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京都国体契機に︑
恒久的な社会づくり運動
﹁新しい歴史に向かって走ろう宇治市市民運動
推進協議会﹂の設立総会が五月三十一日︑文化会
館小ホールで開かれました︒これは︑京都国体を
契機に市民が一丸となって︑美しくまごころのこ
もった社会づくりを目指すもので︑総会では規約
や役員の選出︑そして運動の基本となる市民運動
推進要綱などが決められました︒また︑この総会

実践項目では︑三つの基本目
標と七つの運動項目を定めて
います︒そして︑運動項目に
は︑家庭︑地域︑学校︵園︶︑職
場の各領域で取り組むべき目
標テーマを設罵その内容の
ほとんどは示さな善行か通

進めぶアぷ転車の放置をや

めよ夕諾潔な環禍つくりを

的な要素聚貿りむのです︒

めぶアなど︑道徳的・教育

従って︑市民運動の推進は︑
市民の皆さん一人ひとりの自
発的な実践と協力がなければ
実現出来ません︒市民の皆さ

市をつぐうコ
・明るく住みよい明日の宇治
・たくましい体をつぐろラ

︿３つの基本目標﹀

・豊かな心を育てぶつ

待されます︒
のとして︑定着することが期

加︒特に︑中学生では︑窃盗

生がやや減少︑中学生が増

反社会的問題行動は︑小学

害︵校外での恐かつ︑盗難︑

比十一人の減︒しかし︑被

登校拒否が五十九人で前年

減︶︒非社会的問題行動では︑

痴漢︶は︑二十七人増の三十

や不健全な遊びが著しぐ増

えました︒共に問題行動の

行動の指導延べ人数は︑千

︿中学生Ｔ・反社会的問題

三亘一千五人︵在籍比一五

八人︒大幅に増えています︒

の中には︑家庭での辛さや

低年齢化か進行したことが

苦しみから︑繰り返し問題

二五り増えています︒内容

％︶︒件数で一九％︑人数で

特徴です︒そして︑中学生

を起こす生徒の増加が見ら

人︶②不健全な遊び︵百九十

では︑①暴力︵二亘二十三

れ未丁︒

︿小学生﹀・・皮社会的問題

人︶③万引き︵百七土ハ大︶

行動児童の指導延べ人数は︑

の順︒喫煙・飲酒は大幅に

④いじの・いやがらせ︵百五

減︒しかし︑不健全な遊び

五百二十三人︵在籍比三り︶︒

九人︶③窃盗︵五十一人︶④

や万引きは倍増︑教師への

土ハ大︶⑤喫煙・飲酒︵百六

火遊び︵四十七人︶⑤金銭持

暴力は三倍増です︒非社会

前年度比︑件数で二百増︑

ち出し︵四十一人︶⑥不健全

的問題行動では︑登校拒否

人数ぶ百の減です︒内容

この程︑市教育委員会が

な遊び︵三十二人了の順︑

が若干の減︒しかし︑怠学

ては︑昭和五十八年三月の国

呼び掛けで︑第一回設立発起

年九月五日に池本宇治市長の

べ・きとの考えに基づき︑六十

推進要綱﹂︑その実践項目︑本

五月三十一日︑文化合一館小

体宇治市準備委員会で︑市民

今後は︑各部会や推進員な

更に︑京都国体を二年後に︑

活動の基本となる﹁市民運動

運動専門委員会が設ほされて

人会を開催︒六十一年四月二

ど細部の体制整備と具体的な

本年度の運営方針として︑

リハーサル大会を来年に控え

恒久的な市民運動組織である

んが︑それぞれの立場ぶ錫

六十年度﹁児童・生徒の問

窃盗の増加︵十七人増︶が若

と被害は倍近ぐ増えていま

⑦無断外泊︵六十二人︶−

題行動の現況﹂かまとめま

干目立つものの︑他はほぼ

す︒

人︶⑥教師反抗︵六十八人︶

した︒前年度に比べ︑怠学

横ばい︒不健全な遊びは︑大

では①万引き︵百四十一人︶

や被害などの非社会的問題

幅に減りました︵二十八人

以采︑その在り方について協

十四日︑設立総公一日程や事業

事業計画の立案を目指すと共

①関係機関・団体なμＥの緊

競技・式典︑輸送・交通・警備︑

市民運動推進協議会につい

に取り組み︑その広がりの輪

行動は︑小・中学生共に増加︒

②いじの・いやがらせ︵百十

事業として︑競技会場や関連

一方︑社会規範に違反する

つて実りあるも

施設の整備促進︑競技開催時

に先立ち︑国体宇治市実行委員会の第二回総会が

における運営体制の確立促進

３専門委員会に

ホールでは︑市民運動推進協

開かれ︑本年度の運営方針などが決められました︒

議会の設立総会に先立ち︑国

専門部会を設置
年度の事業計画や運営方針が

など︑九項目か推進すること

議が重ねられて来ました︒︒

計画案な貰術定され︑五月

に︑組織の広がりを図り︑市

密な連携を図り︑諸計画の確

相談は︑各地域での相談活

動など受け入れ窓口が増え

たこと夕反映して︑前年度

より四百九十二件減の二千

百三十一件︒相談者では︑

二十歳未満の少年が前年度

より八・六％増えて四四・三

の順︒内容的には︑前年度

その他少年十八人︵七弧︶−

プ︒他はＩ〇％以下で︑二

の問題が二八・六％･ｐト″

ます︒内容ではやはり﹁性

もの著しい伸びmしてい

％︒特に︑小学生は約七悟

減少していた深夜徘徊が中

位﹁対人関係﹂︑三位﹁異性﹂

四位﹁健康﹂︑五位﹁家族﹂！

題で男性が八六％夕占め︑

の順︒男女別では︑性の問

逆に対人関係︑異性の問題

なμ石︑依然として多く見

職少年らのオートバイでの

男女の立場や特性の違いか

では女性が八〇％前後と︒

︵青少年対策室︶

化が見られるよつです︒

ら︑相談内容についても変

暴走行為は増加傾向に︒シ

来︑着実に増えて来た電話

なお︑五十七年の開設以

した︒

ンナー遊びはありませんで

β誓子︒この外︑有職・無

な遊びや︑中・高校生の喫煙

ーム場出入りなどの不健全

学生を中心に再び増加︒ゲ

問題行動は
中学生がトップ

この程︑青少年センター

が︑六十年度﹁宇治市青

少年センターのあゆみ﹂を

発行Ｌ笙した︒

まとめによると︑問題行

動の街頭補導での指導人数

は二百五十八人︒五十七年

度以降の増加基調がスト″

プし︑前年度に比べて八十

四人︵二五％︶も減っていま・

す︒年齢的には中学生が百

五十八人︵六一％︶と最も多

裁国民審査

く︑以下ふ学生六十二人︵二

四％︶︑高校生二十人︵八％︶︑

︵青少年対策室︶
決められました︒

体宇治市実行委員会の第二回

その結果︑国体宇治市実行

三十一日︑市内六百三十二の

民運動の啓発にも取り組んで

高揚に努める１の二点を確認︒

60年度＝宇治市青少年センターのあゆみ

が決まりました︒

反社会的問題行動は
低年齢化が進行
総会が開催されました︒

委員会とは別の組織として︑

団体が参加して正式にスター

具体的な業務を担当する宙同

国体だけ舎目指すのではなく︑

運動との連携を緊密にし︑京

部会を︑二部会ずつ設置する

宿泊・衛生の三専門委員会に

都国体への気運醸成と市民の

立と諸事業を推進する②市民
３つの基本目標と
７つの運動項目

ことになりました︒

行きます︒
設立総会では︑まず規約を
決定︒そして堀井信夫会長︵商
工会議所会頭︶を初めとする
市民運動推裔員に稀つく

体力づくり︑スポーツ意識の

トしたものです︒

４設立総会で就任
あいさつを述べる
堀井会長
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新しい歴史に向かって走ろう

宇治市市民運動推進評議会が発足
５月31日、市内632団体が参加して

1986年（昭和61年）６月21日発行(2）
り

よ
だ

政

一相談事例からー

便利なもの︑カツコいいものがいろいろ宣伝され︑今お金が無くても欲しい
ものが手に入る時代になりました︒しかしよく考えて見ると︑不必要な商品など
を購入させられ︑結局は多額の借金を背負うことになります︒豊田商事に代表さ
れる高齢者被害と共に二十歳前後の若年者の被害も増えています︒そこで︑消

