Ｉ

167,620人（前月比282人増）
男

83,068人

女

84,552人

課
報

宇治市消防本部は︑このほど昭和六十一年上牛期︵一月から六月ま
で︶の火災・救急統計をまとめました︒火災発生件数は︑四十六年上
半期に次いで多く︑四十四件︒昨年同時期比で七件の増となっていま
す︒東宇治地区で発生したショッピングセンターの火災は︑消防本部

かの火災分については七千二

大幅に増加しますが︑このほ

にはそれぞれ七件も発生して

特徴であり︑特に二月・三月

き︑放火によ呑火災の多発が

今期は︑昨年同時期に続

と続き︑ト位二つで全体の七

急病がト″プ︑次に交通事故

加しています︒内容別では︑

昨年同時期に比べて百十件増

件数は︑一千四百六十八件で

六十一年上半期の救急出動

動していることになります︒

件︒三時間に一回の割合で出

日の平均出動件数は︑八・一

増え続けていることです︒一

昨年より二十三件増と︑年々

とと︑交通事故によるものが︑

べ九十八件も激増しているこ

れが出やすい時期に︑救急出

間帯がピークになっています

後二時から午堡八時までの時

多く︑出動した時間別では午

日別では︑土・日曜日が最も

ています︒搬送した人数の曜

件︑五月の二百五十件となっ

６月

５

４

３

２

始まって以来の大火となっています︒原因では︑半数以上の二十三件
が放火︵疑いを含む︶︒建物火災の損害額も増えています︒一方︑救急

１１

百七十三万円と︑昨年同時期

います︒納屋・住宅など同︼

が四件︵一四飴︶増︑その他

より五百万円増となっていま

六十一年上半期に発生した

す︒火災による死傷者は︑死

地域で短時間に二件︑三件の

火災が六件増で二・五倍に増

者一人︵福挺れ︶と負傷者

連続発生をみるなど悪質なも

加してい未丁︒
また︑面積では︑東宇治地

八人︵消火活動中によるもの

火災件数は四十四件で︑昨年

なっています︒これは︑四十

区のショッピングセンターの

同時期に比べて七件もの増と

六年上半期の四十九件に次ぐ

本部では︑特別警備体制と共

のになっています︒市と消防
出火原因は︑トップが放火

ほか︶となっています︒
・一倍二千九百八十五平方メ

に︑﹁市政だより﹂︑パンフ

発を図りました︒

火座談会の開催などで防火啓

︵疑いを含む︶の二十三件︵五

となっています︵右表︶︒

︵一九％︶︑たばこ︑ふろなど

レットの配布︑地域ごとの防

火災により︑昨年同時期の二
六月五日︑東宇治地区で発

り災による損害額は︑調査

ートルが焼損︒

中の東宇治地区のショ″ピン

生したショ″ピンクセンター

八十九平方メートルと宇治市

の火災は︑焼損面積が二千百

クセンターの火災により︑

３時間に一回の出動

消防本部発足以来の大火とな
っています︒
火災種別では︑建物火災が
三トニ件︵七三％︶︑雑草な
芦その他火災十件︵二三％︶
となっています︒これは︑昨
年同時期に比べて︑建物火災

二％︶︑次いでガスコンロ四件

ものです︒

出火原因放火がトップ

出動は全体で増加の傾向を示しています︒

敬老祝金を支給

四％miめています︵左下表︶

月別では︑四月が二百八十件

救急出動の内容別件数

︵左表︶︒行楽シーズンや疲
今期の特徴は︑一般負傷に

動も多くなることがシかがえ

163

で︑次いで六月の二百六十七

200−

よるものが︑昨年同時期に比

50 ‑

61年上半期火災・救急統計

９月１日から21会場で

火災の原因・月別発生状況
(61年上半期)
曜日別の救急搬送人数

に住所・氏名を記入し︑必ず
押印の上支給会場へ持参して
ください︒はがきをお忘れに
なると︑敬老祝金か受給出来

￨481『IG

九月十五日は敬老の日︒市
では︑一定の要件で満知十歳
以上の市民に敬老祝金を支給
します︒

ませんので︑くれぐれもご注
意ぐださい︒
また︑地域の会場へ采tａれ
ない人は︑九月八日以降十一
月三十日までに福祉事務所福
祉課へ︑はがき持参でお越し
ください︒

