83,287人

女

84,718人

九月二十一日から秋の全国
交通安全運動が一斉に展開さ

で

月27日出、28日(日)の２日間午前10

通ルールタ身につげ︑人も車
も思いやりのある交通マナー
を実践し︑事故のないぷっに

注意Ｌ鬘しょう︒
市交通安全対策協議会など
では期間中︑次の三項目を重
点目標に運動を進めます︒
○シートベルトーヘルメット
の正しい着用を徹底
○歩行者と自転車利用者の交
通事故防止
Ｏ二輪車を中心とした無謀運
転の追放

経済︑住居など日々考えさせ

境や食牛活と健康のかかわり︑

今回の消費生活展では︑環

の上ご来場ください︒

新情報も満載︒お誘い合わせ

います︒また各コーナーでは

査結果の発表や問題提起を行

売のトラブルの相談︒

やサービスの苦情︑訪問販

▲にぎわう前回の消費生活展(59年II月10日)

てみませんか。入場は無料です。

゛

一｀・Ｅ｀ｊｇ﹃Ｓ４ノーｉ３１・ｄｌｊ・・︱ｌ ︲ 一⁝
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．． 今日から清掃週間が始まります．

サイクル﹂︒リサイクルつてご存 ＝

今年のテーマは﹁分別・減量・リ

来るものを︑資源として活用しよ

じですか︒ゴミの中から再利用出

うということです︒一ロにゴミと

ついて考えてみてください︒期間

機会にご家族で︑ゴミの資源化に

言っても︑その種類は様々︒この
類は︑その洗剤に含まれる

▽モニターコーナー
消費生活モニター試買調査
の結果発表︒︒
▽おやつを見直そうコーナー
手作りおやつの実演と試食
︵午剪昌︑午後１時︑２
時︑３時の４回︶︒

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

︿街頭キャンペーン﹀

しを行います︒

などを目的として︑次の催

資源の有効利用促進の啓発

員会では︑散乱ゴミの追放︑

市を始め清掃週間実行委

一111111111114一一一ＩＩ一一ＩＩ−一Ｉ一一一９一一一１・111111一一一一１４一回Ｉ参ＩＩ一一一一一一一11111111

︒・・ｙ

ます︒ぜひご来場ください︒

中︑楽しいキャンペーンも実施し

蛍光剤が発色します・⁝

が″⁚ｍ晟洗剤で洗った衣

︒トンネルの中は怪しい光

▽体験コーナー

られている問題について︑調

捨てる前に考政ぷっ︒

▽リサイクルコーナー

量に限口があります︶︒

催しのご案内
住居︵展示コーナー︶

▽環境・食生活と健康・経済・

Ｏ大気・河川の汚染状況︵

▽牛屈情報コーナー
暮臼しに役立つ情報提供︑

河川に含次れる合成洗剤の
濃度テスト︶Ｏ食の安全性

消費牛活相談員による商品

童委員を務め︑その間職務

九年には厚生大臣からの表

五十一年には府知事︑五十

▼ところ・：京阪宇治駅

７時15分〜８時15分

▼とき・：９月24日困︑午前
宇治市自治功労者の三角

理組合関係者によるテ″

▼内容・：市長や城南衛生管

に精励︒常に活動の中心的

︵みすみ︶ヒサヱさん采幡

彰を受けておられます︒ま

ご

自治功労者

三角ヒサヱさん逝去

○食事診断○家計簿から見
た物価の動きＯ円高の影響
について○ガスの旅など︒
▽おにぎりと宇治茶の試食コ

カッターシャツのリフォー

大瀬戸三〇︶が︑八月二十九

た︑老人福祉や内職友の会

くちびっ子キャンペーン﹀

ーナー︒

ム︑マカロニで作ったブロ

日逝去されました︒七十四

など︑福祉行政にご尽力い

▽手作り作品コーナー

ーチ︑小物などの展示︒

ただきました︒慎んでごめ

三角さんは︑昭和三十四

中国咸陽市を訪問していた 訪中していたものです︒こ

と友好都市提携を結んだ︑七人で編成︒九月二日から

︵先着順1000人まで︶

ヨーヨー釣ぴが出来ます

参すると︑金魚すくいか

を掃除し︑会場へ３個持

▼内容：自宅周辺の空き缶

保店正面入口︒前

▼ところ・・・イズミヤ㈱大久

11時〜午後２時

▼とき・：９月23日脚︑午前

歳︒
グラジオラス︑なす︑ねぎ

年から五十八年まで民生児

も何件かありました︒

宇治市友好訪中団︵池本正 の間︑五日には咸陽市を表

本年七月二十四日に本市 と一般市民ら合わ草冠十

祝市長と握手を交わす訪中団代表

い福をお祈りします︒

▽即売コーナー

の即売︒午前10時から︵数

久保の各駅前
︽文通安全の誓い・
▼とき⁝９月25日困︑午後
３時半〜４時▼ところ・：神明

◇

小学校校庭

昭型八十一年上半期︵一月
上︵月︶の市内の交通事故発
生件数は︑四百六件︒これは︑
昨年同期に比べて四件減少
しています︒しかし︑死亡事
故は五件と︑昨年より二件も
増えてい毒司この中には︑
シートベルトやヘルメットを