親の承諾もなしに販売した事
フが適用されます︒

のであり︑当然クーリングォ

めるぶ？心掛けたいものです︒

見□が続いています︒
現行の訪問販売法︑割賦販
売法では︑サービス契約はク
ーリングオフは適用されませ

ることを知るなど︑書面に記

で初めて教材の購入契約であ

ーの活動は︑五月十九日の

今年度︑消費牛活モニタ

の不燃ごみを粉ごなにして

い粉砕機が設置され︑大型

消費牛居モニターの皆さ

効率的な埋め立てに能力を

んのほとんどが︑清掃工場

清掃工場見学から本格的に

宇治市を含めた三市三町で

発揮しています︒

構成する城南衛生管理組合

工場の内外にはごみ一つ

忿見るのは初めて︒

した最新設備の工場︒大気

折居清掃工場は︑今年完成

ルみたいでびっくりしまし

大きな煙突がなければホテ

ージ衆持っていたのですが

﹁ごみで雑然としたイメ

落ちていないのに驚かされ

汚染や臭気︑水質汚濁︑騒

埋め立てるかくらいにし石

﹁今まで︑敞一に燃やすか

た﹂

考えていませんでした︒し

不用品情報センターヘ

八月三十日まで開設しています︒

提供の品物・希望の品物を︑不用

じそとゴマを振り入れる︒

⑥すし飯が冷めてから︑青

ぜ冷やしふ乎︒

はんを移し︑切る様に混

⑤すし桶に②をちらし︑ご

し②に漬けて置く︒

品情報センターに登録を︒

梅雨時や夏場には食欲が

無くなるものですね︒そん

な時︑香りの良いおすしを

作ってみましょう︒

μ μ

不要品情報センター

ことが出来ます︒また︑

深ぐ︑本を二列に並べる

本棚は意外と奥行きが

之迫間かありそうです︒

掘ごたつなど利用出来そ

に︑廊下の天井︑和室の

庫などはこの例です︒外

屋根裏や台所の床下収納

ース︶欠見つけましょう︒

いない空間︵デ″ドスペ

住居の中で活用されて

アイデアで

酒 塩

合わせ酢

出し という原則があり

収納には︑砿入れ先

に処理しましょう︒

ます︒食料品や下着類な

芦浄この分類に当たりま

な牛居盈員ｙ老大切な

家に収納部分や収納用

す︒また︑米びつの中に

使用頻度で分類を

日用品の収納

品が多くあっても︑整理

ことです︒

率的に行うことは︑快適

日習Ｅなどの収納を効

いますので気を付けましょう︒

の講習なＩほ適用外になって

ャー会員権︑先物取引︑内職

商品に限られています︒レジ

けるのは︑通産省が指定した

なお訪問販売法の適用か受

文を参考にしてぐださい︒

容のものが三通必要です︒例

いでしょう︒これには同じ内

ら︑内容証明郵便の利用がよ

けません︒証拠を残す意味か

一日でした︒

理されているのかを知った

定点から先で︑どの様に処

いつもごみを出している

れました︒

ければ﹂などの感想が聞か

水分を十分に切って出さな

ないごみの分別を徹底し︑

とμ０ て︑燃えるごみ︑燃え

るごみの行方を最後まで見

﹁毎日何気なく出してい

いることが分かりました﹂

騒音などの対策がなされて

かし︑大気・水質汚染︑臭気︑

兵の諸施設に活用してい

ごみ燃焼時の熱を︒太陽が

音などの防止対策と共に︑

︒太陽が丘 に隣接した

市内︶︒

と奥山埋立センター︵城陽

の折居清掃工場︵宇治市内︶

始まりました︒見学先は︑

▲説明を聞く消費生活モニター

ます︒
城陽市の山間部にある奥
山埋立センターには︑新し

代金欠嶺支払って商品を
受け取ってし示７と︑原則と
して解約出来ません︒
︵クーリングオフ﹀
消費者保護のため︑訪問販
売や割賦販売などに限ってク
ーリングオフ制度︵無条件芦
約︶が設けられてい毒ｙ︒
この制度の説明が記載され

含めて︑︒訪問販売などでは七

ている書面か受け取った日を

日以内︵宅地建物取り引きで
は五日以内など︶ならば︑無
条件で申し込みの撤回︑契約

その方法は︑期間内に契約

の解除が出来未了︒

を解除する旨の書面を出すこ
とが必要で︑電話連絡ではい

3杯

費生活相談に寄せられた事例から問題点を考えてみましょう︒

を理由に︑内容証明郵便で契

路上で呼び止められて 会員権
キャッチセールス
クーリングオフの期間が過ぎ

約取り消しの手続きを取り︑
残っている商品は返品に蚤し

ていたので︑まず書面で解約
の意思を明らかにし︑販売員
がぶ来の目的余９尤脳に

このことにより多額の借金

た︒

は無くなりましたが︑買い物

に肌が書れいになるとか︑も
っと美しくなれるとか︑その

﹁娘さんいますか﹂との再
三の電話︒三度目に﹁何か用

誘い込み︑一方的な説明や申

な販売行為が問題であること

込金を立て替えるなど︑強引

輦恚時には︑本当に今必要

があるか十分に考えてから決

なものか︑自分に支払う能力

気にさせて商品を売口付けて

す︒

この事例では︑未成年者に

電話で呼び出され 健康食品
を理由として︑現在解約の話
◇

いることなど悪質と思われま

事ですか﹂と尋ねると︑品物を
買ってお金か払ってもらって
いないとの事︒片刃な物をい
くら買ったのか分からないの
で書面で知らせてほしいと依
頼すると︑健康食品や化粧品︑・

