なくそうウッカリ火災
ことしも︑十一月二十六日から十二月二日まで︑全国いっせいに︑秋
の火災予防逆勁がくりひろげられます︒毎年︑この時期から来年の春に
かけては︑火災がたくさん発生するときです︒あなたのおうちや職場は

京都府宇治市宇冶琵琶ＵＳ地
電話＠3141㈹

ほか一箇所を現地調査しまし
た︒帰庁後︑観流橋護岸の復
旧工事について市から説明を
受け︑引き続き請願審査に入
り︑認定道路舗装に関する謂
願ほか一請願を採択すべきも
のと決しました︒

新進堂印刷

○十月十八日・＝市から︑木幡用

委員会活動から
北六号線など九月定例会で市山の開発経過およぴ広野町の
這認定の議案が提出予定され開発に関連し︑集中浄化槽の
ている八路線の現地調査を行容量算定等について脱明を受

出た観流橋︑およぴ請願が出○九月二十二日・・・午前中︑市か

八日に護岸が崩壊しけが人の常任委員会Ｖ

〇九月二十一日・・・午後から︑十Λ市民環境

いました︒けました︒

宇治市役所
てんぷらａを忘れている
されている市道宮の前牛岩線

だいじょうぶでしょうか︒この運動を契機に︑いまいちど︑身のまわり

■
■〃

●●

■●

の防火点検をすすめてみたいものです︒

九︑十月に行われた委員会の
活動は次のとおりでした︒
Λ総務常任委員会▽
○九月十七日・・・請願審査が行わ
れ︑集会所建設の︷1願が採択
すべきものと決した後︑市か
ら︑市旗の制定およぴ九月定
例会に提出予定の議案につい
て脱明を受けました︒

経た後において契約金額の変

〇九月二十九日・・・議会の議決を

更ができる限度を現行の＝早
万円から六千万円に改正する
こと等︑﹁地方自治法第百八

9月・10月の

議会だより

秋の火災予防運動

十条の規定に基づく市長専決

市の人□

口男女比
人ｍ

道矢落半日線の踏切道につい
て国鉄当局との交渉経過に関
して説明があり︑国鉄側は︑
踏切としての位置づけを行っ
ていないが︑市としては︑現
実の通行量をふまえ︑踏切殷
置の方向で国鉄と積極的に交
渉していく︑という脱明があ
りました︒午後からは請願審
査に入り︑近鉄沿線ぞいの農
業用水路埋立整備に関する晴
願を採択すべきものと決しま
した︒