'''"
゜¶!
.I29̲..i??
……!.'.?.....I'? . ‑ ･

土

金

木

本年度も︑昨年に続き下表
の日程で︑二十一地域に支給
心一場を設けました︒
どの会場でもお渡し出来ま
すが︑出来るだけ最寄りの会

なお︑敬老祝金の受給対象

−ぐぶ￣'ぅ
81
'
80
83

S8㈲ 午前９時
福祉事務所福祉課
11/30{1 J
〜午後5時
土lii日は
(正午まで)

㎜放火(疑い)
I旦̲̲i￡二 ﾖ ﾆ 2 孔 ノ °
ヱ

水

火

月

日

夕ぶ

場へお越Ｌｙ︑ださい︒

84
100−

男………
150 −

詳しぐは︒福祉課︵豊⑩3

敬老祝金の支給日程表

件
247
＼
−
250

となる人には︑事前に敬老祝

︵福祉課︶

８
−

20O−

火災
141︶までお問い合わせく

時間別の救急出動件数

もに増加
ださい︒

−
50

金支給案内のはがきをお送り

受給の際には︑そのはがき

救急

150 −

☆川
lOO―

o時2時4時6時8時10時12lMfH時1 6 時 1 8 時 2 0 時 2 2 時
〜〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜
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(混‑tSdH)

西大久保集会所

紫ヶ丘公民分館
9/

午前9時半
‑11時半

9／6 田

u. 椋公会堂
午前9時半
〜11時半

広野公民館

午後2時
〜4時

館
喜 撰 会
笠取集会所
午後2時
〜４時 城南荘集会所

午後2時
〜３時半

三室戸集会所

9／5哨
宇治公民館
9 ／2 (幻

開公民分館

9／3(40

笠取南部集会所
白川集会所

▲ちょっとした不注意で火災に（61年3月７日、広野町で）

西岡屋会館

所
問 場
日時
月

火災・救急とと
ｋチ︒

宇治市教育委員会では︑

この程宇治茶乖もみ製法を

宇治市指定無形文化財に指

定し︑その技能保持団体と

して宇治茶製法技術保存協

会︵辻四郎会長︶を認定し

また︑二子山古墳の出土

ました︒

遺物︑及び隼上り瓦窯の出

土遺物かそれぞれ一括して

宇治市指定有形文化財に指

宇治市指定文化財は︑国

定しました︒

宝・重要文化財など︑国・

府の指定を受けた文化財以

外で︑市内にある重要な文

化財を保存及び活用するた

この三件の

めに指定するものです︒

指定により︑

宇治市指定文

化財は︑二十

六件︵有形文

化財・彫刻十

考古資料三︑

六︑書跡二︑

絵画三︑無形

文化財一︑史

跡名勝天然記

念物一︶とな

りました︒

︵社会教育課︶

が事故や火災に結びつ去蛋す︒

かになり︑﹁ついうっかり﹂

い時期です︒注意力がおろモ

暑が続き︒夏の疲れが出やす

卜認定証の交付式︵61年７月１１日︶

防火・防災の心掛けを

これから九月にかけては残

宇治手もみ製法を
無形文化財に指定

気分を引き締め

空焚き︑たぱこの消し忘れな

天ぷら鍋のかけ忘れ︑風呂の

ど︒ちょっとした不注意でも

大切な生命や財産を失うこと

今一度︑防火の四チエ″ク

になります︒

①場所は危険でないか②器具

は安全か③使い方は正しいか

④あと始末は安全かを毎日の

牛居習慣として実践するぷコ

に︑家族みんなで話見回︑一

人ひとひが気分を引き締め︑

︵消防本部︶

防火・防災に心掛けましょう︒

627

口

午前9時半
〜11時

人和田公会堂

午前9時半
〜11時半

西小介集会所
木幡公民館

9／1(1)

