口

167,338人（前月比106人増）
男

82,925人

女

84,413人

食中毒注意報

ﾘｻｲクル業を試行
8月6日から明星町で

の皆さんのご理解とご協力を
お願いします︒
◇

によると︑その中には約四一

排出されています︒組成分析

千五百トンの燃えないゴミが

▼当日は︑︵空き缶︶︵空き瓶︶

▼回収は︑毎月二回行う︒

次の様な方法で行います︒

町でのリサイクル回収方法は︑

八月六日から開始する明星

・五％︵約三千五百トン︶の

︵割れた瓶︑ガラス類︶の三種

市では今母回収方法など

㈲手指に傷のある人は出来る

三十一日までです︒竹内一夫

ました︒任期は六十五年七月

二九の六︶の再任が同意洽れ

わしています。

‑一響･■■■■■■■■■■■･‑一晶‑‑‑一晶晶‑‑一晶･‑一個個‑‑‑‑‑

﹁敬老の日﹂の九月十五

日に︑宇治市文化センター

︵折居台一丁目︶で整器

を開きます︒

この敬老会への参加申し

込みは︑七月一日発行の市

政だよりでお知らせし︑既

に受け付けを開始していま

すが︑まだ定員に余裕があ

ります︒特に午後の部が空

いていますので︑ご希望の

人はお申し込みください︒

敬老会実施要項と参加申

し込み要領は︑次のとおり

です︒

実施要項

▼とき⁝９月15日㈲︑午前

︵10時〜正午︶と午後︵２

堕丁４時半︶の２回

▼ところ⁝文化会館︵折居

場や時刻については９月

お知らせします︒

１１一日発行の市政だよりで

▲お祝いの品を贈る池本市長(昨

ついては︑京山幸枝若︵浪

▼式典と催し・・・催しものに

曲︶︑宮川左近ショよ浪

曲ショー︶︑ソフィア︵漫

才︶などプロの芸能ショ

ーを予定しています︒

場でお渡しします︒

▼記念品・：参加者だけに会

住で︑大正５年９月16日

▼招待老人の範囲・：市内在

す︒地域ごとの日時と場

ていただぐことになりま

所か灰め︑受け取りに采

く︑地域ごとに日時と場

場でお渡しずるのではな

▼敬老祝金の支給方法⁝全一

以前に生次れた満70歳以

所については︑後日市政

台一丁目文化センター内︶

上の人︒定員は二千八百

す︒

︵福祉課︶

にならないことがありま

ついては︑ご希耀とおり

前の部・午後の部︶に

ます︒また︑希望時間︵午

抽選の上︑結果を通知し

申し込み多数の場合は︑

出来ません︒

での申し込みは受け付け

入が不十分な場合や電話

っておＪ⁚言χださい︒記

所福祉課︒上の書式に従

あて先は宇治市福祉事務

▽申し込み方法⁝はがきで

有効︶

困まで︵７月31日の消印

▽申し込み期間⁝７月31日

甲し込み
あんない

ます︒

だよりなどでお知らせし

人

線バスなどで︒専用停車

▼輸送体制・：昨年どおり路

福 祉 課 行

宇治市福祉事務所

宇治市宇治琵琶33

7月31日までにはがきで

年の敬老会・文化センターで)

課
報
編集 広

ゴミ減量と美しり町づくり推進
本市では︑ゴミの減量と資源の有効利用を図るた
め︑リサイクル事業の本格実施に向けて取り組んで
います︒この程︑明星町で自治会のご協力により︑
８月６日から試行することになりました︒現在︑市内
で回収する燃えないゴミの約四〇％は︑再資源化出
来るゴミです︒市では︒美しいまち″を目指し︑リ