アポイントセール

購入したとの書面が届泌蛋し

ん︒契約かずる時は内容を十

更に美顔券など二十万円分を

た︒娘は未成年者であり無職

この例でも分かるぷつに︑

訪問販売法では︑店舗等で

載されている内容の確認や︑

勧誘員の話之信じ内容の確認

思いませんか︒良い方法があ

交した契約にはクーリングオ

クーリングオフの対応の遅れ

したい︒どフしたら良いので

りますよＪとの勧誘電話があ

フが適用されませんが︑この

しよシかとの相談でした︒

購入のきっかけは︑新京極

りました︒翌日︑指定された

場合︑事務所へ行ったのは本

二十歳になったばかりのＫ

か歩いていて︑キ″″チセー

事務所へ行ぐと︑﹇海外旅行に

君に﹁海外旅行に行きたいと

分確かめましょう︒

えないと︑父親が相談に来ら

ルスに引っ掛かかり︑巧みな

行くには会﹈員にならなければ

が問題をこじりせています︒

れました︒

話術でその気にさせられたの

人の茎雀なく勧誘によるも

もせず契約をしてしまい︑後

です︒安易な気持ちで商品を

いけません﹂と強引に説得さ

◇

受け取ったものの︑支払える

れました︒﹁手持ち金が無い﹂

らと契約を急がされ︑サイン

です︒

︷署名や押印は慎重に︸

契約解除通知

少々

ほしいもの譲りたいもの

ゆかりずし

整とんが出来ていなけれ 古い米が残らない様にす

１杯

見込みもなく親にも相談せず

をしてし蛋いました︒会員権

訪問販売のトラブル防止

販売会社は︑申込書面を渡

のことだとばかり思っている

は︑羽毛ふとん︑健康食品︑

被害防止の

必要でないものは︑セール

り断る﹀

︵いらないものは︑はっき

コツ

るトラブルです︒商品別でＩパーティ商法 なμきまざま

英会話教材︑学習教材︑ステ
ンレス鍋セ″ト︑トイレ臭気
筒などが多くなってい杢ず︒
訪問販売は家庭にいながら
商品を買える利点かおり毒ｙ

っぱりと断りましょう︒これ

スマンの説明か聞く前に︑き

が︑価格や品質忿紐するこ

方や詐欺まがいの悪質な手ロ

訪問販売の場合︑商

つきましては︑すでに支払済みの金

円︶の購入契約は︑解除します︒

いて行った商品名ＯＯＯ︵価格ＯＯＯ

マン００００氏に勧められ︑自宅にお

昭和○年○月○臼︑貴社のセールス

折居清掃工場など見学

とが出来ない︑強引な売り

アフターサービスが期待出来

品購入の条件が詳１ ？ｙ

が一番大切なことです︒

ない︑必要としない商品を買

にひっかかりやすい︑十分な

ってに蚤シなど︑多くの問題

書かれた書面︵契約書・
申込沓など︶か渡すき
まりになっています︒
特に赤い枠で囲まれた

大さし１杯

いりゴマ

10枚

青じそ

１杯

砂糖

と言うと立て替えておくか

さないなど正式な契約手続き

と︑後日英会話教材が届けら
本市における消費生活相

にとはお気軽にご相談を。

大さじ

米酢

消費生活モニター活動紹介
を含んでいるのが実態です︒
売り込み手口は
さまざま
11111ｒＩＩＩ■■

２合

米

に放っていました︒

もせず︑また未成年者との契

談の約五七賢が訪問販売を巡

りの相談受け付けを行っています。困ったこ

クーリングオフは内容証明郵便で

約では親の承諾が必要なこと

れました︒高価な物だし︑役

)−ニング、欠陥商品など、消費生活問題が

一切

鮭

塩

に立ちそシも無いので解約を

I雑化して来ています。市では、消費者の保

3 cm

布

昆

売っています︒更に若い女性

tん。こうした中で近年では、食品添加物、

料》

《材

で収入の当てもなく親も支払

J゛商品である現代社会では、消費者でない人

を知りながら︑多額の商品を

暮らしの情報

若者の消費者被害を考える
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暮らしの情報

価格と経済性の検討を

や晴天率などを平均した場合
ます︒そこで四季別の水温

湯温は︑四季によっても︑

また天気によっても違って来

でしよラか︒
どのくらいの経済性があるの
ところで︑太陽魏厄水器は

省子不ルギーと経済性を利点にする太陽熱温水器︒日
経済性は

下表︶︒

差しの強くなるこの頃は︑太陽熱温水器に関心が出て来

循環型やソーラーシステムと
上昇して本体上部の貯水槽︵

を直接温める方式で︑温水は

る物が多いぶっです︒

太陽熱温水器の主流機種の

自然循環型と強制循環型との

る季節でもあります︒そこで︑今回は太陽熱温水器特に
徴つ
点を比べてみました︵左

いて︑特徴や経済性などを考えてみましょう︒

呼ばれる強制循環型が主流に

だけではありません︒

来るのが一般的︒しかレてれ

訪問販売は家庭に訪問して

読んだ上で︑書かれて

件解約︶の説明はよく

クーリングオフ︵無条

いる内容をよく確かめ

ましょう︒

てから署名や押印をし

路上で呼び止め喫茶店など
に連れ込むぶヤ″チ商芦

︵全額支払いを

電話で呼び出すデポイント
メント商法↑近所の主婦を災

１１

ＯＯＯ川を︑直ちに返還して下さい︒
昭和Ｏ年ＯＵＯＨ

商品は︑ｙ忽に引き収って下さい︒

○ＯＯＯ図

宇治巾○町○番地

ＯＯ株式会社

○県○市○町○番地

優良住宅部品認定制度による

Ｉクが本体に付いているもの︒

代表取締役００００殿

温水器の重量に対する安全性︑

しない︶

設備コストなどＥの関係な考

めて調理などを行う貳Ｉム

を熱量で見ると︑毎日便った

器による表示のもの︒

優良ソエフーシステム構成機

更に強制循環式のものは︑

ＢＬマークの表示があるもの︒

として一年間に得られるのは

信用ある店で

えてみたいものです︒

購入・施工を

ロパンガスでは約三万一千四

は約二万一千四百三十円︑プ

として︑都市ガス︵13A︶で

ふみ蚤の熱効率かモ〇％と

下事故が無いぷっに施工して

の漏水が無いぷっに︑また落

傾斜を付けること︒配管から

きにし︑三〇度から四〇度の

まず設置する時には︑南向

きの注意点を挙げましょう︒

フターサービスが伴シもので

せん︒この商品は︑工事やア

器の売り込みも少なぐありま

訪問販売による太陽熱温水

これらの表示を選択の目安

百円︑灯油では一万蔡工八百

太陽熱温水器を購入すると

円となります︒︵昭和六十年

もらいましょう︒
しかし︑節約出来る概算金

ＪＩＳ︵日本工業規格︶のマ

つぎに商品選択について︑

◇

ぶことが大切です︒

す︒信用のおける販売店を選

◇

にするとよいでしょう︒

通産省検査所調べ︶

