.9％）

医療費適正化で国保の健全化
昭和61年度国民健康保険特別会計予算
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(総額49億138万2千円)

６月22日に木幡小学校で

おり実施日を変更します︒お

学校︶は︑都合により次のと
20日旧の毎週土・︒日曜日︒時
間は︑土曜日は午後２時〜４
わびし︑訂正します︒

交差して重なる︒②両肩が

云ク茂て前方に出した腕が

わせ方です︒決勝レースの

いことは︑コースの組み合

この外に知っておきた

︵宇治保健所︶

海洋教室

親子カッター実習と

親子カッター︵大型ボート︶

館▽対象・：市内在住の小学
生をもつ親▽定員：50人︵
先着順︶▽申し込み⁝６月
Ｈ日から木幡公民館︵木幡
内畑34の７・Ｓ⑩8290︶
へ電話か直接来館で▽保育

体験実習
▼とき・：７月５日出〜６日
面▼対象・定員・・・府下在住の
小学校５・６年生とその親子
50組▼申し込み期間・：６月25
日出まで︒
海洋教室﹁われは海の子﹂
▼とき・：８月17日㈲〜19日
㈹▼対象・定員⁝府下在住の
小学校５・６年生川人▼申し
込み期間・・・７月１日脚よ
雨︒
場所はいずれも府立青少年
海洋センタ上宮津市︶です︒

7/14(｣)子どもの学力要件

京都大学敦育学部助教ti
1こ杉 孝賓さん
f･どもの食生活
京都文教短期大学ft)‑;
一健康な体をつくる心くば')−本西キミコさん
宇治市教育委≫会
9/16(火 ぞどもの問毬を考える
―話し合い−
学校教育課指導主事

9/9固
ー︵容07722②0501︶

今回は︑水洗化工事に係

府警察官の募集
▼試験日⁝７月６日旧▼試
験種別・受験資格・採用予定
人数⁝Ｏ特別＝昭和33年４月
２日〜43年４月１日に生次れ
た男子で61年10月１日の採用
に応じられる人︑40人Ｏ大学

工事の申し込み

工事業者は︑宇治市排水

設備工事公認業者の中から

選び︑業者と協議の上︑見積

書や内容牽よく調べて契約

してください︒市へ提出す

る書類などの手続きは︑公

提出する書類

認業者が代行します︒

る人︑45人▼申し込み・問い

年４月１日の採用に応じいれ

４月１日に生食ハだ男子で62

かよく確かめて︑押印の上

内容が見積書と同じである

へ提出していただ孝柔ｙ︒

と給水装置工事申込書を市

排水設備計画確認申請書

合わせ・：６月26日出までに宇

煮︑ナスの酢じよラ油︑澄ま
し汁︑御飯▼準備する物・：エ
プロン︑マスク︑三角きん▼
参加料・：百円▼定員・・・30人︵
先着順︶▼指導・・・ボランテ″
アグループ青梅会▼申し込み
⁝襲砿祉協議会︵豊⑩56
50︶へｙ主催・：市一人暮ら