常任委員会Ｖ

Λ文教福祉

Ｏ九月二十二日＝・午前中︑教育
委員会から︑宇治中での教師
による体罰行為についての事
実内容と教育委員会としての

職場では⁝⁝

することは避けましょう︒ま

しないのはもちろん︑他の人

☆寝タバコは危険です︒自分が

☆自分が便う火は︑消すまで自

ょう︒

にもさせないよう注意しまし

た︑つねに︑安全な避難方法
を考えておきましょう︒

検しましょう︒

☆寝る前には︑火の元を必ず点

知恵がいっぱい

分で責任をもち︑そのつμ受

全を確認しましょう︒

してみましょう︒

☆一日一回︑防火について反省

せて工夫した不用品の再利用︑

白川や笠取の生活改善グループ

が考案したフキの家庭料理や手

作りのミソ・こんにゃく・梅酒

などのＷＩ6 琵琶湖や宇治川の

テストコーナーがある︒ここで

などの即売1︒

習グループの訴え︒野菜や陶器

汚染の恐ろしさ≪ ｈ；る公害学
﹁わあＩ︒お菓子の中に︑こ

は︑お菓子やアメなどに含まれ

くらしを守る消費生活展
んなに色素が入っているんです

ている色素を検出したり︑たま

︶の改正について教育委員会

および近鉄伊勢印一号踏切を

なおしてみようと訴えていまし

日の消費生活をもう一度みつめ

守る知恵がいっぱい︒食品の安

つづいては︑市内の消費者十

全性や不当考ｙ︑再利用など毎

一団体の研究発表つＩナー︒婦

た︒

ごや牛乳の新鮮度などをみんな

人会の方が生活の知恵を働らか

の前で検査している︒

どの碧作物やパネルも生活を

か︒こわいわ⁝⁝﹂
十月二十七日から三日間︑市
民会館で開かれた﹃くらしを守

および福祉事務所から説明を

家庭では⁝⁝

午後は︑福祉事務所から九月

る消費生活展﹄に入ると︑まず

定例会に提出予定の福祉関係

受けました︒

現地調査し︑午後からは︑市

都線の沿線にある小倉町蓮池

Ｏ九月十四日 ：午前中︑近鉄京

特別委員会▽

Λ近鉄対策

の補正予算の内容について脱
明を受けた後︑請願番査を行
い雲鴇飯制度の確立に関す
る請願ほか四請願を採択すべ

〇九月一一十六日・・・午前中︑教育

から︑小倉町山中団地付近で

きものと決しました︒

委員会から︑新殷校での屋内

審ｍ行い︑近鉄騒音︑振勁

ついて説明を受けた後︑請願

置に伴う騒音︑振動状況等に

の口ングレール化︑防音壁設

運動場等の建殷内容について
脱明を受け︑午後からは︑請・
願審査に入り︑﹁ことばの教

の対策に関する謂願を採択す

室﹂早期開殷に関する請願は
か一請願を採択すべきものと

べきものと決しました︒

決しました︒
〇十月十一日⁝午前中︑市立幼︒

る騒音︑振動公害の解消を求
める請願を採択すべきものと

〇九月三十日＝・近鉄京都線によ

決しました︒

稚園七園の施段整備状況につ

らは︑学校別段使用料の徴収

いて現地調査を行い︑午後か

育成学級迎営協力金の設定お
よぴ保育料︵幼稚園と保育所

男子従業員募集

11111111自111111ｅ−︱−1111111自1−111111111自

若千名

Ｉｌ−111111111自1111111411111111111111111ａＩ・

緑化事業部宇治市伊勢田町北山費0774（22）9353

積
面

ら︑国鉄奈良線を横断する市

タバコの不始末

出火原因︑多い

でも昨年を上回っています︒

件︑半焼が二件もあり︑損害額

ています︒このうち︑全焼が四

年間の建物火災を早くも上回っ

火災が二十九件もあり︑昨年一

火災発生状況をみますと︑建物

ことしになって︑十月までの

11月1日現在）
世帯数41，691世帯
前月比
49世帯増
143，114人
72，200人
70，914人
211人増
対疫沼一について説明を受け

・・・●・・●●●−・・−・．●

本社宇治市五ヶ庄折坂21−35ｃ0774（32）0527代，8877

Ｉ●・

事業内容造園資材一式を安値即売／／
小物・白川砂・植木土・カヌマ土・鉢物
庭石・杉苔・芝・各種肥料薬品・その他
よ跨遠国糠式会社

｀゜゛゛

ｒ゛

・13日ＡＭ8：30〜ＰＭ7：00駐車場完備

12日

11月

11．26．〜12．2．
事項﹂について協礪を行いま
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鳥田市長も熱心に観察…テストコーナー

豊富なデーターをメモする人も……
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トノレ

配水池

ここからみなさんの家庭に
水を送ります

新装なった宇治浄水場管理本館

送水ポンプ

第4次水道拡張工事

計装室

水質試験室

ｉｒｌＩＩＩ1ＩＩＩＩ

︵ＵＨＦ34チャンネル︶

毎週月曜日の午後六時二十分から近

しか勃ｙ靴するけ伊妁のた珈ご

このポンプで配水池に
水を送ります

五ケ庄の宇治川沿いにある宇治浄水場では︑現在︑新設拡張工事

の完成に向けて着々と工事がすすめられていますが︑すでに一部完

成した施設を使って今月八日から運転を開始︒一日三千トンの給水

をはじめました︒︵来年五月からは八千トンになります︶そこで︑

水源となる宇治川の伏流水と深井戸からくみ上げられた原水は︑

本号では︑これらの各施設のあらましを写真で紹介しましょう︒

浄水場で着水井︑薬品注入︑薬品沈澱池︑急速ろ過設備︒滅菌処理

の工程を経て配水池に送られ︑そこから自然流下により各家庭に給

水されます︒このように︑私たちが安心して使っている暮らしの水

／ｕｌχ
毛髪から生まれたパーマ液昏
Ｌ−天然システインだから髪をいためません。
9ｖｔｍいやな臭いもしません。
自然なツヤでセットも長持ち
ダイナミックなボリューム、．
広野町朝日ケ丘七筋目右営43−0291この・−クの●●11ぐぅｆ．ブラッシングで思いのままのヘアスタイル。
小倉丸山百貨店東嗇22−1607