｀
″

−︱︱︱︱︱︱︱−１１１自１１自１１自自自１自１１自自自11111−−1111111−１−−１−−︱︱−︱−−ＩＳＩＩＩＩＩＩＩＩ■

ゴミには41・５％の
有価物が

空き缶・京き瓶︑ガラス類が

類に分けて︑リサイクルの定

現在宇治市では︒年間約八

含書れています︒

に入れる︒

点に設置してある﹁専用カゴ﹂
イクル事業の対象となり︑再

▼空き瓶は︑栓を取り︑水洗

これらのほとんどが︑リサ

資源化出来ます︒

いをしておく︒
▼空き缶・空き瓶・ガラス類

住み良い環境づくりと限り
ある資腺の再利用に向けて︑

以外のものは入れない︒
▼空き缶・空き瓶・ガラス類

リサイクル事業に対する市民

は︑︒燃えないゴミには出砥ｙ

即フジオーテレビ・新聞など

を一層検討し︑リサイクル事

管しておく︒
でお知らせする外︑学校給

業含帚的な取り組みにした

に︑リサイクルの当日まで保
注意報が発令された場合は︑

食︑施設食品関係者へも︑

板を掲げます︒

次の方法でお知らせし康ｙ︒

府から注意忿呼び掛けます︒

いと考えています︒

七月十四日に開かれた宇治

市公平委員に
竹内一夫さん
清潔な状態にして置く︒

市議仝︿月定例会本会議で︑

だけ調理に従事しない︒

公平委員竹内一夫ポん︵開町

㈲用便後や調理前には手牽よ

る︒

㈲ネズミ︑ゴキブリを駆除す

は︑日光に当てるなど常に

食品四取り扱いに注意

中毒注意報発令中﹂のJJnｓ

山市役所・宇治保健所に﹁食

未然に防ぐことが目的です︒

ります︒

集回数を増やせることにもな

加している燃えないゴミの収

していくことにより︑年々増

更には︑有価物の回収を

ます︒

や処分経費の節減につながり

なり︑埋め立て処分地の延命

て再利用すればゴミの減量と

それらの有価物を資源とし

物の回収を行いまず︒

空き瓶・ガラス類などの有価

ないゴミの中から︑饗岳・

リサイクル事業では︑燃え

有効利用を

限りある資源

サイクル事業を広げていきたいと考えています︒

発生しやすい日に発令
府が判定

気象条件などで

食中毒にかからないために︑
日ごろから次のことに気か付
けましょう︒
剛調理した食品は出来るだけ
早く食べる︒

下︶と清潔を保つぷ２密

）

利用する交通機関（
る交通機関（

昨年の燃えないゴミの組成

さんは︑今月三十一日で任期

※市が 運行するバス。自家
用車 、その他のいずれか
を記 人してください。

敬老会にご参加を

氏 名(ふりがな)
電話番号

分析。その結果を重量比で表

満了となるため選任の提案が

※午前の 部か午後の部かど
ちらかを記入
を記入してくださ
1,1‑

定員に少し余裕があります

敬老会参加申込書

組成分析表
ぐ洗う︒

表（あて先）

裏

日 ･ l l 日 ･ 2 1日発行
●毎月1

第744号

人

Eコこの部'7jびリサイクルで芒ま^
されていたものです︒

）

希望時間（
（

京都府では︑食中毒が特に

▲「専用カゴ」づくりに励む職員

宇 S I ! 琶 3 .3番l!6

53,651世帯（前月比１世帯増）

川￨￨￨川川￨￨順川

ＣＭ冷蔵庫は庫内温度︵10℃以

付け︑過信しないで食品は

︵保健予防課︶

年齢

生年月日

発生しやすい七月一日から九
月三十日までの期間に︑食中
一窪意報を発令します︒
この注意報は︑府が判定し
て食中毒の発生しやすい気象
条件の日に発令︒発令後四
十八時間は継続します︒食品

早目に調理をする︒
倒まな板︑包丁︑女兄など

617

の取り扱いや衛生管理につい
て注意を呼び掛け︑食中毒を

９月30 日まで

竃話（0774）22−3141

昭和6 1年
(1986年)

〒 t n 京 都 府 宇治市

傘
世帯数

郵便(i がき
[亘]ﾛ][l]ロロ

□

所

住

口
人
の
市

７月１日から

発行 京都府宇治市

7 /21
（昭和61年７月１日現在）

中央公民館では︑右下表に
掲載の視聴覚教材を無料で貸
し出してい季子︒地域や職場
での学習会や子ども会の催し
などにご利用ください︒
利用をご希望の団体は︑利
用日の三日前までに中央公民
館︵折居台一丁目︑文化セン

料理の味付けは
薄味に
高血圧は︑石事によって
起こり︑食事によって治戸
と言われています︒
高血圧を予防するには︑

なお︑営利目的や個人で使
用する場合は︑貸し出し出来
ません︒

地蔵盆期問は特別に

望の自治会︑子芦Ｅ套などの
団体は︑次の要領で申し込ん
でください︒

９９

日㈹〜24日出までに中央

▽申し込み期間・方法・・・７月

公民館へ直接来館で︒

は相談の上決定︑夜間は午

▽巡回内容・：上映時間＝昼間

地蔵盆期間中︵八月二十三
日・二十四日︶は︑16ミリ映

③酸味︵酢︑かんきつ類︑プ

カリウムと

ぷつにしましょう︒

せください︒

ルムの選定は公民館にお任

回45分から50分程度︒フィ

︵多少変動します︶で︑Ｉ

︑後７時〜８時と８時〜９時

写機と16ミリフィルムの貸し
出しを行いません︒この期間
については︑公民館サークル
﹁宇治映画同好会﹂にお願い
し︑各地域を巡回上映してい
ただきます︒巡回上映をご希