︵社会福祉協議会︶

し老人の会︒

工事の費用

から始め︑次に便槽か取り

壊して埋め戻し︑便器︑タ

標準的な工事費は次のとお

より一様ではありません︒

便器の種類や施工の条件に

日から一日半です︵この間

便所を使用出来ないのは一

日で終わりますが︑工事中

す︒工事の大部分はＩ７三

イル張りや土間復旧をしま

ンクを取口付け︑最後にタ

りです︒

業者から簡易便器を借りら

水洗便所の改造工事費は︑・

器を組交おせた握Ｔ

①大便器︑小便器︑手洗い

れ圭ｙ︶︒

確認書のとおりに完成して

出されると︑市では工事が

工事が完了して届けが提

完了検査

約42万円

②大・小兼用便器︵手洗い

付き︶の場合⁚ｌ約33万円

の場合＝約35万円

いるかか稿査します︒検査

③腰掛け便器︵手洗い付き︶

右の金額は︑標準的な便

から行ってぐださい︒違反

備計画確認通知書か受けて

にかかる時は︑必ず排水設

ることは出来ません︒工事

確認を受けないで工事かず

せん︒また︑公認業者でも

公認業者でなければ出来ま

工事は︑市排水設備工事

市への確認後に

工事の実施は

はなりません︒

によるものは補償の対象に

使用者の故意または不注意

料で修繕し未了︒ただし︑

工事後一年以内であれば無

業者まで連絡してぐださい︒

場合は︑工事を行った公認

便器や排水管が故障した

故障の場合は

続きをします︒

や玄関にはり使用開始の手

に合格すれば検査済証を門

器を使用し︑延長拍麟︑ま

す３個︑便所内の給水工事︑

タイル張り︑土間復旧が含

まれたものです︒家屋の状

況や工事の内容によって金

額が寂りりホヂので︑あら

工事は︑市へ書類が提出さ

れないので︑配管状況︑施

指導を受けることが出来ま

工方法︑工事費など正しい

逆上︑詰まり︑タンクの故

せん︒工事の後で︑悪臭の

障な芦示起きても調査や手

工事日程を決

当ての方法が無く︑結局困

︵下水道管理課︶

ください︒

違反工事は絶対にしないで

るのは使用者となります︒

尿収集の申し

給水装置など

水管︑ます︑

工事は︑排

ださい︒

込みをしてく

め︑事前にし

公認業者と

方法

かにあ業者とよく相談して

ください︒

ト本格稼働目前の東宇治浄化センター

ください︒

3141︶へお問い︿Ｂせ

くは︑下水道管理課︵豊⑩

定の書類が要ります︒詳し

せんを受ける場合など︑所

その外︑資金の融資あっ

公認業者に渡してください︒

卒︱昭和34年４月２日〜40年

知らせします︒

は︑受講申し込み時に合わ

〜４Ｓ４Ｓ４Ｓ４

が必要です︒︵木幡公民館︶

おやつ代として一人五百円

る手続きや費用についてお

ければなりません︒

を下水道へ流すぷつにしな

ふろ場︑洗濯場などの排水

は便所を水洗化し︑台所︑

なれば︑その地域内の家庭

公共下水道が使用開始に

設備工事の
治警察署︵豊⑩1111︶へ︒

ボラントピア事業

六十五歳以上の一人暮らし
の老人を対象とした料理教室
を開きます︒この料理教室で
は︑栄養のバランスが良く︑
‑ｉＳも簡単な料理を作ります︒
在宅高齢者の健康保持のため

▼とき⁝６月９７一日面︑午前

に︑ぜひご参加ください︒

下水道排水
せて申し込んでください︒

で保育にます︒ご希望の人

・：２歳以上の幼児を20人ま

9/2迦 遊びで学ぶ

へ︒︵府立青少年海洋センター︶

学力を伸ばす 京r,教育大学教j‑l
栗田
修さん

一人暮らし老人料理教︵室
宇治警察署︶

詳しぐは︑青少年海洋センタ

宇治市立木幡小学校校長
永井 忠之さん
京都府ﾄﾞの枚育(閉講式) 京都府教fr庁指･尊主事
9/2901)一未来への展望に資する− 津守 俊一さん
9/24(水) 学校における同和教育