④

／Ｊ□ｂ‰

Γ

｀4｀∩，

鳶

五ケ庄大林
昔31−5509／

御利用ください

φ

尹び‰

ヅぬ

Ｄ−ｅ

繋ヰ

皆様のお近くの美容室を

第431号（2）
昭和ｔ・年ｔ月ｉ囃日集ｉ雅廊便物認可

り

新宇治浄水場

急速ろ過装置（3基）

薬品処理された水を

は︑浄水場で多くの工程を経て飲み水につくりかえられているので

ところで︑宇治市の水源の九十％は宇治市︑城陽市︑八幡市︑久

市政の動き︑行事などをお知らせし

ｆ1ｔ：ＩＨ ｆ＜−＾！＞≫＾Ｗ≫≫−Ｊｌ− ＾1≪Ｗ≫

53年1月から「貯蓄の目」が「ミ積金六」にかわります，

ていますので︑ぜひごらんください︒

2年満期
3年満期． 5年満期
1年満期
（12回掛） （24回掛） （36回掛） （60回掛）
5．000円 61．105円 124，250円 189．43Ｓ円325，925円

す︒

毎月の

御山町を給水対象とする府営山城水道に依存しています︒しかし︒

人口の急増や生活水準の向上などによりこの山城水道も近く限界に

くることが予想されており︑宇治市では︑市民の生活に欠かすこと

で構成される予定です︒｀

ます︒この懇談会は市長の私的な諮問機関として市民︑知識経験者

見を求めるために︒近く水道事業懇談会を設置することになってい

宇治市の水道事業経営のあり方や将来の給水計画などについて意

水道事業懇談会を設置

かなえることができます︒

となり︑宇治市全体能力の約二十％をしめ︑三万五千七百人までま

で︑全工事が完成すれば一日二万七百トンの給水能力をもつ浄水場

宇治浄水場新設拡張工事はこの第四次拡張事業の中心となるもの

水源の開発や配水施設の整備などに取り組んでいます︒

のできない水を確保するため八第四次水道拡張事業にもとづき自己

治浄水場

急速ろ過装置に送り

1．136，6101，955，550

745，500

366，630

30．000

651．850

378．870

248．500

122．210

10，000

ｌ

いよいよ給水開始
ろ過ポンプ
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掛金

1心7ｊ
濤と
七二ｊｊｔ

20，000 244，420 497，000 757，740 1，303，700

（ｊ盲ぶＪ）

定金毎月一定額をお積立てください〈期積〉期間，ｉ1．2．3．

≫氷丿・

●プランを立て今からお始めください。

〈南京信〉
・：ｊヽ゛1¨ｊ゛驚・
積金デ
芦

＾ｌ

新宇治浄水場
ます

薬品沈でん池

Ｔ四

呼い台
第3種郵便物認可毎月3回1・11・21日発行定価1部5円
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11月14日から16日まで

市に在住している人です︒
合には︑抽選によって決定し

定員を上回りやむをえない場

西小倉中学校

南小倉小学校

☆受付日時⁝各園とも11月

幼稚園児の募集
昭和53年度の宇治市立幼稚園
児︵一年保育︶を募集します︒
☆入間該当者⁝昭和47年4
14日から16日までの午後1時

お渡しします︒希望される幼

ます︒
○入園許可は申し込みの順番で
はありません︒入園吽可書は
後日保護者あてに送ります︒
お問い合せは葦稚園︑また
は市教育委員会学校教育課︵電
話0局314ｔ番︶まで︒なお
幼稚園へのお問い合せは︑保育
時間の関係上︑午後2時以降に
お願いします︒︒
︵学校教育課︶

校章を募集します

はそれと同じ大きさの白紙に
黒色で実物大以上にデザイン
し︑校名を記入︒さらに︑デ
ザインの注釈と住所︑氏名︑
年齢︑職業を明記してくださ
い︒
▽応募期間・・・11月11日︵金︶〜

