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市では︑去る五月七日に行った

課の新設と人事異動に伴い︑庁内

保健衛生課は︑第2プレハブ庁

事務室の一部を移転しました︒

舎か鳶ｆ治市保健医療センター三

階に移転︒庁内電話の改修が完了

するまで︑保健衛生課に臨時電話

︵⑩9894︑9895︑989

建築課︑営繕課は市消防本署三

9︶を設置しています︒

階に移転︒庁舎新館二︑三階の配

置は右図のぶっになり︑また教育

委員会では社会教育課と施設課の

事務室が入れ替わり︑市民体育課

は元施設課か便用しています︒

第2プレハブ庁舎

｜

−＝
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ニ
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卜岬

ｉ臨
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スクールに取り組むことにし

−・

ています︒

闘佃●曜1−｜｜，111111111ＳＩＩＳＩ！「1

者スポーツ大会の開催と障害

啓発など﹀

−−

者スポーツーレクリエーショ

宇治巾総へ⁚計回にある屈

︿市民向け

電話ファクシミリの設置︑総

康でゆたかなくらしをめ孝了

福祉図ｎ⁚の充実︑巾政だより

ヒ

都市整備失対
事某課

ン用具の購入︑うフあ者用に

合福祉会館に機能回復訓練機

そこで︑山民啓発映呵会の

です︒

と協力によって実現するもの

祁市 の建設は︑市民の理解

器の設ほを予定しています︒

早期療育﹀

︿心身障害児の

障害は︑早期発に︑治療︑

具の整備︑心身障男児サマー

巾では︑今年度から身体の不自一

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝一

由な人の住みよい街つくりかゐざ

して障害者福祉都市の事業奪子

そこで︑障害者への理解をずす

めることにしています︒

める啓発ポスターの原図を募集し

ます︒ふるってご応募ぐださい︒
︿応募要領﹀

▽テーマ⁝﹁愛とふれあいの地

域社会をめざして﹂▽規格：南販

の画用紙で︵大きさ自由︶︑できる

だけ目立つ色を使用▽応募資格⁝

市民と巾内通勤︑通学者▽応募方

法・：6月21日間までに︑福祉事務

所障害福祉係に提出してください

▽その他⁝採用分および佳作品に

は記念品を贈呈︒ら募作品は市役

佃ｌ

スポーツ︑文化活動などの機

︵福祉課︶

所などに掲示︒なお︑作品は返却
しません︒

●｜

︿くらしの環境を

ガードレールの設置︑誘導点

会を保障し︑障雷肖の余暇活

ｎｓ

昨年は︑国連が提起した国

字ブロックの敷設︑障害君用

そこで︑歩道の切り下げや

考スポーツ大会︑福祉のまち

たって福祉大会の開催や障害

づくりのための建築物等環境

トイレの設置︑また建設をす

害者用の火災報知器の設置︑

整備要綱の制定などに取り組

障害児教室のトイレ︑手すり

参加を促進するとともに︑余

巾では︑瓦1じ年︑瓦ト八印

動の拡充か1かり社会参加を

瓶原

めの啓発事業に取り組むなど︑福

善を

｀一
−−．／
゛
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゛

愛とふれあいの地域社会をめざして

2ヵ年で施設など利用しやすく

；改ど

祉の風土づくりをすすめる事業計

障害者年の第二年度で︑市で

の改善などかすすめることに

すめている災⁚福祉︿兪に障

は﹁障害考福祉都市﹂の指定

しています︒

んできました︒今年は︑国際

を受け︑更に充実した施策を

福祉サービス﹀

︿障害者への

すすめることにしました︒

福祉の街づくり

障害Ｋ：の大部分は在宅ｚ⁚で

障害者福祉都市のが業は︑

暇活勁の保障が屯要な課題で

総合的に推進

人ロト万人以上の祁市を対象

す︒

す︒これら在宅障害者の社会

に︑身体の不自由な人の住み

の二ヵ年川で具体的に次の小

促進します︒そのため︑障害