算してみましょう︒

沸すと何円ぐらいかかるか試

市ガスなどを使ってふろ釜で

ここでこの熱量の湯欠都

約一〇〇万Ｊカロリー︒

50万円〜
155円 20万円
価tS(昭law年秋ごろj
前後 前it 7 0 万 円

ｊｎ

太陽防温水器は昭和二十年
ごろに試作がはじまり︑その

額と︑太陽蝕厄水器の価格や

⑩

約二百リットル︶にたまりま
す︒ピートパイプ式自然循環

有

なっています︒
自然循環型は︑集熱部で水

小

無

後︑畷型やくみ置声型が商品
化されました︒現在では︑自然

大

無

型はフロンガスなどを利用し
水を温めるもので︑凍結や水

所・調理室などに多く住み
つきますが︑便所や下水な
ど汚い所へも出入りしま
す︒体内や脚などに︑四十

人

補助熱源

差１ニ

ば︑住まいの有効な便い

るのも同じ考えです︒

いる喫茶店な

に引っ掛けて

コーヒーカップなどmi

まず整理から

方にはなりません︒

アイデアの一

成概念を破る

μ石収納の既

必尤哭ものなど︑収納

件に合ったア

各家庭の条

つです︒

イデアで収納

麻はシワになり易い欠

アルカリ性のもの盈固一

のぬるま湯で︑洗剤は弱

水温は︑三〇〜四〇度

ぽぐ毛羽立ち外観が損な

の繊維が出て来て︑白っ

また強くこすると内部

ないふつにしましょう︒

１ 歪しょう︒

使うものか手の届きやす

類をします︒そしてよく

するものの使用頻度の分

月ごと︑季節ごと︑毎年

毎日使うもの︒週単位︑

卜台所の床下収納庫

い所に置くのは当然︒台

点がありますが︑最近で

します︒

所の食器などは︑この様

はそのシワがナウいフ″

手で洗う時は軽く押し

干す時は︑無理に引っ

張らずに軽くシワ奪押ば

手になりましょう︒

く楽しむ為に付き合い上

素材です︒その魅力を長

維なので︑濃い色は色落

す︒麻は染まりにくい繊

い洗剤を完全に落としま

後のすすぎは十分に行な

合はネ″卜に入れて⁝⁝

シワはアイロンで伸ばし

われる麻も︑付きすぎた

シワが一つの魅力と言

て洗うこと︒洗濯機の場

われる場合があります︒

ツションとされるぷっに

なっています︒

シワも麻の魅力

麻は丈夫で長持ちする

し︑型くずれしないぷフ

バスタオルなどの上に平

家で洗う場合は

ましょう︒

麻の手入れ

干しｙるか︑日陰でパン

ダ・Ｉ・に掛けて乾かします︒

洗濯する前に︑まず製

ちや移染の原因となりま

かめて下さい︒

なります︒洗濯表示を確

よってアイロン温度が異

す︒混紡の場合は組成に

カテカすることがありま

をかけすぎると布地がテ

ょう︒ただし︑アイロン

ームアイロンを使いまし

て当て布衆ずるか︑スチ

ません︒軽く霧吹きをし

乾燥した状態では伸び

アイロンで

品に付いている絵表示を

す︒白い物と一緒に溝わ

付きすぎたシワは

確認して下さい︒

０▲0.9 230 228

の汚れが少なくなっています︒
強制循環型は︑ソ上フーシ
ステムと呼ぼれ︑集熱部で温
められた温水を容量の大きい
別な蓄熱槽にため︑ここから
給湯します︒この槽は︑一定の

頼しなくてもよいでしょう︒
︵ダニ︶
最近︑話題をよんでいる

種類以上の病原菌をつけて
いることが知ら元ており︑

屋mにかかる重啖

暮らしの知恵

灯

18(店頭
油
1,246 0.2▲ 10.5 1.3501.150
lSぞ配達
(現金
ガソリンゝギュラー1
売り
124▲6.8▲10.8 130 120
ティッシュ
400fi(人l柚
ベーノi−
(ｸ')/ｸｽ･ｽｺyﾃｨ)
155 0.6 1.8 168 135
サランラップ
台所用
ラップ 30cmX 20 m
223 9.3 1.8 238 168

白アリは︑北海道︑東北
︷白アリ︸
主な害虫とその駆除
四ぶ必要です︒
に︑元気な虫が多いので注
温度を保つために︑電気やガ
スなどの補助熱源が付いてい

思ってよいでしょう︒
被害にあったら︑その部
分の修繕と駆除をしましょ

害虫です︒住まいには直焼
の影響はありませんが︑時

ハエよりも数倍不潔な害虫

家の中全体を︑薫蒸駆除

です︒

する方法もあります︒
取り扱いに注意を
人体に無害な殺虫剤はあ
りません︒殺虫剤か邑う場
合には︑吸い込んだり︑飲

無
町

骸ダ皿

も暖房で部屋が暖かいため
１ ます︒最近では︑冬の間
湿の初夏のこうから動きだ

消費者コーナー ⑩

これらの害虫は︑高温多
に害を及ぼす害虫もいます︒
物に被害を与凡たり︑人体

︵ヒラタキクイムシ︶

には人体に取ひ付き︑血を
玖つこともあります︒

主にラワン材などにつく
害虫です︒直径Ｉ〜２ミリ

ゅラたんなど敷物牽よく清

有

太陽熱温水器

ろいろな虫がいますが︑建
以外の地域に生﹇窓︑山林
に近い所や山林を間発した

掃し︑殺虫剤を散布するこ

やや有

保温仕

商品情
私たちの住まいには︑い

ずが落ちて来ます︒薬局な

予防や駆除としては︑じ

どで殺虫剤を購入し︑注射

み込んだりしないようＭを
つけましょう︒特に︑幼児

無

と、分からなt

とです︒畳の中に注入する

有
結

護・救済のたｙ

器三つひとつの穴に注人

の小さな穴があき︑木のく

初夏の頃から活動

造成地などで多く発生する
ぶつです︒この害虫は︑湿
気・適温・暗い所を好むの
で︑乾燥させ太陽に当てる

のいる家庭では︑十分な注

無

陳

急増し、また徊

殺虫剤もあります︒

▲II 此

人

無

すべての物ヵ
します︒

意を払いましょう︒

358 286

４．６

小

有

訪問販売、クリ

︹ゴキブリ︺

ワイｙャッ
自のｋそで

161▲4.7

抒iiSil 1斤
（スライスしたもの）

ft ﾉン

338▲2.3

そタヶヤミソUk

み

参スカフェエクセラ 1,066
瓶入150 c

インスタント
コーヒー

204▲1.9 ▲1.4 218 163
0.4 4.21,100 950

日消小友粉フラワー
1I‑K
（薄力粉｝

小麦粉

0.6 220 145
165 2.5 6.5 250 100

A it代

298 255

キ，3.−マンi農i】 264▲10.2／
しよう油ポリ容器人1
ピ

犬″か

鵬
卵Ｍサイズハ，ク入
lOlitI
食川油 日消サラダ油
ポり容器1,0001;

9i
この公表価格は、６月初めに実施した消費生活モ
ニター店頭価格調査に基づくものです｡(商工観光課)

小

永の汚れ

ゴキブリ

大
小

間は存在しまセ
ゴキブリは︑主として台

キャベツ中i.約i
kj!