は︑摂取量の約五〇％がし

レーンヨーグルト︶を加

ち味を生かす︒

ょう油︑みそ︑食塩などの

高血圧を予防する食事の

タンパク質を十分に
④焼き物︑揚げ物などは︑

第二のポイントは︑栄養の

える︒

ぐ輪︑かまぽこ︑ハムゾー

ｍぽ味か莉用する︒

一日三十食品か目安に︑主

バランスを保つことです︒
セロリなど︶を使う︒

食︑主菜︑副菜を食卓に整

⑤香味野菜︵しそ︑三つ葉︑

⑥だしを濃い目にして︑他

▽問い合わせ・：中央公民館︵

▼上映期間⁝８月18日側1

読み聞かせ︑紙芝居▼対象・・・

10時半Ａ１１時▼ところ・：中央
図書館簒屋▼内容・：お話︑

24日間▼申し込み期間・：８月
４日側〜８日溺︑時間はいず

幼児から小学校低学年︒参加

折居台ＩＴ目︑文化センタ
ー内・酋⑩1411︶へ︒

れも午前９時〜午後４時▼申

９時〜正午▼ところ⁝南宇治

▼とき・・・７月27日間︑午前

スポーツひろば

し込み場所・：中消防署︵容⑩

0︶へ︒

伊勢田消防分署︵豊⑩478

消防分署︵き⑩8759︶︑

署︵容⑩３８０︶︑束宇治

なお︑ご希望の団体が多数

︵中央公民館︶

主として︑主食ではごは

乳な芦原干分に取ることが

腐などの大豆製品︑魚や牛

ださい︒

︵消防本部︶

お知らせ
７月は固定資産税

の希望者︶▼申し込み・・・当日︑
直接会場へ︒︵市民体育課︶

よい子の集い

交通ルールを守る

少年補導協議会では︑楽し
い催しの中で親と子の対話を
通して正しい交通ルールを学
ぶ集いを開き未了︒ご家族お

第２期分の納期月
今月は︑固定資産税第２期

tＵＯいでお越しぐださい︒
▼とき・：８月２日出︑午後

分の納期月です︒納期限まで

４時〜８時半︵璽大の場合は

300肩︶▼内容⁝自転車安全

車教習所︵近鉄大久保駅西へ

中止︶▼ところ：大久保自動

転落事故を防ごう

︵納税課︶

に︑最寄りの金融機関へお納
めぐださい︒
おはなし会

▼とき・・・７月23日團︑午前

野つぼ・用水路の

167▲0.6

競技大会︑交通安全宣言︑府

警音楽隊演奏︑白バイーパト

カーのお兄さんや婦交さんと

の楽しい集い︑消防署員に

よる救急処置の仕方なぺま

た夜店や抽選心一もあります

▼入場・・・無料︒︵交通労政課︶

給水装置工事

資格者試験

市では︑給水装置工事責任

技術資格者試験と同技能資格

者試験を行います︒

受験希望の人は︑水道部所

定の申請書に市販の履歴書及

び写真︵二枚︶︑受験料︵責

任技術千円︑技能資格六百円︶

を添えて７月31日田までに︑

水道部総務課までお申し込み

ください︒詳しぐは水道部総

務課︵容⑩3141︶まで︒

▼給水装置工事責任技術資格

者試験日⁝︵⁝︶学科試験 ８

月26日脚︵⁝︶実技試験９月

２日㈹

▼給水装置工事技能資格者試

験⁝︵⁝︶学科試験８月26日

ター

しよう油キッコーマン直口
ポり容器入1 *
砂
楯上白Ug

不用品情報センターでは︑

六月の開設後︑既に何組か

がまとまっていますが︑登

録の品物が少なく︑あっせ

んが出来ない状況です︒ご

家庭で使っていない物︑ま

た希華客品物を︑ぜひ登

録してぐださい︒

登録中の品物

︿譲ってくださ' ̲Ｊ﹀

座敷机︑食卓セ″ト︑ソ

ファー︒洋服ダンス︑ブレ

ザーダンス︑押入ダンス︑

二段べ″ト︑本棚︑カセ″

トテープデッキ︑洗濯機︑

クーフー︑小型テレビ︑ウ

インドクーラー︑オーブン

レンジ︑ヘッドホン︑ラジ

オカセ″ト︑掃除機︑扇風

機︑冷蔵庫︑フォークギタ

tｊＡＷ

ー︑電子オルガン︒ファン

ヒーター︑自転車

用自転車︑子芦七用食卓い

す︑ベビーカー︑キャリー

″クミシン︑脚たつ︑キャ

バ″グ︑おむつ乾燥機︑口

ンプテント︑剣道防具一式︑

あんま機︑キーボード︑プロ

パンガス用オーブンレンジ︒

レザー張りいす︑応接セ

︿譲ります﹀