ドライバーの皆さんは︑シ

着用していれば・：という事故

ートベルト︑ヘルメ″トか必

夫団長︶が九月十一日帰国 敬訪問︒祝新民市長らと歓

一行は行政・議会関係者再確認しました︒

分別・減量リサイクル

あすの暮らしはわたしの手
者になりましょう。みんなで考え

更に啓浬錫として︑次の
催しを行います︒

ず管用し︑思いやりのある運

しました︒

談し︑今後の両市の友好を
転を心掛けましょう︒また︑
歩行者も必ず交通ルールタ寺

９月21日から清掃週間

入場
秋の交通安全運動９月21日〜30日

に安心して暮らせるよう賢い消費

︵交通安全早期啓もう︶

訪中団が９月11日帰国

入場無料

人も車もルールを守ろう

宇治消費生活展

れ未了︒日ごみから正しい交

た今日、大切な命を守り、心豊か

▼とき・・・９月22日囲︑午前

りましょう︒︵交通労政課︶

金魚すくいかヨーヨー釣りが出来るよ

数多くの商品があふれ豊かになっ

７時半〜８時半▼ところ・：京

空き缶3個持って来てね

たしの手で一見つめよう今／−｣。
阪宇治・木幡︑近鉄小倉・大

両市の友好を

無料

時から午後４時まで、宇治市民会

報

／６８６

168,005人（前月比385人増）
男

第５回宇治市消費生活展が、９

広

21

ｊ 和１
９
︵Ｕ？

口

第５回
ト手を上げてサッサと渡ろう︵９月１６日︑府道で︶

⁝⁝一

／

一・︒

出たりし濠す︒必ず燃えな

因となったり︑有害ガスが

ク類は︑焼却炉の故障の原

ませんか︒特にプラスチア

ないゴミが一緒に入ってい

ポリ袋にきっしり扇の込一

奎れた︒コミ︒牛守一ミと燃え

分別収集ご協力を

637

第750号

人

館(宇治公民館)で開かれます。今
゛ダ⊥撫^

KB33≫i4
53,835世帯（前月比Ill世帯増）

回のテーマは｢あすの暮らしはわ
｡ll感式誓二諒恕｡，
3〃･･
し]弩おへ

察れ
世帯数

９月27日(土)・28日(日)市民会館で

京都府宇治市
編集

ロ
人
の
市

七烈お昌

１年
年）

課

発行
（昭和6i年９月１日現在）

ちびっ子キャンペーンも実施

市営住宅︵五ケ庄野添︶の建
て替え工事が︑この程完了︒
入居者か寡集します︒建て物
は︑元の木造十五戸から鉄筋
コンクリート造り三階建ての

人以上の世帯▼家賃
は老人を含まない６
Ｉ人以上の世帯また
人︵60歳以占を含む

1111一月９日間︑15日出︑21

638

ＤＫについては︑老

1411444

基礎資料として︑役立って

九月下旬から︑調査員が

います︒

調査のお願いに伺いますの

で︑ご協力をお願いします︒