四回土器
人

午後2時 伊勢田公民分館
4時 小介公民館
9／4 昶
午後2時
登り集会所
4I1.!f

午Iiil9時半 中ノ田集会所
〜ll時半

六地蔵公会堂

午Iilj9時半
〜11時半

所
間 場
日時
川

第747号
53,724世帯（前月比73世帯増）

京都府宇治市
広

人
の
市

察れ昌ご
世帯数

発行
ロ

編集
（昭和61年8月1日現在）

入門③

から︑太陽が丘野外ステージ

八月二十四日㈲︑午燃時
に催しています

に︑毎年夏休み

演奏する曲目

お知らせ
８月は市・府民税
第２期分の納期月

今月は︑市・府民税第二期分
の納期月です︒お忘れなく︑

︵納税課︶

最寄りの金融機関でお納めぐ

ださい︒

交通共済
火災共済
示集会室︒ ︵社会教育課︶
児童扶養手当の
認定請求・現況届
父母の離婚などで︑父と生
活タ丑ハに出来ない児童︑また

９月１日から
受け付け

︵福祉課︶

場合︑手当の支給が差し止め

特別児童扶養手当の

になります︒

認定請求・所得状況届
目や耳︑体の不自由な児童︑

容・：リズム体操︑ストレッチ

ろ・・・西小倉小学校体育館▼内

も午後７時半〜９時半▼とこ

1︶までお問い合わせ曳六

詳しぐは︑福祉課︵豊⑩314

所得などの制限があります︒

当が支給されます︒支給には︑

ることを目的に︑児童扶養手

人に︑児童の福祉の増進を図

ってその児童を養育している

児童の母︑あるいは母に代わ

までお問迎Ｂせください︒

は︑福祉課︵ａ⑩3141︶

制限があり求了ので︑詳しぐ

ます︒支給には︑所得などの

特別児童扶養手当が支給され

母に代わる児童の養育者に︑

育てている父や母︑または父

情緒障害の児童などを家庭で

病気のある児童︑知恵遅れや

日常牛活を制限される程度の

体操︑球技など▼対象・定員

十年八月一日以降︑支給要件

なお︑現在壬刄亮給して

は父が身体などに障害のある

・・・婦人30人︵先着順︶▼申し込

に該当してから五年を過ぎれ

いる人は︑八月三十日までに

婦人軽スポーツ教室

み・・・市民体育課︵容⑩314

ば︑正当な理由がない限り︑

所得状況届か提出しでＩださ

日出︑23日向︑26日出︑いずれ

倒︑９日㈹︑12日出︑16日㈹︑19

▼とき・・・９月２日㈹︑５日

1︶へ電話で︒︵市民体育課︶

い︒提出しない場合は︑乖当

婦人学級

︵福祉課︶

の支給が差し止めになります︒

手当の請求が出来ませんので︑

なお︑現在児童扶養手当を

ご注意ください︒

″中国″の写真展

宇治写真クラブの主催です︒

八月三十日までに福祉課へ提

受給している人は︑現況届を
間︑時間は午前９時半〜午後

出してぐださい︒提出しない

▼とき・・・８月27日團〜31日

６時▼ところ・：中央公民館展

現代女性の 否男などにつ

一般健康診査
子宮ガン検診

しきたり︑自然と人問のかか

員⁝40人︵先着順︶▼受講料・・・

院長・斉藤喜美枝さん外▼定

装コンサルタント協会宇治学

の手描き染色▼講師⁝日本和

ルメント▼内容・：Ｔシャツへ

１時▼ところ・・・宇治労働セツ

▼とき・：９月５日宙︑午後

協議会の主催で行い車ｙ︒

宇治労働セツルメント運営

手描き染色教室

ください︒ ︵中央図書館︶

す︒利用に際しては︑ご注意

㈲は︑中央図書館の休館日で

八月二十五日側と三十一日

休館のお知らせ

中央図書館

︵中央図書館︶

・・・当日︑直接会場へ︒

から小学校低学年▼申し込み

聞かせ︑お話外▼対象⁝幼児

型紙芝居︑スライドでの読み

中央図書館簒景▼内容・・大

10時半〜１１一時15分▼ところ・・・

▼とき⁝８月９７１日團︑午前

夏休みおはなし会

受診は
8月30日まで
接▼保育・・・２歳以上の幼児15
人︒おやつ代三百円か必要︒

︵宇治公民館︶
郷土史学習会
▼とき・・・毎月第２・４水曜
日︵８月は27日︶︒時間は午前

