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世帯数49，556（前月比25世帯増）
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ト

上の人口は︑昨年十月一日現

から老後について考えるとと

て見なければなりません︒今

くない将来の自分の問題とし

一方︑若い太たちも老後は遠

交流を深めることが必要です︒

すＱとともに︑若い世代との

家族の一員であることを自覚

そして︑参入自身が社会や

ければなりません︒

なの問題として考えていかな

少なくなく︑老人問題はみん

この老人をとりまく問題は

九十四世帯あります︒

人が百十人︑老人世帯が四百

が三百九十一人︑ねたきり老

この老人の中には独居老人

っています︒

在三万一千四百八十人とな

土に親しみ健康づくりあなたも作ってみませんか

利用者を募集
7月31日まで

市では︑老人に余暇を豊か
にすごしていただこうと昭和
五十年から老人園芸ひろばを
︒開設︒現在︑市内に四ヵ所の
ひろばを設け︑︒六十歳以上の
お年寄りに無料でお貸しして

付近の略図

一とこ

ひろばでインタビュー

楽しみの一つに

友だちもでぎ

宮原貞さん

︵小倉町70歳︶

︵宇治72歳︶﹃

加納のぶえさん

気分転換に

健康づくりと

もで浙蛋した︒

ので︑交流も深まり友だち

園芸ひろばは︑今〜野菜や花づくりのまっ最中卜︒
狭しとトマトやナスがたわわに実っています︒七
い日︑市内の園芸ひろばを訪ねて︑野菜づくりの
どをお聞きしました︒

健康つくりに

前川芳男さん

︵明星町︑61歳︶

一噺・⁝⁝う﹂嘔作↓⁝⁝⁝﹂

市では︑老人福祉の拠点と

に一度は来て草ひきや水を

くりになり毒ｙしね︒二日

汗を流すことは︑健康づ

うも作っているのですよ︒

いしぐ︑ナスや枝豆︑ごぽ

健夙つくりと気分転換に畑

いるので看護をしており︑

三年前から作ってい康司

なる老人福祉センターの建設

もに︑老人を尊敬し暖かい心

▽申請できるのは︑一世帯に

に取り組み︑今年の秋にはオ

必ず本人が申請してくださ

つき一人のお年寄りです︒

いのもてる環桐つくりを積極

ターを中心に︑老人が生きが

菜などは娘にも分けてやっ

おいしいですね︒取れた野

手づくりの野菜は新鮮で

ちと野菜などの話ができる

そして︑同じ年代の人た

菜の世話拿右のですよ︒

になります︒いっしょに野

たが︑孫にもいい社会勉強

を作る準備をしていまず︒

ってい未了が︑︿1玉ネギ

要望・苦情等をお聞きして︑

さんから市政に対する意見・

から市立大久保保育所園庭で

を今月三十日廊の午後六時半

今年は大きいキュウリがと

れました︒

んと対話を深め︑貴重なご意

一人でも多くの市民のみなさ

出かけていき︑街角や広場で

が要望や意見を聞くことにな

ついてはそれぞれの関係部長