26▲7.1 13.0 39 t1 12
165▲7.8▲4.0 248 95
202▲10.2 12.9 258 149
580 498
537 4.1／

男爵1∽1!

バレイショ

253▲3.4 ▲3.4 288 186

排上I'l
1kc

砂

ことが予防策です︒

建物に影響がでる程で
はないので︑専門業者に依

607

また︑羽アリが飛び始め
たら近ぐに白アリがいると

牛

切身100b

さけ

li

肉すきやき川
中程度lOOK

847▲1.3▲2.2 980 728
359 4.4Ａ 1.7 550 205
319 6.0▲ 5.1 448 130

2.4咄

沈濯川
粉町けん

230

シャンプー 液体ボリ容8S220cc
花上エ■y‑tンッャル

168 1.8 3.7 225 108

２Ｓｍｘ８ｍ

アルミ
ホイル

▲しっかりと固定を
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1.209'

中温 中岨 高a
温
鴻

小
湯のは

強
制
循
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型

Ｕ
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二

俊良住宅部品
認定
優良ソーラーシ
ステム構成機器
日本工業規格

お買物のめやす消費者
物価20（6月分）

設置場所

ケナカコダニ

⑦
ktf&
m格
価格状況

敏鳥
m格
片 前 月 比対 前 年 比

乍均
価格

格
規
名
品

住まい
の害虫

太陽熱温水器及びソーラー
システム(給湯器)の特徴

報

市
i台

宇
第741号
（3)

二

福祉のお知らせ

学ぶことが出来未了︒
ぜひ︑ご参加ください︒

８日出までの毎週金曜日と

▽とき・：７月４日出から８月

断︒補装具の交付や修理に必
要な診断など▼相談料・・・無料︒

人は対象になりません︒
︿老人の場合﹀
65歳以上70歳未満の所得税
非課税世帯︑一人暮らし︑寝た

なお︑手帳の交付・再交付
申請には印鑑と顔写真一枚︵
きり︑老人世帯︒
︿心身障害児・者の場合﹀

縦４ｍｘ横３ｍ︶が︑補装具
の交付・修理申請には印鑑が
４体障害者等級１・２級の

８月12日㈹︑19日㈹の合計
８日間︑時間はいずれも午

人︒重度の精神薄弱者︑３級

必要です︒また︑現在補装具
を使用している人は必ずその

第２回公民館
油絵サークル合同展
宇治・木幡・小倉の三公
民館には五つの油絵サ ︲ク

活動してい毒了︒この五つ

ルがあり︑約百人の会員が

後４時まで︶

時︵ただし︑29日面は午

▽時間⁝午前10時〜午後５

ぜひご参加ください︒

▼とき⁝７月１日叫︑午

前９時半〜午後１時▼とこ

ろ・：木幡公民館▼内容・：ス

リランカ料理▼指導・・・中村

袴子洛ん▼対象・定員・：市

内在住の人20人︵先着順︶

▼費用・・・材料費七百円▼持

参品・・・エプロン︑三角収ん︑

公民館︵木幡内畑34−７・

筆記用具▼申し込み・・・木幡

ャ市は︑本市の国際友好都

豊⑩8290︶へ材料費を

始︒

６月23日側から営口付け開

添えて本人が直接来館刄

い国になるぶつスリランカ

七月一日現在で事業所統

計調査が行われます︒

〜16日奎味ぐ︶▼勤務時間・：

８月30日︵日曜日と８月13日

者多数の場合は抽選し濠す︒

所︑氏名をお唇れなく︒応募

塾な芦蚕産業のあらゆる事

て学校︑病院︑神社︑学習

や工場︑店舗をはじめとし

︵木幡公民館︶

料理の講習会を開きます︒

ズリランクが一層親し

市です︒市民の皆さんにも

スリランカ国ヌワラエリ

料理講習会

スリランカの

︵中央公民館︶

ル合同展実行委員会

▽主催・：公民館絵画サーク

のサークルでは合同展を開
き︑日ごろの活動成果を発
表すると共に︑相互の交流
を図ります︒︒多くの市民の
皆さんにご鑑賞いただき︑
サークル活動にご理解いた
だきますぷフ︑ご来場をお
待ちしてい未了︒
▽心一場・：中央公民館展示集
会室︵折居台ＩＴ目１番
地・文化センター内︶