が必要です︒
子どもキャンプ
▼とき・・・７月26日出ふ八一日
旧︵１泊２日︶ｙところ・・・炭
山キャンプセンター▼対象・
定員・：小学校４〜６年生男女

50人︵応募多数の場合は抽選︶
▼参加料⁝三千円▼内容・：テ
ントクラフト︑飯ご･ｒ妖さん︑

水面に対して平行でない︒

場合︵九＝Ｉス九人出場︶

心とからだの
問題の理解

10時〜午後２時▼ところ⁝総
合福祉会館▼内容・：揚げ豆腐

@

手順

スポーツ教室を開催
高高齢
齢９
者

市民スポーツ教室の一つと
して︑新たに﹁高齢者スポー

時︑日曜日は午前10時〜正午

自然観察︑ゲームなど▼申し

▼とき・：６月22日㈲︑午前
９時Ｉ正午▼ところ・：宇治中
込み・：６月21日出までに電話

▼ところ：大久保小学校▼対
象・定員・・・小学校４・５・６
学校▼内容・・・ゲートボール︑

より良い子育てのために︑
みんなで学びませんか︒
▽日程・内容・：右下表︑
時間はいずれも午前９時半
〜正午▽ところ・：木幡公民

宇治保健所▼湿屍師・：国立

③両足宅十に動かしたり︑

には︑準決勝記録︵準決勝

を伸ばす

やる気を育てる

7/2101)

ツ教室﹂を開き乖ｙ︒
▼とき⁝６月22日面︑午前

年生男女30人︵先着順︶▼申

︵中央図書館︶

２時から▼ところ・・・中央公民

療養所牢多野病院︑杉ノ下俊

゛﹄｀ ７

あおり足で泳ぐ︒④頭が水

のない場合は予選記録︶の

の実力・泳ぎの特徴・ペー
ス配分︑で参れば人柄や性
格まで知っておくのがよい
でしょう︒近ぐで行われる
大会や︑テレビに放映され
る全国規模の大会に出場し

でも一つでも知っておくと

ている選手について︑一人

興味が倍加します︒

小学生をもつ親の教室日程表
あんかけ︑鯖︵さば︶のみそ

ふはな

９時ＡＨ時▼ところ・：木幡小
学校体育館▼内容：商康体操︑
で市民体育課へ▼問い合わせ

へ︒

藤礼子さん︵豊⑩8991︶

Ｉクル﹁絵本の会﹂代表︑後

9︶へ︒

・：辻本順造さん︵豊⑩077

ソフトボール︑バレーボール

バレーボール希望者は上靴

▼参加・：当日直接会場へ︒

し込み⁝電話で市民体育課へ︒
スポーツひろば
おわびと日程変更

お知らせ
市民環境講座

多数ご参加ください︒

館▼テーマ・講師⁝﹁快適環

Ｏ時半から開始︶▼ところ・・・

▼とき⁝６月18日困︑午後

膠原病の佃別相談

面より沈む︒⑤スタート及

上位から︑⑤１⑥︲④１⑦

出場選手について︑出身校

競泳か見る時には︑その

Ｏ選手を知ること

興味も倍増

選手を知れば

タ″チの時︑両手が同時で スの順に組みます︒
同じ高さでないなどがあり
ます︒
ほかの種目︵前掲︶にも
それぞれ泳法についての規
則があります︒
スタートは︑二回とも反

所︵⑤2191︶へ︒

彦医師▼申し込み・：宇治保健

政︑企業の役割り﹂環境事業
計画研究所長︑吉村元男さん

そらいろのたね︶︑紙芝居︵き

▼とき・・・６月27日廊︑午後

︵環境保全課︶

きみみ十毎ん︶▼対象・：幼児

び折返し後水中でふたかき

−③︲⑧Ｉ②１⑨１①コー

１時〜４時︵受け付けは午後

する︒⑥折返し及びゴール

▼問い︷Ｂせ・：中央図書館サ

小学校低学年とほ親︑保護者

かせ︵トムーチットート″ト

公民館保育室▼内容・：読み聞

抑つくりへ向けて︑住民︑行

おはなし会

ｆφφφφ

３時〜３時半▼ところ・：小倉

▼とき・・・６月17日叫︑午後

小学生をもっ
親の教室
︵国体事務局︶

公認業者=協議して

レクリエーショングーム▼対
象・・・高齢者▼参加・・・当日上靴
持参で直接会場へ︒
◇

六月一日付の市政だより三
面でお知らせした﹁スポーツ
ひろば﹂︵六月十五日︑宇治中

法や出発の仕方︑計時の仕
方︑コースの組み令口せな
どの規則があり毒司
例えば︑平泳ぎではスタ
ート台から飛び込む時の規
則︑水中に入ってから浮き
上がるまでの規則︑浮いて
から泳ぐ時の体形や手定の