記入内容は︑統計以外の目

的に使１ されることはあり

ませんので︑ありのままを

︵企画課︶

ご記入ください︒

閑︑⁚

日面︑27日出︵いずれも午前

0時と午後２時の２回︶▼
1

利用条件・：新郎︑新婦の片

方が市民であること▼挙式

料・：二千円▼申し込み・問

い合わｔ｡｡｡.o月１日かａＯ２

日までに︑申込書︵市民会館

にあり︶に必要事項を記入

し︑印鑑と挙式料か添え︑市

客糾９ は︑平日の午前９

民会館︵酋⑤2804︶へ︒

時〜午後４時︵土曜日は午

前中のみ︶︒ 吊民会館︶

は減

*自

人数ぶ共なる︶⑤４
内であること︵世帯

おはなし会

中央図書館

市民会館で︑市営結婚式

忿汀っています︒挙式には

池本市長が立ち会い︑記念

品を贈呈︒ふ萩の挙式希望

者か剪集します︒

▼挙式可能日⁝10月30日

10月1日から受け付け

挙式希望者を募集

の経営方針を立案する際の

国や地方の行政施策や企業

する重要なもので︑結果は

造や販売活動の実態を把握

この調査は︑飲食店の構

店が対象となり未了︒

酒場などを除く︑一般飲食

す︒今回は︑料亭︑スナ″ク︑

での商業統計調査か仔いま

通産省が︑十月一日現在

ご協力ください
︵一般飲食店︶に
商業統計調査

冬スカフェエクセラ1,063
瓶入150 E

4.6

▼とき・・・９月CM日困︑午後

宇・城・久

勤労者将棋大会

▼とき・：10月１９一日聞︑午前

９時半▼ところ・：宇治労働セ

ツルメント▼級別・：Ａ級︵２

段以占︑Ｂ級︵初段〜３級︶︑

Ｃ級︵４級Ｉ７級︶︑Ｄ級︵初

心者︶▼対象・：宇治市︑城陽

市︑久御山町に在住または勤

務する勤労者▼参加費⁝一人

千二百円▼申し込み・問い合

わせ・：10月４日出までに参加

費奎節えて︑宇治労働セツル

メント︵容⑤2315︶へ▼主

催・：宇治労働セツルメント運

営協議会︑南山城地区同盟︑宇

︵交通労政課︶

治・城陽・久御山地区労働組合

協議会︒

通産大臣指定

﹁京焼・清水焼﹂展

インスタント
コーヒー

図書館集会室▼内容・：お話︑

る障害年金▼支給条件⁝①老

日浦小麦粉フラワー
1 kg (薄力粉）

３時半〜４時▼ところ⁝中央

読み聞かせ︑紙芝居▼対象・・・

齢基礎年金︑または旧国民年

218 188
3.6 4.21,150 950
み
そタTヤミソl㎏ 349 1.2 10.4 388 258
普通品1片
食"･ン （ ス ラ イ ス し た も の ）
165▲1.8 1.9 180 118
洸m.代 ワイシrツ
白の長そで
161▲0.6 3.2 250 120