し毒ｙ︒そして︑細かな点に

一人ひとりの話を厘接お聞き

会場では︑池本市長が市民

と考えています︒

見︑創意を施策に反映させる

り組むためのものです︒そし

あります︒なお︑市政以外の

めに︑懇談形式で行ヶ場合も

なさんに参加していただぐた

また︑できるだけ多くのみ

ります︒

て︑市民のみなさんにも︑市

意見や要望は︑関係機関へ通

保育所遊戯室か会場にし康ｙ︒

雨天の握証︑市立大久保

い︒

未1︒お気軽にお越しぐださ

ナーも設けることになってい

いただぐため︑血圧測定コー

さらに︑健康にも注意して

い︒

広くご意見をお聞かせくださ

知することにしてい求心で

政への関心と理解を深めてい

芸場付近の略図

ただく場にしていただきたい

身近な要求の実現に籾0て取

とともに︑市民のみなさんの

じめ︑市の幹部が各地域に

キュウリやトマトなど作

的に取り組むことにしていま

ています︒おいしいといっ

市では︑市民参加の市政を

なさんからの﹁生の声﹂を聞

開孝柔ｙ︒夕涼みをかねてお

この相談は︑池本市長をは

て喜こんでくれています︒

すすめるため︑ いろいろな広

市政への反映に努めています︒

かせていただぐため︑昭和五

越1ｙｙださい︒

今年も︑八青空市民相き

を開き︑多くの市民のみな

なかでも︑幅広く市民のみ

聴活動に取り組んでいます︒

お気軽にお越しください

池本市長が出席

す︒

に章示ｙ︒

おじいちゃんが病気で寝て

健康を保つとともに︑お互い

▽応募者が多い場合は抽せん

1川刀巍尚囃
11
の交流も深めていただこうと

ひろぱで作った野菜はお︑

い弓もので︑利用されている

みんなの問題

ところで︑市の六十五歳以

今日も孫をつれて来まし

やっています︒︒
てい未了︒
このほＩ募集します老人園
芸ひろばほ︑宇治矢落三四番
地に設置するもので︑一所有者
の藤井千代さんのご協力によ

老後は

ープンし毒ｙ︒今後も︑セン

菜や花作りを楽しんでいただ

−∧なノ暑ごろ，人＝ニ

によって決定し毒ｙ︒

で接したいものです︒︒

感．月………

お年寄りからは大変好評舎汽

い︒

7月30日士市立大久保保育所で

き︑そして土に親しむことで

この老人園芸ひろぱは︑︒野

います︒

1

こ
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＝想め
十五年度から﹃青空市民相ぎ

市民の相談に親しく応じる池
本市長（昨年11月、木幡で）

りその土地を市が借ひ受け︑

青空市民相談を開催

八月下旬に開園する予定をし
てい未了︒
・利用を希望される人は︑次
の要領でお申し込みください︒
︿利用できる人﹀

在︶ゐ人︒

▽満六十歳以上︵八月一日現

▽宇治市に住民登録されてい
ヽる人︒
▽他の老人園芸ひろばを利用
されていない人︒
︿ところと区画数﹀
▽矢落老人園芸ひろぱ︵宇治
矢落三四番地︶⁝国鉄奈良
線矢落踏切り北﹃