そこで︑レクリエーション︑

梵を総心的にすすめることに

利川方泌は︑原則として利

用者および家族の責任で送迎

ただし︑家幌で対心できな

も行っていただ海羊チ︒

い場へ⁚は︑申し出書により宇

価巾社公福祉協議公の協力を

受けることができます︒この

坦へ﹇も︑必ず家族の付き添い

なお︑利用回数は︒人月こ

が必がです︒

この事業についてのくわし

同以内とし︑費用は無料です︒

いことは︑福祉課までお問い

へ⁚わせください︒︵福祉課︶

ｌｌ

宇治市
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世帯数49，487世帯（前月比422世帯増）
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忿課

改善﹀
今日の都市生活環境は︑心

特集9の発け︑啓光川行板や

う設

用 開発
市道
公
課 地課
社

鷲

指4
課

際障害者年︒一九九一年まで
の﹁障害者の十年﹂の出発点に

身障害︵児︶者にとって不便で

そこで︑心身障害児の早期

ポスターの作成などの溺業を

にな

開催︑福祉連続講座の開設︑

あたる年として︑全国各地で

あるばかりでなく︑危険に満

原育指導教室の開設や乳幼児

す公

土木課

●・

訓練によって軽減︑除去する

市では︑このほど厚生省から五一
障害をもつすべての人々の社

ちた状態であるところから︑

，い共
よ施

ことが重要です︒

十七年度の障害者福祉都市の指定一
会への﹁完今右

を受けました︒このため今後二ヵ︒・

し路

画をまとめましたので︑あらまし

水子︒

すすめることにしていま1︒

やや

をお知らせします︒

市では︑国際障害若年にあ

広場の開設︑障害児川教材遊

利で

下

間発
勁

3階

管理課

2階

の健庸

二・Ｉ二ＦＩｉｋ＝「

その生活圏および社会活勣へ

▲フォークダンス（昨年11月に開かれた国際障害者年記念・第5回宇治市身体障害者スポーツ大会から）

実現をめざして︑さまざまな

し障

の参加は極端に制限されてい

た害

挿靭がとりくまれてきました︒

者が利用しやすいように改善した
・用道

り︑障害者への理解を促進するた

が間

一言

課の配置が変わりました

者年

●紅ｉＩｕ・ｎｉｌ・21Ｕ発ｉｆ

第594号
女78，201人

昆

畷Ｉ

男78，035人

卵問｜｜剛ｎ｜・ＭＳＩ畑ＮＩ哨闇咆

市役所庁舎の

市庁舎位置図

●

四回
二司

ょい町づくりか目指すもので︑

しています︒

在宅ねたきり老人・身体障害︵児︶者に

でないと忽めた人

てぐださい︒

断ｎ⁚を添えて福祉課に提出し

する人は︑申請書に医師の診

かつ︑市長が特に必要と認め

川回忠禎患のある人

る人は除きます︒

ただし︑次のＸ⁚項に該当す

八浴サービスを受けようと

即その他︑対喩べとして適1

でないと認めた人

口べ浴について︑医師が適当

ポスター（原画）を募集
た人に限ります︒

で人浴することが困難であり︑

便の身体障害︵児ズで︑自宅

だ歳以上のねたきり県人や巾

入浴サービスを開始
市では︑在宅寝たきり老人
や重度の身体障害︵児︶者な
どを対象に︑入浴サービス事
業を実施することになり︑五
月十八日から受け付けを始め
ています︒
この事業か莉用できる人は︒
市内に居住し︑おおひね六十

59

障害者への理解をすすめる

ｉｉ
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市の人ロ

ｎ￡ａ＠3141㈹

宇治市宇治琵琶ｔＳｒ地

昭和57年
（1982年）
人口156，236人（前月比445人増）

発行宇治市

5／21
（昭和57年5月1日現在）
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障害者福祉都市に

五月十日︑小倉公民館
の高齢者教室で火災避難
訓練と消火訓練が行われ
ました︒
六十五歳以上のお年寄
り八十人が落ち着いて避
難︒このあと中庭で消火
器の扱い方を学び︑いざ
という時に備えて訓練し
ました︒