12月10日︵土︶

宇治市教育委員会学校教育課

▽応募先・・・宇治市宇治琵琶33︑

まで郵送または持参してくだ
さい︒
︵学校教育課︶

こどなたちに健全な遊ぴの場
をつくる目的で︑﹃第一回宇治
市こどもまつり﹄が開催されま
す︒秋の太陽をＩぱいあぴて思

工細工︑しゃぽん玉︑切ひ
紙︑おじゃみ︑あやとり︑
糸電話︑らくがき︑赤ちゃ
ん広場
・小・中学生向き・・・らく焼き

もちつき︑とうもろこし︑

Ｏ模擬店コーナー

いか︑ヨウヨウ︑わたがし

その他いろいろ

人形劇︑映画

青少年頭萱場では︑

相談＝−ナー

が設けられま

す︒

五十円︵息Ｔ中学生︶︑お

は︑こども

〇参加協力券

とな百円です︒

ザ予防接種

消防講演会

看護学習会

︵教育委員会︶

スポンジ工作︑竹細工︑な

らくがき大会

わし大会︑スポーツ教室︑

竹馬はやのり競争︑＝マま

わ工作︑フラワーコーナー

11月20日︑黄槃京大グラウンド

こどもまつり

う存分遊んでみようではあｓ＞ｗ
せんか︒
○とき・：11月
卵日︵日︶
午前10時〜
午後3時半
︹雨のとき
は11月23日︵祝︶︺
〇ところ・・・黄聚の京大総合グラ
ウンド

・乳幼児向き・・・粘土工作︑木

○お楽しみコーナー

﹂トト家族ぐるみで︑今すぐ交

﹁わずかな会費で大きな保障
して︑11月26日まで交通災害共

︵交通労政課︶

通災害共済に加入しましょう︒

保育所での一括加入営呵を中止

済の加入促進と︑新年度の切り

小倉町の神楽田遺跡の弥生式土

インフルエン

かえ手続きを町内会・自治会の

器などのまわりは黒山の人だか

笑

視覚障害者が対象

ヨ

専門の工事店に依頼し、安全な配線にお直し下さい。
当協会では、漏電・感電・電気火災の危険を防ぐために、定期的に電気配線

☆願書⁝各園で舜付期間中に

稚園で受け取り︑ｔ記入・提出
してください︒なお︑当日は
かならず幼児同伴で︑印鑑を
持参してください︒

役員さんのご協力によって実厖
しています︒
本市の交通災害共済の掛金は
年間五百円で︑例えば︑・自転車
で転んでけがをした場合や︑入
院せずにわずか一日の治1＊受
けた場合などにも最低一万円の

事故で死亡した時は百万円支給

見舞金が支給されますし︑交通

秋の市民文化祭は力作がづらり

りでした︒

師の診断書などが必妥です︶

されます︒︵交通事故証明・医

と並べられ︑多くの参観者の目

庵寺山古墳から出土した埴輪やれた菊花展1111生徒で︑施設で受けられなか

文化財﹂の展示場は大盛況で︑写真は丹精こめて作ら︒校︑中学校︑高等学校の児童

ことし始めて設けられた﹁埋蔵ａａａｊ⁝⁝⁝︒︒︒︒︒︒︒⁝⁝︒⁝⁝⁝⁝︒︒︒︒︒一■対ま・：保育所や幼稚園︑小学

をうばっていました︒とくに︑

市では今年から学校︑幼稚園

うか︒

11月は︑宇治市交通災害共済
の切りかえ時です︒あなたは︑

交通災害共済
もう手良きをすまされたでしょ

きりかえは
おすみですか

月2日から昭和48年4月1日

所在地
募集定員
電話
160名 宇治妙楽128
21−2703
槙島町石橋ｉ3
21−2708
120名ｍ名
大久保町山の内3 41−7224
200名 宇治野神57
22−0495
160名 小倉町西山44
22−1503
240名 五ヶ庄梅林官有地 31−8259
80名 木幡桧尾47−1
32−9439
幼稚園名
菟道幼稚園
槙島幼稚園
大久保幼稚園
神明幼稚園
伊勢田幼稚園
東宇治幼稚園
木幡幼稚園

○希望幼稚園で応募者歎が募集

お知らせ

け花︑盆栽などのみごとな作品
居ｙ−十一月五日と六日の両
日︑市民会館を中心に催された

でんぎの安全まもる闘関西電気保安協会
京都支部

京都市東山区今熊野池田町4−8電話（075）541−5375（代）

今

力いっぱい
障害児学級運動会

秋の市民文化祭
菊花展︑壬一筰品や書道︑い

力作づらり

までに生まれた幼児で︑宇治

宇治市立幼稚園
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お宅では、電気を安全にお使いですか

みなさまのお宅では、コードを釘やステップルなどで柱や壁に固定しておら
れませんか。こんな配線は、漏電や火災の原因になり危険です。

などの、安全診断をしています。
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