▼日程・内容・：左表のとお

わり▼講師・：歴史資料館嘱託

10時〜正午▼ところ・：宇治公
民館▼内容・・・単治″の暮らし︑
を中止したりする例があり

り▼ところ・・・宇治公民館▼対

職員・若原英式さん▼申し込

いて学びます︒

ますが︑これは治療上医師

象・：市内に住見栓▼定員・：

合わせ⁝前川桂子さん︵容⑩

よく素人判断で薬の服用

の判断を誤らす原因ともな

30人︵先着順︶▼申し込み⁝８
月21日出から宇治公民館︵豊

3458︶へ︒︵中央図書館︶

み・・・当日︑直接企一場へ▼問い
疑問や不安があれば︑必ず

⑩2804︶へ電話または直
ださい︒

りかねませんので︑薬への

医師や薬剤師に相談してぐ

に手遅れとならないぷっ︑
注意してぐださい︒

順位では︑脳卒中が第三位︒

厚生省発表の六十年死因
健康食ブームの近年︑中

二位の心臓も含め︑成人病
による死因が占訟占めて

価格状況

で︑第十五回オープンエアーコ

剤︑利尿降圧剤︑交感神経

まに︑薬アレルギーなど慢

おり︑西暦二千年に平均寿

251▲2.3▲4.2 268 218

″ド︑ベビーバス︑子芦も用

鉄棒︑歩行器︑三輪車︑おま

︿譲ってください﹀ る︑ボーリング球︑スキー板︑
ァミ
コンソフト︑剣道胴
座敷机︑食卓セ″ト︑フ洋
服
︑ダ
イバーズウォッチ︑足
ダンス︑ブレザーダンス着︑
押
み︑
ふシン︑石ラｙ︑英会話
し入れダンス︑二段べ″踏ド
材︑学習百科事典︑パーソ
本棚︑ソファー︑クーラ教ー
ルコ
ンピ
ュ小
ーター︑五つ
︵空冷・水冷・ウインナド
︶
︑
ソロバン︑クラシックギ
型テレビ︑へ″ドホンラ玉ジ
ー︑電子オルガン︑電気オ
カセ︑カセットテープデタッ
ガンレ
︑ホームベッド︑アプ
キ︑洗濯機︑電気オーブルン
ーチ
ンジ︑掃除機︑扇風機︑ロ冷
蔵ベ″ド︑モジュラー
テレパ
オ︒
庫︑ファンヒーター︑プスロ
︵商工観光課︶
ンオーブンレンジ︑湯沸か

登録中の品物

濯機︑ラジオカセ″ト︑白
不用品情報センター︵洗市
テレビ︑電気もちつき機︑
役所商工観光課消費牛活黒係
ビデオ︑冷凍冷蔵庫︑ミキサ
・豊⑩3141︶は︑八月
三
︑都市ガスコンロ︑石油ス
十日出まで開設していまーす
︒
ーブ︑石油ファンピーク
ご家庭で不用な品物︑トま
たは希望ずる品物今ぜひＩ︑オーブンレンジ︑風呂が
ま︑ベビーラック︑ペビーベ
登録してぐださい︒

本箱︑換気扇︑電気スタンド︑

ー張りいす︑サイドボード︑

ミダブルーソファー︶︑レザ

出し︑べ″ド︵シングルーセ

ラス戸キャビネット︑引き

応接セット︑食器棚︑ガ

︿譲ります﹀

バイオリン︑ビデオカメラ︒

ォークギター︑キーボード︑

クーポータブル︶︑脚立︑フ

剣道防具一式︑ミシン︵口″

も用︶︑キャンプテント一式

月人形︒自転車︵大人・子ど

食卓いす︑おむつ乾燥機︑五

キャリーバ″グ︑子公甫

し器︑ガスコンロ︑ベビー用

ネスカフェ黒ラベル
1.026▲2.&
瓶入150
g

も︑﹁マジック﹂
﹁ＢＡＮ・ＢＡＮ

上︑洽療に専念してぐださ

抑制剤︑末梢血管拡張剤な

性疾ｍ寧痔つ人が︑薬効を

八百円︵材料実費︶▼準備品⁝

エプロン︑タオル▼申し込み

・：宇治労働セツルメント︵酋

日清小麦扮フラワー
1 kK (薄力扮）

インスタント
コーt
ー

これは︑宇治市・城陽市・久
・ＢＡＮ﹂など︑

い︒病院や医院の処方薬に

どいろいろありますが︑相

と予測される今日︑成人病

命が男八十歳︑女八十五歳

に対して各人が認識を高め

期待して健康食を利用して
いることも多いぷっです︒

る必要があり毒丁︒

207▲1.0▲0.5 218 188
0.81,125 854
み
そタヶヤミソ1kg 345 ▲0.9 A 5.2 358 298
普通品1片
食ノ｛ン(スライスしたもの) 168 2.4 ･4.3 200 135
洗iir代 ワイシャツ
自の艮そで
162 1.3 3.2 250 120