278 180

小麦粉

人︶があること④基準収入以

定員・：中学生以上30人︵先着

一年奔の原則が適用︒この

京焼・清水焼の伝統技法冲一

駆使した茶器や酒器︑割烹︵か

1.4

278 198

218▲1.2 A
2oe▲0.5 A

しよう油キッコーマン濃p
ポリ界器入1 I

幼児から小学校低学年▼参加

順︶ｙ参加費・・・無料▼申し込

ため︑一定要件に該当する障

金の老齢年金︑通算老齢年金

っぽう︶食器の展覧公一︒格調

日.nサラダ油
ポリ容器入1000c

む︶③市内在住の保証人︵２

費・・・無料▼問い合わす：中央

︵中央図書館︶

図書館︵き⑩1511︶へ︒

高齢者
ゲートボール大会

▼とき・：10月19日旧︑午前
９時▼ところ・：太陽が丘球技

上の人で編成したチーム︵男

場Ａ▼対手・市内在住60歳以

女別︶▼参加費⁝無料▼申し

み・：市民体育課︵豊⑩314

害年金か受けながら国民年金

を受ける資格期間か満たして

高い優れた作品には︑通産大

臣賞な芦示贈られます︒京も

のの本物の良さをお楽しみく

ださい︒

▼とき・：10月２日困〜14日

㈹︒いずれも午前10時〜午後

６時︵土・日曜日は午後７時

まで︒水曜日は休み︶▼とこ

ろ・・・高島屋京都店６階美術工

芸サロン▼入場・：無料▼主催

7入
卵Ｍサイズパ■/
10俐・

こと︵内縁関係や婚約者も含
同居しよシとする親族がある
る市内在住者②同居者または
▼対象・：本人と保護者が︑

千円︵私立︶︑五千円︵高専生︶︑

込み⁝９月30日㈹までに市民

太極拳体操教室

1︶へ電話で︒吊民体育課︶

▼とき・・・一⁝⁝一月６日側かm
週月曜貝３ヵ月間︶︒時間は
いずれも午後６時半▼ところ
・・・宇治労働セツルメント▼内

に加入し︑今年の三月分まで

いること②障害の程度が︑現

九月三十日は︑国民年金保

1,232

京都府︑京都市︒︵商工観光課︶

128 A26.0▲34.7 250 78
205 4.1▲6.4 230 178
505 1.8／
580 350

食用油

市内に継統して３年以上居住

○大学生＝八千円︵国・公立︶︑

︵市民体育課︶

体育課︵豊⑩3141︶へ︒

スポーツひろば

▼とき・：９月28日面︑午前

10時〜午後ｏ時半▼ところ⁝
西宇治中学校▼内容・：サ″ヵ

守・簡化太極拳▼講師・：宇治
市太極拳協会会員▼定員・：40

１・︑軟式テニス︑バドミントン
▼参加費・・・無料▼申し込み・：

ント運営協議心一︑宇治市太極

へ▼主催⁝宇治労働セツルメ

セツルメント︵豊⑤2315︶

着用︶▼申し込み・・・宇治労働

装と運動靴︵女性はズボンを

実費千円︵毎月︶▼準営Ｔ軽

人︵先着順︶▼参加費・：資料代
吊民体育課︶

当日︑直接会場へ︒

卓球教室

▼とき・・・10月１日困〜25日
出の毎週水・土曜日︵８日間︶︒
いずれも午後７時〜９時▼と

の保険料や追納保険料を納め

在以上に良くならないと認め

︵交通労政課︶

た人に対して︑その期間に応

られていること︵①か②のい

拳協会︒

じた特別一時金が支給される

旧国民年金法による障害福祉

険料︵七八・九月︶の口座振替

お忘れなく

保険料支払いを

ずれか︶︒
保険年金課︵容⑩3141︶
までお問い︿Ｂせください︒

年金︵現在の障害基礎年金︶

日です︒納め忘れのないぶコ︑

▼支給対象の障害年金・：○

Ｏ旧国民年金法︑旧厚生年金

︵保険年金課︶

預金残高にご注意ください︒

シャンプー 液体ポリ容ll220cr
花王エ･フセンシャル

253▲0.8 ／

糖上白Ik

砂■

︵学校が遠いため︑本人のみ

館で﹁第七回人形劇フェステ

一万一千円︵私立︶▼申し込み

物価20（9月分）
ことになりました︒詳しぐは︑

ころ⁝西小倉中学校▼対象・

この公表価格は,9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)
障害年金○共済組合が支給す

キャベツ中玉約1
k

2.4kK

洗濯用
miけん

込み資格・・・①住宅に困ってい

お知らせ
の支出が困難で他の奨学金な

下宿の場合も含む︶し︑学資

″バル﹂を開催︒人形劇︑影

・：願書︵福祉課所定︶に︑学校

お買物のめやす消費者
保険法︑旧船員保険法による

313▲3.1 A 5.4 398 199
25
０ 19.0 38 12
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I 7'It‑クス･スコ･テＯ