食'‑･ン(スライスしたもの)

︵商工観光課︶

翼貝辞典︑ビデオ︒

かし器︑足踏みミシン︑学

石油ファンヒーター︑湯沸

冷蔵庫︑足踏みオルガン︑

テレビ︑電気もちつき機︑

話教材︑三段ダンス︑白黒

ダイバーズウォ″チ︑英会

キー板︒ファミコンソフト︑

用鉄棒︑ボーリング球︑ス

る︑べ″ドメリー︑子μも

ット︑ベビーラック︑おま

オーブンレンジ︑ベビーペ

ス用コンロ︑石油ストーブ︑

クラシ″クギター︑都市ガ

テレオ︑ラジオカセット︑

ド︑洗濯機︑モジュラー・ス

ー︶︑換気扇︑電気スタン

グルーセミダプルーソファ

イドボード︑ペット︵シン

ャビネット︑引張出し︑サ

ツト︑食品棚︑ガラス戸キ

≪‑通品１斤

1,053A 1.2

ネXilフェエク‑tラ
瓶入150 k

インスタント
コーヒー

もっと登録を

不用品情報セン

日清小麦粉フラワー
l >>tf
(薄力粉）

小麦扮

ワイシャツ
白の長そで

洗濠代

卵Ｍサイズパック入
lO個

1.0▲10.7 1.3501,150

㈹︵⁝︶実技試験８月28日田

︵水道部総務課︶

キャベツ中玉約1
Ig

518A 3.5／

amサラダ油
ポり容器1.000 k

食用油

男爵loog

バレイショ

3.11,093 898
348 3.0 5.5 358 318
164 1.9 2.5 180 138
160▲3.0 3.9 250 120

そタヶヤミソUg

み

すきやき用

309▲3.1 ▲6.6 448 150
25▲3.8 13.6 40 17
128▲22.9 ▲52.2 200 98
203 0.5 3.6 248 178

鶏

2.4kg

洗濯用
粉石けん

琵 訟

の場合は︑抽選により決定し
ます︒

防火映画会
消防署が出張上映
町内会や自治会のご希望に

中学校▼内容・：ゲートボール︑
ソフトボール︑インディアカ︑

なお︑各消防︵分︶署では︑
一日に二ヵ所上映の予定です

バドミントン︑卓球▼参加費

応じて︑消防署員が地域で催
される地蔵盆などで︑防火映

⁝無料▼準備品・・上靴︵イン

の調味料を控え目にした

ん︑パン︑めん類などので

高血圧は︑病気になって

デ″アカ︒バドミントン︑卓球

が︑申し込み多数の場合は抽

り︑みそ汁の場合は実だ

んぷん質を︑主菜では肉︑

から治すのではなく︑食生

ぐは︑電話でお問い合わせく

選することもあります︒詳し

ない料理では味気ないとい

くさんに︒

魚︑豆腐︑卵などのタンパ

活の改善で予防することが

アルミ
ホイル

25cm
X８ｍ

230

シャンプー 液体ポリ容S220CC
花王エッセンシャル

2.5 188 128

ティッシュ
400枚入l箱
ペー/々− (ｸﾘﾈｯｸｽ･ｽｺｯﾃ1)
サランラップ
台所用
ラップ 30cmX 20 m

119▲4.0▲ H.4 128 112
155 ０ 1.3 168 135
224 0.4 3.2 238 178

ガソリンレギュラー1老現金
売り

1,259

灯

０ ０ 230 228
861 1.7A 1.9 980 728
349▲2.8 0.3 400 255

牛
肉中程度100 k
塩さけ 切身100
b

i,m A 1?ﾀA10.7 1.25o'l,ぷ

18と店頭
油
18と配達

価格状i8
m月比 対 幼 年 比
平均
価m

格
規
目
品
は無料です︒︵中央図書館︶

この公表価格は、7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)
0119内線３２︶︑西消防

お買物のめやす消費者
物価20（7月分）

画を上映１ 歪す︒

なく配膳出来ます︒
特に︑カリウムはナトリ
ウムを体外に排せつする働
気があります︒また︑タンパ
ク質もナトリウムル洙外へ
排出し︑血管をしなやかに
丈夫にします︒カリウムを