小麦粉

ンサートが開かれます︒

御山町の中学と高等学校の︑
合わせて土ハ校の吹奏楽部約
市民の皆さんも

らも一般的には自覚症状が

ついては︑薬の性質や副作

乗効果などを得るために︑

健康食はあぐまでも食品で

337 158

砂

糖上altg

よく知っている
ものです︒ぜひ︑

無く︑時に屑こりゃ頭痛な

用の有無などに関して︑医

主剤に補助剤を加える場合

あり︑薬ではありません︒

すき焼用

干八が︑日ごろの練習の成果
を発表しながら相互の交流を

︵社会教育課︶

お越１ ください

どを感じることがあります︒

師や薬剤師から十分な説明

もあります︒いずれも︑患

618 258

255▲0.8

amサラダ油暇入
1000b

食用油

深め︑更に市民の皆さんに吹

薬の服用は

脳梗塞︵こうそぐ︶や脳出

を受けてぐださい︒服用中

者個人の体質に応じて処方

496▲4.2

キ･yコーマン濃口
しよう油瓶入□

解説期限はは8月30日

物価20（

︵交通労政課︶

kg
キャベツ中玉約1
鶏
卵ＭサイXバ･yク人
lo個

不用品情報センター

1.350l,ooo
18と店頭
灯
油
1.227 ▲2.5▲12.8 1.3501.100
18(配達
e現金
ガソリンレギュラー1
売り
119 ０ ▲14.4 128 110
ティッシュ
400枚入l貧
ペーノく−
けIけ･ﾌﾀｽ･スコ･,ティ)
154 ▲0.6 2.7 168 135

⑤2315︶へ電話で︒

あと10日ですよ！

肉中fi度100 g

25 ０ 13.6 38 15
173▲35▲54.8 ・280 川
197 ▲3.0▲5.3 218 160

塩さけ 切身100
g
バレイショ 男爵loog

230

シャンプー 液体ポリ容器22OCC
花王エッセンシャル

848 ▲1.5▲3.5 980 580
358 2.6 10.8 428 243
323 4.5 A 0 . 6 398 160

牛

０▲0.9 230 228

8月分）

25C1.X
8m

アルミ
ホイル

2.4kg

洗濯用
扮石けん

217 ▲3.1▲3.6 238 168
163 ▲2.4 1.2 188 108

サランラップ
台所用
ラップ 30 x20m

最低
価ts
吋前月比 廿前年比

平均
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格

規
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琵

やす消費者
目

品

奏楽に親しんでいただぐため

に︑心掛けねばなりません︒
特に︑四十歳を過ぎたら︑年
指示に従って
高血圧の治療には︑長期

に二回程度は血圧を測定し︑
普段から自らの健康状態を

にわたる薬の服用が必要で
す︒症状の変化に応じて︑し

良く知っておくことが大切
です︒

ばしば薬が変更されること
もあります︒現在︑使用され

血︑心筋梗塞︑腎︵じん︶臓

の自覚症状︵胃腸障害︑吐き

お買物のめ
午 ・同和問題について

万一︑高血圧と診断され
たら︑早目に医師に相談の

薬への疑問や不安は

病など︑成人病の要因とな

気︑ふらつきなど︶を報告す

には医食同源の言葉そのま

医師・薬剤師に相談して

る高血圧を予防するには︑

ている降圧剤には︑抗不安

まず肥満に注意︒そして︑

︵市健康づ・くり推進協議会︶

・人生の行事

太陽が丘野外ステー
▲昨年のコンサート風景（60年８月25日）

ジ
それだけに頼って病気治療

婦人学級の日程表

8月24日午後1時

され未了︒

性のものがあります︒どち

と︑指図的要素の強い本態

きりしている二次性のもの

高血圧には︑原因のはっ

肥満防止から

高血圧予防は

オープンエアーコンサート

ることも大切なことです︒

この公表価格は,8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)
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