167 2.5 3.7 188 128
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アルミ
ホイル

も４ＤＫを上﹇﹈に含む︶▼申し

人形劇フェスティバル

絵︑紙芝居︑パネルシアター

長の推薦調書︑成績証明︑在

▼申し込み・問い合わせ・：

小学校低学年︑保護者▼参加
費・・・無料▼問い合わせ・・・中央
図書館﹁絵本の会﹂代表・後
藤礼子さん︵酋⑩8991︶
へ▼主催⁝中央図書館サーク
ル﹁絵本の会﹂︒︵中央図書館︶

今年四月に年金法が改正さ
れ︑基礎年金の導入でＩ人

塩さけ 切身100
B
バレイショ 男爵100
K

ｔ

戸︑第２種住宅５戸︵いずれ

▼所在地・：五ヶ庄野添57−

２▼募集戸数⁝第１種住宅６
どを受けていない人▼募集人
数・：若干名▼貸与月額⁝○高

▼所在地・・・五ケ庄福角−１

などで活動する市内のアマチ

学証明忿ぶえ︑10月４日出ま

参加グループを募集

１▼募集戸数・家賃︵月額︶・：

ュアグループが︑日常の練習

野添市営住宅

第２種住宅上屋３ＤＫ︶︑二

成果を発表し︑相互の交流を

Ｑり１４１︶へＯ

万八千円▼申し込み資格・：①

でに福祉課へ︒ ︵福祉課︶

校生９四千五百円︵公立︶︑八

住宅に困っている市内在住者

図ることを目的としています︒

十一月三十日間に︑文化会

ト五ヶ庄野添の市営住宅
十日まで市役所住宅課︵豊⑩
いずれも九月二十二日から三

②同居者または同居１ エシと

ぜひ︑ご参加ください︒

を含む︶があり︒その親族の

９月30日㈹までに︑中央公民

３時〜３時半▼ところ・：小倉

おはなし会

する親族︵内縁関係や婚約者

中に障害等級１級〜３級まで

館︵文化センター内・き⑩1

％Mlめる骨や骨格筋には︑

吸・心臓循環器系や神経系

▼とき⁝９月CM日團︑午後

の肢体障害により身体障害者

養摂取の問題︵不規則な食

多量の血液が含次れていま

の機能向上を図ることは︑

かせ︑紙芝居▼対乖：幼児︑

公民館保育室▼内容⁝読み聞

︵中央公民館︶

411︶へ電話か来館で︒

用者がいること③市内在住の

手帳の交付か受けた車いす常

また︑併せて車いす専用住

二十四戸になりました︒

保証人︵２人︶があること④
市奨学生の募集
61年度の二次募集です︒

事習慣︑食べ過ぎ︶とも相ま

すが︑体を動かさないとそ

成人病に対して極めて有効

従って︑適度な運動で呼

って︑現代人に肥満を引き

れらの血液循環が低下︒同

そして︑過剰なカロリー

起こしています︒

な予防策となります︒もち
既に戌人病疾患のあ
る人でも︑有
効な治療法の
一つになるこ
とはご言うま
でもありませ

生活の一部と考ぺ年齢と

成人病

血
摂取
液
と運循
動不環
足︑更
の
に精低
神 下が成
病
を
誘
環機人
能石
低下
する
結発
果︑高

時に︑心臓血管系の血液循

︵住宅課︶

基準収入以内であること︒

宅︵五ケ庄福角市営住宅︶の入

申し込み・問い︷Ｂせは︑

居者も募集します︒

中高年者は
運動不足に要注意
ん︒
血圧や動脈硬化などの︑心

体力に応じた適度な運動で︑

現代は︑あらゆる分野で
的ストレスなどが複雑に絡

るぶコになり毒了︒中高年

臓に関淳ずる疾ｍ劣誘発す

これからは︑スポーツは

機械化ふ尼が進み︑牛活

み︑それが成人病発症の要

健康の維持衆心掛けたいも

因となっています︒

者にとっては︒運動不足が

は随分便利で快適になって

特に︑一般の中高年者に

成人病発症の引見営なり

来ています︒し妬しその半
面︑肉体活動の機会は著し

とって︑運動不足は重視す

︵市健辰つくぴ推進協議会︶

のです︒
く減少︒運動不足による消

やすい訳です︒
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