ご協力ください

人憩いの家を利用されている

るようになっています︒

示するだけで割引が受けられ

示し︑行き先や乗車券の種類

害者手帳盈尿券発売窓口に

キ″プを買う防は︑身体障

かな芦派聞いてい未了︒

福祉センタＪ﹇総︿﹈福祉会館︶

などを︑口頭かメモで申込め

また︑今年建設される章へ

へのご希望など石書いていた

考の範囲が改正されたのでは

き方法が変っただけで︒対象

なお︑今回の改ぷは︑割引

ば割引きが受けられまず︒

だぐようになっていまず︒よ

って伺いましたら︑ご協力を

老人実態調査
ヽ家族構成や回揆態かほじ

お願いします︒

民生表員さんが調査票か痔
五月中頃から︑民生児童委

め︑就労状況とまきがいにつ

︵福祉課︶

ありませんので︑ご注意くだ
さい︒

催し

点字講習会

ける人を対象に点字講習会を

奉仕員として活動していただ

京都府盲人協会では︑点訳
調査は︑五月ド旬に調査員

ん︒

他のこと使うことはありませ

を作る目的にだけ使い︑その

票に記入されたＩ柄は︑統計

して用いられるもので︑調査

などのた箔碩の坊礎資料と

︵福祉課︶

いてや市内の参人クラブや老

お知らせ

員さんの協力宮兄で︑考人実

案内

態調査を始めています︒
考人人口が増加し︑高齢化
比会となってきてい享子︒
国では︒年金制度や医療費
助吸制ぼなどをほ年改善して
おり︑市でも重要施策として
取り組んでい求ふ︑十分な
ものとはなっていません︒
そこで︒苧へのおかれてい
る実態と要望を調査し︑︿薩
の草念柾行政や遅めるうえ