方μ︶︒

▽約七十区画︵一区画一〇平

︿利用できる期間﹀

月十五日まで︒

▽八月下旬から昭和六十年三

﹃︿応募の方法﹀

持って福祉事務所福祉課へ

▽七月三十一日までに印鑑を

83

・花づくりで余暇を豊かに（西宇治老人園芸ぴ為ぱ七）
野菜

／
7

市の人口

宇 治 市 宇 治 琵 琶33番地
昭和57年

人口156，646人（前月比182人増）

発行宇治市

（昭和57年7月1日現在）

老人園芸ひろば

矢落に新設

め民有地の草刈りや清掃︑庭

この四年間︑公共施設を始

四年になります︒

田貞彦理事長︶が設立されて

うにと宏嵩齢者事業団︵武

の安定と生きがいがもてるよ

事の場をつくり︑老後の生活

働く意欲のある高齢者に仕

働いてみませんか
団員を募集
ヶ″トのぶつに飛んだり︑

の︑爆発音か田すもの︑口

炎や火の粉︑火花を出すも

花火の種類は多種多様︒

ことにな匯かねません︒

遊びで大やけど﹄といった

で民家全焼﹂とか︑﹃花火

を誤まれば﹁打ち上げ花火

毒了︒この花火も取り扱い

昼間の暑さ名右てしまい

かた姿で花火遊び︑思わず

風鈴の音か聞きながらゆ

火災予防

1982年（昭和57年）7月21日発行（2）
り

よ
だ
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宇治高齢者事業団

仕事を提供していただく場

事業所にご支援︑ご協力をお

合は︑事業団事務所または︑

や墓地の清掃︑公共施設の管

今後︑より幅広い仕事に取り

宇治市役所交通労政課︵容⑩

理などを請負 つて孝ましたが︑

組んでいくために団員を募集

▼資格・・55歳以上の健康で
働く意欲のある人▼受付日⁝

高齢者にふさ
わしい仕事を

シュルシュルと地面か走る
ものな片浄あり未了︒これ
らの花火か安全に楽しむた
めに︑次の点に十分注意し
てください︒

注﹃意点

て見守る︒子芦石だけで
しない︑させない︒

びをしない︒

②風の強いときは︑花火遊

③花火防人や家に向けたり
燃えやすいもののある場
所では遊ばない︒
④花火に書いてある遊び方

蛮内
地域整備計画
策定協議会
やすらぎとうるおいのある
ふるさと宇治をめ孝1地域整
備計画を痢定するため︑次の
二地域で協議会を開催︒協議
会は公開が原則で︑住民のみ

︿六地蔵・木幡地域﹀▼と

なさんは傍聴でき未了︒

き・：7月29日午後7時30分〜
9時40分▼ところ・：木幡公民
館二階学習室︒
︿笠取地域﹀▼とき・：7月
27日午後7時半ト10時▼とこ
ろ・：笠取集会所︵企画課︶

︱ｇ畝｀

せんでした︒しがし近年全

の後は︑ほとん草叢元ま

に集団発生しましたが︑そ

アタマジラミは終戦直後

で︑強いかゆみ忽とし時

にくっついて血を吸う害虫

ているアタマジラミは頭髪︒

ミの三種があり︑今発生し

コロモジラミ︑アタマジラ

シラミには︑ケジラミ︑

族ぐるみで点検し︑駆除に

れています︒今のうちに家

の気候では繁殖が弱いとさ

髪は短かく清潔に

国的に発生し増加の傾向が

には伝染病を媒介す＆恐れ

学校で発生が確認され︑保

ら保育所や幼稚園︑小・中

宇治市でも︑六月初めか

髪から確認されただけです

今のところ︑子μもの頭

もあるといわれています︒

して頭髪に寄生し︑卵を一

アタマジラミとは：主と

努めてぐださい︒

まず︒

らしの資金﹂の夏期貸付をし

生活にお困りの世帯に﹁く

お貸しで孝ません▼申込み・・・

を返済していなけれ征﹁回は

る世帯は︑貸付金の半額以上

20ヵ月の月賦返済▼対象Ｆ生

返済は4ヵ月据え置いたのち

護者に家庭での駆除に協力

絡ください︒また︑低所得で

日数個産みつけ︑一週間か

寝たきり老人には訪問健康診

が︑大人に発生していない

上のお年寄を対象に聴診や血

査を実施し拿ｙ︒〜
この検査は︑ 期間中に市内
の内科のある医院及び病院で
受診していただくもので︑費

受診票は︑︒老人クラブを通

用は無料です︒

じてお配りしていますが︑老

内︵夏期と年末貧Ｂせて︶

談のうえ︑申込書に住民票

最寄りの民生委員さんとご相
て受診を希望会ぢ人は︑福

▼貸付金額・：年間十万円以

市では︑今年も7月21日南

母子家庭の母親に

提出戦︵社会福祉協議会一︶

5日までに社会福祉協議会へ

を添えて7月27日から8月

いずれも午前9時〜午後4

3900︶へ︒受付時間は

▼貸付条件⁝無利子・無担保

防火映画を上映

る地蔵盆で消防署員が防火

町内会や自治会で催され

り毒司

場合は︑抽選することもあ

慮ください︒申込み多数の

内に上映された町内はご遠

より︑無料で半日の人間ド″

と日赤一只都府支部のご好意に

対象に︑京都第一赤十字病院

母子家庭0母親及び寡婦を

半日人間ドック

⑦吹き出し︑打ち上げなど

映画牽上映し毒了︒ご希望

時まで︒なお︑過去3年以

の筒状の花火は︑途中で

地蔵盆の夜に

火が消えても筒の中をの

今日から夏休みト︒舌右
たちが虫とり︑魚つりなどに
夢中のあまり︑野つぼや用水
路へ転落する事故が心配です︒
ご家庭で︑田畑や用水路な老
に入らないぷつにご指導ぐだ
さい︒