囲

▽期間⁝６月26日困〜29日

＝成型︑７月６日面＝彩色︒

吊民体育課︶

この調査の対象は︑会社

２級の身体障害者▼重度の精

午前９時〜午後５時▼賃金・・・

▼とき・内容・・・６月29日面

人健康管理事業対象者証﹂の

四千六百六十円︵日額︶▼申

65歳以上の人で▼等級Ｉ・

たに受給者証︵桃色︶を︑六月

時間はいずれも午後１時〜３

老人保健法による﹁重障老

対象者証の切り替え

重障老人健康管理事業

修了前の児童のほ︒︵社会課︶

18歳未満の子μも︑小学校

︵母子家庭の場合﹀

弱者︒

の身体障害者で中度の精神薄

︵福祉課︶

受給者証﹂・︵うぐいす色︶は︑

現在使用中の﹁福祉医療費

受給者証の切り替え

福祉医療費

補装具を持参してください︒

後７時半〜９時︒
▽内容・：○ろラあ者の生活を
考える講座○手話実技Ｏ交
流会ほか︒
▽対象・：ろうあ者福祉に関心
があり︑全講座出席出来る
健聴者︒以前の講習に参加
された人も︑ぜひもう一度
お越しぐださい︒
六月三十日で期限が切れます︒