が各商店のみなさんのところ

商業統計調査

開き毒了︒

調査の対象は︑今年二月一

拓本教室

34の7ぐ雲⑩8290）

んか︒宇治市公脆弱ぽ︒

マナーを身につけてみませ

室希Ｉと庄所︑氏乱⁚︑印

材ｎ・・・紙代な ■＾円ｙ申込

定日・・20人︵先笞順︶ｙ教

︵宇治市公民館︶

込みください︒

して宇治市公民館までお申

齢︑職業︑心話吊号か記入

み＝・往復ハガキに﹁拓本教

おりｙ講師ミ日本拓木研究

ｙ日程と内容・＝左表のと

をお待ちしています︒

どつぞ︑みなさんの参加

文化財愛護の立場から拓本

市公民館2階第︱会議室ｙ

岡井秀尽兄ｙ会場・・・宇治

会拐︵神明小学校教頭︶

9（ｅ＠2804）

教室を開きます︒

正しい拓本の取り方や︑

○宇治市木幡公民館…木幡内畑

４橋寺にある秋色句碑

内
ののあま
の裏 実習 実一習方

商業に関する調査が六月一

へ調嘉男記入をお願いに伺

月第2日曜日に10回開催︑午

6午月

での参考にさせていただこう

日︑全国一斉に行われます︒

い︑六月上旬に回収に参りま

後1時半から4時までｙとこ

○宇治市公民館…宇治里尻71の

膳 後87日日
時（火）Ｓ
時（火）Ｓ 時（火）Ｓ
ド 9時 時
9時 9時
時
今学後習
拓本 現地 1講ｙ義

後297日
後227日

と調査を行います︒

この調査は︑通商藍宍が

す︒お忙しい中ぶふご協力

公民館のお知らせ

拓本教室の日程表

読んだ悪書は

日現在︑宇治市に住民登録さ

実施する﹁商業の国勢調査﹂

︵ａｃ3141︶へ︒

︵福祉課︶

に︑市役所福祉課障害福祉係

40人▼申込み⁝5月31日まで

無料で器材は貸し出し▼定員

分庁舎ｙ費用と器材・＝費用は

ろ・＝憲揖通りの宇治市璧町

ｙと冷・・6月13日凹から毎
れている満六十歳以上の人で

をお願いします︒
︵企画課︶

になり︑身体障作署手帳を提

割引証が四月二十日から廃止

国鉄などの身体障害ご彷

国鉄が割引に

身障者手帳で

☆

とも言われるもので︑今回で

この調査結果は︑国や町市

査の対象としまず︒

営んでいるすべての商店を調

卸売業︑小売苫及び飲食店を

を明らかにするため︑全国の

はにあ︑商品の流通状況など

分布状況や販売活動の実態を

十五回目です︒全国の商店の

およそ一万七千人です︒

吸いがらがら出火︒

たは⑩0119︶まで連絡

内91（ａ⑩4687）

方法

︿調査内容﹀
調査内容は1項目にわたっ
ていまず︒

たふ妥外出して︑なべか
ら出火︒
③プラスチ″ク製のくず入
留守の家からの出火は発

留守宅火災
防止
見も消火血逓れて大火災に

す︒

してぐださい︒

○宇治市小倉公民館…小介町寺

法と
容
マナ

りと方め
打ち

1

3
2
6午月 6午月

4

ペンギンポストへ

きに摂氏八〇〇度︑置いて

宇治ローターアクトクラブから五月十
二日︒青少年健全育成協議会に﹁有害図
書回収ポスト﹂六個の寄付がありました︒
ポルノ雑誌などはこのポストへＩ︒
ポストはご
などに置かれています︒

いることは︑よく知られて

あって左ハＯＯ度もあると

吸いがらをところがまわ

知ったらどうでじょう︒

ず投げ捨てたり︑灰皿にた

がら布団を畳んで押し入

④出勤前にタバコを吸いな

でも︑﹁こんな小さな火が
どつして火事になるのだろ

なりまず︒被害も︑人がい

れに入れ︑五時問改に押

◇

し入れから出火︒

お出かけ前には︑必ずガ

実にする習慣をつけてぐだ

スの元栓や火の後始禾を確

さい︒もし︑火気を使用し
たまま外出された時は︑最

るその小さな火種が摂氏八

ままのヘアードライヤー

①コンセントに差し込んだ

寄りの消防署︵ｆｉ −ｌ −ｌ9ま

〇〇度︒タバコを眼っ人一

②ガスコンロになべを示け

踏み切り事故や、投石・置き石などの列車防害が
昨年京祁府南部の奈良線沿線だけで，18件も起こっ
ています。万一事故が起これば多くの人命が傷つき
失われる鉄道。十分に注意しましょう。
6月8日まで゛子どもを線路で遊ばせない運動″
ど踏み切り事故をなくす運動″期間中。

います︒

う﹂と︑不思議に思われる

まった吸いがらを不用意に

るときの火災に比べて二倍

火事の元をＪ喜散している

留守宅の火災は︑次のよ

れに捨てられたタバコの

でしょう︒これは︑愛煙家

くずかごに捨てるなどは︒

く知らず気軽にポイと捨て

ようなものです︒

以上になってい床ｙ︒

の多くがタバコの1度牽よ

タバコの温度は八〇〇度

ます︒みなさんの生活の中

ることが原因していると考

ポイ捨て厳禁！

にとり入れていただき︑火

普通︑木や紙が燃え出す

人ひとひが責任を持って吸

うな状況から発生していま

のは約四五〇度︑天ぷら油

いがらの後始末をしたいも

今︑あなたが手にしてい

の発火温度は四○○度とい

のです︒

︵宇治市消防本部︶
われています︒それに比べ

からの出火︒
てタバコの温度が吸ったと

子どもを線路で

小倉公民館
高齢者教室

え卵ひ手一︒

タバコ火災
防止
タバコによる火災がいつ
も火災吼因の上位ｍめて

遊ばせない運動

お年寄りが避難訓練
災予防に役立ててください︒

いてシリーズでお知らせし

す︒そこで︑火災予防につ

命や財産を奪ってしまいま

意から発生し︑私たちの生

火災はちょっとした不注

火災予防
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