アタマジラミ：

ら十日でふ化し︑ニカ月間

てよく洗髪する︒

②毎日︑シャンプーを使っ

ぐし﹂でよくすく︒≒

③洗髪後は目の細い﹁すき

ほど生きます︒人間の血液
を栄養として生きるので︑

などは常に清潔にする︒

⑤下着︑シーツ︑枕カバー

④つめは短かくする︒

吸血されると頭がかゆくイ
ラ不ラ症状がおこります︒
点検のしかたは・：耳の後

点検してアタマジラミが

⑥室内の清掃は確実にする︒

部や頭頂部の頭髪をあげる
と発見丿蒙チ︒成虫は灰

京都府宇治保健所

宇治市保健衛生課︵

てぐださい︒

に相談し適切な指示を受け

あり毒ｙ炉︑医師や薬剤師

アタマジラミに効ぐ薬も

けることは控えてぐださい︒

いたら︑人込みなどへ出か

白色で体長2〜4≒幼虫
の入っている卵は光沢のあ
る灰白負殻は白色︒
予防法
アタマジラミの有無にか
か9孕次の点に注意して
ください︒
①髪はできるだけ短く︒

融機関か納税課でお納めくだ

さい︒︵納税課︶

催し

ＮＨＫ全国中継

ラジオ体操会

﹁ＮＨＫ朝のラジオ体操﹂

だ落市から全国中継放送さ

時50分集合▼ところ・・・伊勢田

▼とき・・・8月5日俐午前5

れ毒了︒

祉協議会内母子会事務局︵雲

紹介

新着フイルム

宇治市公民館では︑子ど

も向けの16ミリ映画フィル

○宇治市小倉公民館 …小倉町寺

34の7（ａ＠8290）

と共に優しいラン少年やそ

つ子熊ジャ″キーが︑妹熊

分＝大きな灰色熊を母にも

賢三さん▼申込み・：電話か

市青少年科学センター江上

剛︑夏の星座▼講師・・・京都

公民館▼テー了・宇宙の話

7時〜9時▼ところ・・・小倉

の父だもの暖かい愛情に育

申込み⁝8月10日までに市

と一緒に参加してぐださい︒

すので︑できるだけ友だち

なお︑今回は夜に開きま

はがきで小倉公民館へ︒

日面▼ところ・・・青少年野外

▼とき・：8月28日出〜29

プのっどいを開康禾ｙ︒

まぶき学級﹂では︑キャン

と仲問っぐりを泰9﹁や

障害者の学ぶ機会の保障

てください︒ふたがついてい

ている野つぼ欠二度点検し

了し養護学校へ通学中でな

身障害者で︑義務教育姦一

住または市内に勤務する心

〜6年生▼会費・：千円▼定

ラウンド▼対象・：小学校4

日㈲▼場所・：笠取小学校グ

▼とき⁝8月7日出〜8

7月24日までに宇治ロータ

い人▼参加費二人三千円

ーアクトクラブ︵容⑩31

る野つぼでも︑くみ取りロに

⁝︵第一日目︶午後2時か

カギをかけるなど一層の安全

ら飯ごらチいさん︒キャン

また︑田畑や用水路では︑

なお︑野つぼの埋立てとふ

73︶へ︒

害虫や農薬などの被害も考え

たの設置には補助制度があり

プール︑クラフトづくり▼

プファイヤー︑︵第二日目︶

員・：30人先着順▼申込み・：

ます︒くわしいことは農林茶

を見かけたら注意してあげて

業課へお問い合わせください︒

ください︒
市では︑農家のみなさんに

︵社会教育課︶
使っている野つぽにはふたを︑

▼定員⁝24人先着順▼内容

クラブのキャンプ

ローターアクト

☆

︵社会教育課︶

お願いする場合があり未了︒

害者には︑介助者の同伴を

館奎呪用し柔ｙ︒重度の障

なお︑宿泊は友愛の丘本

⑩で141︶へ︒