の原因となる選手の動作︵

厳しいルール

泳法・ゴールタッチなど

動作についての規則︑折り
返し動作やゴールタッチに
ついての規則が定められて
います︒

泳ぎ・バタフライ・背泳・自

規則違反︶か少し挙げてみ

・所屈・過去の成績・現在

6/3001)子どもの心と発達の道すじ 京都市児童相談所
西尾 博さん
休の理解

7/8(M

佛教大'?■教ti
小森i 健古さん
(開講式)
6/25(')<)家庭教育一親の役割一

師
講
マ
一 ー
ア

日
月

市民体育課
則すれば失格です︒

ﾄイﾚ水洗化工事

小学生ソフトボール教室

▼とき・・・６月28日出Ｉ７月

競泳を身近なスポーツと
して見ていたダ左めに︑
今回から二回に分けてその
見方を説明します︒
観戦の第一歩
規則を覚えて
口競泳規則を知ること
競泳か見るには︑規則を
知っておくことが第一です︒

▲楽しみながら健康づくり
(60年10月、ゲートボール大会)
そこで︑平泳ぎで﹁失格﹂

由形・個人メドレー・リレ

ますと︑①肩のところから

競泳の規則には各極目︵平

ー・メドレーリレー︶の泳

603

競技の見
方
競泳

国体豆知識
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６月25日から木幡公民館で

絶ゆまぬ摂生が大切

言われるぶコに︑短期間で発

健康づくりにウルトラ

スとは︑偏りのない栄養配
分か意味するがほでなく︑
体の需要に応じたカロリー

食牛活管理の指針は︑次

摂取をも意味し示す︒

①多様な食品で栄養バラ

のとお勺です︒

標に︒主食︑主菜︑副菜をそ

ンスを・・・一日三十食品を目

防のためのウルトラＣ的特効

因が牛活習慣にある以上︑予

気を招くものです︒病気の要

性で二千二百＊

ところが︑消費カロリーは男

女性で二千♂カロリーです︒

ロリーは︑男件で二千五百岐

日本人の一日当たりの摂取カ

よく体を動かし︑食事内容

ぎに気をつけて肥満を予防

ったエネルギーを・：食べ過

②日常の牛活活動に見合

る人て︒

薬と言えるものはありません︒

百ぷカロリーとなっており︑

バランスの良い食牛活②適量

健硯つくりの心掛けは︑①

食事管理で調節して︑収支を

性二百 ｔカロリー︶を運動や

余計な摂取分︵男性三百べ女

に︒動物性脂肪より植物性

・・脂肪は取り過ぎないぶコ

③脂肪は量と質を考えて

にゆとり琉

健康を守るためには︑毎日の

の運動③十分な休息︵気分転

ふＢせる必要があり未了︒

む︶窪弓−この五つのポイ

受診⑤家庭医︵医療機関も含

ば三百♂カロリー奮ｙ行距離

運動による方法では︑例え

減塩︒

に︒調理の工夫で無理なく

うに・：一日十Ｉ以下を目標

栄養配分も考えて

宇治市健硯つくり推進協議

着︶までに︑市伶屏保健予防課

・問い合わせ⁝７月30日困︵必

一点▼対象・：市民▼申し込み

わりに︑階段を利用することを心掛

けている︒

よく参加している︒

③職場や地域などのスポーツ行事には

動かす機会の方が多い︒

④休日はゴロゴロしているより︑体を

に時々行く︒

⑤家族とハイキングやピクニックなど

⑥百メートル程度は泳げる︒

゜︒

⁚

⑦この一年間︑病気で医者にかかった

ことがない︒

⑧姿勢が良いと人に言われる︒
﹄
⑨薬よりも食事についての関心

胎いＪに

・●
●
一

②エレベータ・・︲やエスカレーターの代