う人には︑次のような工夫

この外︑加工食品や化学

ク質を︑副菜では野菜︑果

最善です︒

多く含な野菜や︒納豆︑豆

でおいしぐ食べる方法があ

調味料︑インスタントだし

物などのビタミン︑ミネラ

︵市健両つくり推進協議会︶

大切です︒
①塩味を一品か二品に集中

には︑ナトリウムが多く含

ル類を組み合わせると︑栄

ります︒

的につけ︑持ち味だけで

まれています︒かつお︑昆

養の偏りのない食事が無理

布︑煮干︑鳥がらなどで︑

わせる︒

自然のおいしいだしを取呑

食べられる食品と組み合

えましょう︒

食事管理が予防の決め手

よう︒塩分が少

料理の味付けは︑薄味を

からとなっています︒

セージなどの魚肉加工食品

調味料から︑約一〇％がち

日常の食牛活の中で塩分

お問い合わせ欠

い︒詳しぐは中央公民館まで

直接来館で申し込んでぐださ

ター内・容⑩1411︶へ︑

※機
材
0 16ミリ映写機･(公民館発行の操作免許証が必要)
０８ミリ映写機・撮影機 Ｏスライド映写機
Ｏその他
・スクリーン(布・ティライト・ワイド)
・レンズ(ワイド)
※16ミリフィルム(公民館発行の操作免許証が必要)

②新鮮な材料か便って︑持

トー

580 350
257A 2.7／
278 188
257 1.6▲0.8 268 238
209 2.5 0.5 218 198

●登録・問い合わせ
不用品情報センター

地域・職場でご利用を

食事がポイントとなります︒

ム︶を減らすこと︒

その第一は︑塩分︵ナトリウ

高血圧予防には︑十河︵高
血圧の人は六〜八鰐︶以下
が︑望ましいとされていま
す︒しかし︑現状ではまだ
まだ多くの塩分を取ってい
ます︒

１
｜

①天ヶ瀬ダム(ワ.イド)
カラー40分
②武器なき闘い｢山本宣治｣(ワイド) 白黒120分
③この流れの彼方に
カラー35分
④トロッコ(アニメーション)
カラー11分
⑤わがままな巨人(アニメーション) カラー27分
⑥チーター君のおはなし(自然動物シリーズ)
カラー10分
⑦くまの子ジャッキー(アニメーション)
カラー27分
⑧山ねずみロッキー・チャック(アニメーション)
カラー27分
⑨おじいさんと不思議なおくりもの(児童劇映画)
カラー16分
⑩おば捨て山の月(アニメーション) カラー21分
⑨月の峰の狼(アニメーション)
カラー15分
⑩手品師(アニメーション)
カラー15分
⑩くまの子ウーフ(人形アニメーション)カラー18分
⑩まんが偉人物語｢良寛｣(アニメーション)
カラー11分
⑩きつねのしっぼ(アニメーション) カラー17分
⑩一休さん｢がまん会ときもだめし会｣
(アニメーション)カラー25分
⑥あんじゅとずしおう(アニメーション)カラー31分
⑩チピ六二死満塁(児童劇映画)
カラー51分
⑩てんぐ祭りとガキ大将(児童劇映画)カラー41分
⑩チョコレート戦争(児童劇映画)
カラー41分
⑩大きい一年生と小さな二年生(児童劇映画)
カラー39分
⑩走れ, ぽくの小さな友だち(児童劇映画)
カラー47分
⑩ぼくの熊おじさん(児童劇映画)
カラー46分
⑩夢かぎりなく 〜わが子に豊かな体験を〜
(児童劇映画)カラー31分
⑩わらべの家のおばさんたち(IIJ映画)カラー31分
⑩わたんべとすばらしい仲間(劇映画)カラー40分
※スライド
Ｏ荒野の少年 Ｏ小つばめの初旅行
Ｏ黄金のかもしか Ｏくるみわり人形
Ｏりょうしと人形Ｏくもの糸Ｏ道標
夏休み

★貸し出しの視聴覚教材★

高血圧

視聴覚教材の貸し出し
健康づくり入門
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