やまぶき学級キャンプのつどい
教育委員会社会教育課︵酋

思落涙圃カラー45分＝小

﹁てんぐ祭とがき大将﹂

く心暖まる作品です︒

奎れ成長してゆく過程を描

・▼とき：Ｌ7月31日出午後

内91（Ｓ（ｇｉ4687）

﹁くまの子ジヤッキー﹂︒

で惑星の観望もしま尤

天気がよければ天体望遠鏡

星などの惑星のお話です︒

第九回に続いて火星︑木

第12回ジュニア教室

☆

るてんぐ祭のお話︒

の子どもたちだけで行われ

学校一年生から中学生まで

9（ａ⑨280．4）

対策をお願いします︒

︵城陽市︶▼対象・：市内在

活動総合センター友愛の丘

︶

ムを二本購入しました︒子・

芦も会の行事などにご利用

ください︒

貸出し手続諏苓にてわし

○宇治市木幡公民館 …木幡内畑

アニメーションーカラー30

いことは宇治市公民館へ︒

＠宇治市公民館 …宇治里尻71の
ら祭畳︒遊んでいる子賜石

農家のみなさんは︑所有し

不用のものは埋立てをしてい

︵市民体育課︶

公民館のお知らせ

ただぐよｙつに勧めています︒

ら四十分です︒

放送は︑午前六時三十分か

してください︒

操のできる服装で︑直接集合

合は体育館︶▼参加方法⁝体

小学校グラウンド︵雨天の場

す︒お忘れなぐ︑最寄りの金

計画税の第2期分の納期月で

7月は︑固定資産税・都市

今月が納期月

固定資産税

⑩5650︶へ︒ ︵福祉課︶

⑩3141︶泰之は︑社会福

お問い合わせは福祉課︵酋

込み期間⁝8月5日まで︒

孚宮ガン検査を含む︶・▼申

査︑内科︑婦人科一般診察

トゲン︑胃腸透視︑心電図検

尿検査︑血液検査︑胸部レン

▼実施場所・・・京都第一赤十

ク︵検診︶が実施されます︒

1111111111111111111111111414111141441444411141

−■−−−−−・一岬■■−−−・ふー−■■■■■■−■−−・1

転落事故をなくそう

野つぽ・用水路

111111ｅｅ

の町内は申込んでぐださい︒

⑧絶対に花火かほぐして遊▼上映期間と時間︒：8月
ばない︒20日〜24日︑午後6時半〜

持ち歩かない︒8月5日に︑宇治市消防署

⑨花火をポケットに入れて9時▼申込み・・・7月26日〜

⑩水の入ったバケツな芦清︵豊⑩0119︶︑東宇治消

する︒宇治消防分署︵ａ0478

火用
皿備
匹し
Ｊて︑後始防分署︵ａ⑩8759︶︑西
末

ｏ︶︑西小倉消防分署︵容⑩

︵消防本部︶
ぞかない︒

火をつけない︒

⑥一度にたくさんの花火に

⑤正しい位置に点火する︒

をよぐｔＥんで必子寺る︒

祉事務所老人福祉係までご連

人クラブに加入されていなぐ

くらしの資金

圧測定︑尿検査などの健康診

か求めてい岸ｙ︒

シラミは夏場の高温多湿

とは言り扁笛せん︒

あります︒

111111−︱−︱11111−︱−−−11111−−

瞥

から8月7日出まで︑65歳以︒

老人健康診査

−−−−一一一一−−−−一一一一−一一一一一一一一一一一一−−−一一

花火は大人と一緒に

①花火遊びには大人がつい

までご連絡くださ
3141︶
︵交通労政課︶
い︒

し康司

願いしてい毒了︒゛

￢
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