①何か健康法を実行している

・運動を組み入れる努力をしましょう︒

⁚す︒︒日々の生活の中に︑自分に適したスポーツやい

が３つ以上あれば．あなたの ．・
い健康と体力づくりへの取り組み方は不十分でい

胆冊岫

運動で100キロカロリーを消費するには

努力している方々の体験作文

Ⅲ宇治琵琶33・容⑩3141︶

内健辰つくり推進協議会︵〒
▼テー了・私︵我が家︶の健

の市政だよりに掲載予定︒

へ▼作品発表⁝62年２月ごろ
稿用紙４枚程﹃一人に付き

●朝夕の通勤を
急ぎ足で歩く
20分90jカロリー

15分70jカロリー

●買物などは急ぎ足で歩く

ヨン

辰つくり▼作品・：400ま詞原

翼″集します︒

会では︑健凧つくりのために

市民を対象に作文募集

﹁私︵我が家︶の健康づくり﹂

んの場に︒家庭の味︑手づくＩりの心零幼に︒

⑤心の触れ合ラ楽しい食

に換算すると約一万歩︒時間
にして一時間半程です︒運動
は身近なことから始め︑持続

︿運動の５ポイント﹀

させることが大切です︒

①定期的に続ける②常にマ

手近なものから

運動はまず

ントに集約されます︒

④食塩を取り過ぎないよ

の油夕多めに︒

換︑睡眠︶④定期健康診断の

女性刄ｔ八

絶ゆまぬ摂牛が必要です︒

食事管理とスポーツの併用で
肥満とは︑エネルギーの消費よりも摂取が多い
こと︑︲つまり体内でのカロリー収支が︑いわぱ黒
字状態にあることを意味します︒これが家計簿の
黒字なら大変好ましいことなのですが︑体内カロ
リーの黒字基調は︑いずれ成人病その他の疾病を
引き起こす要因ともなります︒今回は︑若年層に
も広がる成人病の予防について︑一カロリーバラン

成人病は中高年層に限らず︑

病するものではなく︑悪い生

スを中心とした内容でお知らせします︒⁝⁝⁝・

人生八十年時代の今Ｅ︑人

活習慣が長年積み重ねられた

イペースで③収れ過ぎないこ

1

若年層にも広がりか見せ︑大

日々︑よほど意識して体を

1

き汪趾簡題となってい未了︒

動かさない限り︑運動不足に

1

口の高年齢化と共に増える成

結果︑それが要因となって病

と④身近な素材で⑤経済的で

1

人病の実態には︑目を見はる
成人病は別名﹁習慣病﹂とも

なっています︒汗をかく機会

一人でも出来るもの欠

1

食べ過ぎにご用心

のない人は︑まず運動不足と

運動不足は体力か低下させ

思って間違いありません︒

病にかかりやすくなり︑短命

︱

食事管理の面では︑栄養の
バランス衆心掛けて︒バラン

20分140ノカロリー

︵旧ｍ／分︶

●ジョギング

●繩とび
５−６分60ノカロリー

健康への取り組み度テスト

て老化を早め︑その結果︑成人

(200キロカロリー目標例)

●●●●●●

●●●

●●●●

●●●

●●

●●●●

●●●●●

●●

10分30 カロリー

●柔軟体操
15分40．・カロリー

n

厚生省の調査では︑平均的

男性例(合lt290kcal)

女性例(合計meal)

●朝のラジオ体操

●朝のラジオ体操
10分30jカロリー

夕J

の基にもなります︒

１日の運動プログラム

ものがあり床Ｋ近年では︑

見つけましょう ︵２月23日︑宇治川マラソン大会から︶

ト体力の維持︵健康︶は︑日々の積み重ねから︒自分に合った方法を

Ｃはない
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