▽受講料・・・無料︒

神薄弱者▼３級の身体障害者

時▼ところ・：磐福祉会館▼

この福祉医療の制度は︑保

は︑速やかに届けて下さい︒

つて社会課までお越し下さい︒

六月中に健康手帳︑印鑑を持

シール︶がはってある人は︑

︿
︵豊
陶⑩芸
31
教4室
1︶
﹀
までお問い

があります︒詳しぐは社会課

給で海歪せん︒なお所得制限

この制度は申請しないと受

会福祉協議会︵豊⑩5654︶︒

︷Ｂせ・・・６月25日困までに社

︵材料費︶▼申し込み・問い

谷川重一さん▼参加費⁝百円

対象⁝在宅障害者▼指導⁝長

育課へ必ず本人が持参で︒

真をはって教育委員会社会教

での間に︑市販の履歴書に写

し込み・：６丹23日から25日ま

図書館集会室▼内容⁝おはな

３時半ト４時▼ところ・・・中央

▼とき・：６月25日團︑午後

な決定因子となります︒両

格︑家系︑過労な″七重要

１時Ｉ４時︵午後ｏ時半受け

にふさわしいシンボルマー

は︑国や地方公共団体での

経済計画の作成︑都市計画︑

労働政策などの立案を始め

定の基礎資料として広く利

民間での事業計画などの策

用されています︒調査結果

は︑統計を作る目的以外に

使用することはありません

ので︑有りのままご記入く

この調査は︑国勢調査と

ださい︒

並ぶ国の最も基本的な調査

として︑昭和二十二年に第

一回目を実施︒今回で第十

六月下旬から調査員が事

四回目に当たります︒

業所を訪問して︑調査票の

記入をお願いしますので︑

ご協力ください︒︵企画課︶

m程度の大きさとします︒

に決定︒優秀賞︱点︑優

▽発表・賞・・・10月末日まで

良賞２点

働省婦人局婦人政策課雇

▽ −募先・問い合わ黎：労

用改善係︵〒100東京都千

代田区霞ヶ関112−２

容０３剛6790︶へ︒

中央合同庁舎第５号館・

なお︑応募作品は返却し

クを︑次の要領で募集して

なお︑マークは直径15

シンボルマークを募集

男女雇用機会均等月間の

業所です︒この調査の結果

有効期限は六月三十日です︒

で中度の精神薄弱者︒

険診療の自己負担分を助成す

ふおせください︒︵社会課︶

おはなし会

中にお送りします︒住所や扶
健康手帳に対象者証︵水色の

１４１︶へ︒

◇

この重度心身障害老人健康

し︑読み聞かせ︑紙芝居▼対

管理事業は次の要件に該当す

象・：幼児から小学校低学年▼

十一年四月一日から施行さ

男女雇用機会均等法が六

中央図書館︵豊⑩1511︶

れてい未了︒この法律の公

参加料⁝無料▼問い合わせ・・・

︵中央図書館︶

へ︒

布日︵昭和六十里︵月一日︶

女雇用機会均等明間﹂に定

を記念して︑毎里ハ月は﹁男

▼〜・：７月２日から洵日

められています︒ただ今︑

単衣物の仕立教室

ト▼参加料・：無料▼参加資格

までの毎週水曜日５日間︑午

太り過ぎ︑食べ過ぎ︒運

親共に局血圧の場合は︑そ

健所▼担当医師・・・国立療養所

年︶︑電話番号を横書き

で記入し︑Ｂ５判の台紙

一賃金ですか

に作品の上部をの昨付け

男女雇用機会均等法は︑

作権は労働省に帰属し示ｙ︒

女子労働者が雇用の分野で

男子と均等な機会を得︑そ

の意欲と能力に応じて均等

な待遇が驀Ｚれるぶつに

すると共に︑女子労働者の

就業に関する援助と福祉の

増進を目的としています︒

あなたの職場は男女同

すること︒

ません︒また︑入賞作品の著

います︒ご応募ください︒

で︵当日消印有効︶

▽募集期間・・・８月31日前ま

▽５募方法・・・白紙の洋紙︵

Ｂ５判を縦に使用︶に墨

裁道具一式︑イート・筆記用

具など▼申し込み・：宇治労働

一色で了 クか猫き︑裏

動不足も血圧上昇の原因と

の子ひ七の三人に一人は高

宇多野病院︑杉ノ下俊彦さん

６月下旬に伺います…

﹁男女雇用機会均等月間﹂

・定員⁝高校生以上初心者40

ところ・・・東山公園テニスコー

日８日間︑午後５時〜７時▼

月10日面までの履笙・日曜

▼と亨・７月19日出から８

硬式テニス教室

︵社会教育課︶

る制度です︒次に該当する禾

る人が︑老人保健法による医

在宅障害者

デイ・サービス

申請の人は︑健康保険証と印

療を受けた際の一部自己負担

市・府民税の納期

お知らせ

︵社会福祉協議公一︶

鑑を持って︑福祉事務所社会

金か公費で負担する制度です︒

血管などを支配する自律神
経系のコントロールが乱れ

へ︒

ただし︑所得が制限額以上

比率は常に一定範囲内に保

︿対象となる人﹀

課で手続きをして下さい︒

の人や︑健康保険に未加入の

本態性高血圧症の場合は︑

たれています︒ナトリウム

卓子︒アドレナリン︑ステロ

前９時〜正午▼ところ⁝宇治

が増えるとそれに見合う水

人︵前回の硬式テニス教室︿５

30歳代後半ご八石恥血圧上
昇が起こり︒いらいら︑頭

六月は︑市・府民税第一期

きな動脈が著１ ｙ痩化する

分の貯留が起こり︑その水

労働セツルメント▼講師⁝永

分で血管が膨れ上がり血圧

月10日から黄奘公園﹀に参加

痛︑疲れやすいといった自

︵納税課︶

分の納期月です︒納期限まで
覚症状が現われて来ます︒

水分︑血液量の増加︑心臓

めぐださい︒

市教育委員会市民体育課﹁硬
式テニス﹂係へ︵６月30日消

順︶▼持参品・：単衣単物︑和

イドホルモンなどの分泌が

と︑最高血圧は明らかに上

のポンプカの強化などが起

育成学級の

増え︑細動脈の収縮や体内

昇に策す︒また小さな動脈

が上昇することが確かめら

こり︑これらが一体となり

野栄子さん▼内容・・大人物単

れています︒塩分は一日６

した人は不可︶▼申し込み・：
また︑若い人の場合は症候

〜８鰐に抑えましょう︒

に最寄りの金融機関からお納

壁に肥大や硬化性変性が進

性高血圧症が比較的多く悪

衣︵ひとえ︶の仕立て▼受講

性の場合は急速に悪化する

夏期アルバイト募集
▼対象：大学生▼募集人数

セツルメント︵市民会館内・

⑤本能性高血圧症︵原因

なります︒更に糖尿病な

印有効︶︒返信用はがきにも邑

不明の一次性高血圧︶︑症候

どでも動脈硬化か促進しま

・：若干名▼期間・：７月21日〜

干Ⅲ宇治市宇治琵琶45・宇治

往復はがきに住所︑氏名︑電

むと︑血管抵抗を高め最低

⑤喫煙
喫煙により末梢血管が収
縮欠起こし︑血圧か王げる

面に住所︑氏名︒性別︑

に水を流す偽合に管の中が

性高血圧症︵原因が分かっ

す︒高血圧や脳卒中の人が

年齢︑職業︵学校名︑学

容⑤︒ご３１５︶へ︒

︵交通労政課︶

でこぼこになっていたり︑

ている二次性高血圧︶︒

血圧は︑気候や本人の性

と言われています︒

いての知識や予防法を啓も

つまっていたりすれば流れ

動脈硬化と密接な関係

料・・・無料▼定員・・・20人︵先着

血圧も最高血圧も高くなり

血圧か正昇させます︒

密接な関係があります︒大

の病気です︒Ｌ示し両者は

帳の交付や再交付に必要な診

祉会館▼内容⁝身体障害者手

１時Ｉ３時▼ところ・：総合福

▼とき・：６月30日囲︑午後

巡回更生相談

手足・耳の不自由な人の

︵福祉課︶

養義務者などに変更がある時

引き続き該当する人には︑新

にご協力を
話番号︑生年月日か萌記し︑

人生八十年と言われる今

④肥満

日︑誰もが屈康で長生声
を強く意識するぷつになっ
て来ました︒市健風つくり
推進協議会では︑今年のテ
ーマを﹁高血圧の予防﹂とし︑

うすることにしています︒

にくくなり︑管に圧力がか

膠原病の個別相談

シリーズは六回にわたり︑

付け開始︶▼ところ・：宇治保

増以内にとどのましょう︒

▼申し込み・：６月26日俐まで

︵宇治保健所︶

に宇治保健所︵ｓa2191︶

身内にいる人は︑日常生活
ストレスによる精神的刺

︵市健辰つくぴ推進協議会︶

に十分注意しましょう︒
激が脳に伝わると︑内臓や

⑤ストレス

▼とき・：６月27日面︑午後

第一回目はその誘因な星ハ

血圧になると言われていま
食塩に含まれているナト

す︒体重は標準体重の10％

リウムが︑高血圧の発症や

③塩分の取り過ぎ
そして動脈硬化と高血圧は

亜花に大きぐ関係していま

項目に分け掲載Ｌｙます︒
①動脈硬化

きます︒

かるのと同じだと言えます︒

市民の皆さんに局血圧につ

高血圧

互いに作用して亜花して行

す︒体内では水分と塩分の

○

動脈が硬くなると血圧が

②年齢

へ

上がると言われますが︒動
脈硬化と高血圧とは本来別

事業所統計調査

▽申し込み⁝福祉課︵き⑩３

和室︒

▽ところ・・・総合福祉会館三階

公民館のお
知らせ
『』）

ので注意が必要です︒

７月４日から手話教室開講
ます︒この状態は︑パイプ

手や体を動かし生きた手話を

あ者が直接指導にますので︑

民手話教室を開きホｙ︒ろう

聴者の交流を図るために︑市

て理解か広め︑ろラあ者と健

ろうあ者問題や手話につい

手話で話そう
健康づくり
入門

608

