蔵林寺の仏像など

薬師如来坐像

口男女比
月面人前

・白川地蔵睨の梵釦＝融釘時代

第一回指定︵45年皮︶

・自川錨蔵にの大般む紅五六三
巻︵鉛む峙代︶
・白川地蔵院の紺紙金泥法華紅

手もみ裂法＝無形文化
．

八巻︵平安時代︶
・宇■ＳＭ
財︑保持者は吉出召三郎さん

・宇治331ｉｉｔ の聖観音立像︲堅

第二回指定︵46年度︶

安時代
・宇治神社の臼色尉．山︵Ｊ忌き
の血︶＝桃山時代
・宇治浄土院の帝釈天立像＝平
安時代
第三回指定︵47年度︶

倉時代

・菟道大幻丙の弥陀三が図＝鉛

像︵東屋Ｕ音︶＝鉛分時代

・京阪宇治駅火側の閤公薩坐

議会だより
三月定例会
五十三年度予算等可決

トル
−

67．29平方キロメ

業制度を一木化するもの︶

業実加にともなう漬立金等の

一心改正︵共済組合の貯金ぷ

○軍ａｎの給与に関する条例の

根・拠を明確にずるため︶

〇手数料条例の一部改止︵祠Ｗ
ａ示りの手数料の改正︶

定数の適正化を図るもの︶

市妊部局の職員の三人減等︑

ｏ市屁ｎ定数条例の一部改正︵

○道路占川料必例の一部改正︵
道路占川料の改正︶

水路等の使川料の改正︶

・西小倉中の校合拓設等を山

○財産取糾について︵隋小倉小

○水路使川粂例の一部改止︵排

○廃棄物の処理及び消掃に閔す

定例会は︑谷竺﹈に開かれ︑

長から委員長報告があり︑﹁一

最終日には︑村出于算特別委員

理に関する条例の一部改正︵

○公会堂等の加設の設ほ及び管

に特例を設けるもの︶

年度のみ川定資産税りの納期

○市税条例の一部改止︵五十三

︿採択された請願▽

めるもの︶

城学校建設公社から取得︶

る粂例の一部改正︵ごみりの

途巾︑会期を三﹈延長︒三十

ップ額が計上されているが︑先

股会計于算等に人件費兄込みア

笹法共同集会拗の老朽化が著

Λ同意された議案▽

日︑二十九﹈問にわた︒ 父劫の

組みを既得枇とせず︑人事院勧

処理手数料の改正︶

幕を閉じました︒

告にＭづく給与条例の改正時点

しいため廃止するもの︶

め︑熱心な富立を行いました︒

から財政自主再姓計画の初年度

で改めて密議すること﹂等を内

改正︵南小倉小︑西小倉申の

○学校設ほに関する条例の一部

昭和九十羊男万Ｉ心巾議会

にあたる町一十三年度の各会計当

のあった十六議案は︑すべて原

容とした付帯決議をつけ︑付託

︵寄付を受けた奨学資金の利

︵保険料率の改正等︶

○国民健康保険条例の一部改正

園占用料の改正を行うもの︶

〇都市公園条例の一部改正︵公

る意兇書

〇一般消費税の導入反対に関す

討に関する意見書

〇﹁水田利川再編対策﹂の再検

意見書

○﹁サラ金﹂業の規制に関する

沓

○法務局支局設はに関する意見

Λ可決された意見書▽

︵文教福祉常任委員会︶

〇公民館建設に関する請願

︵建設水道常任委員会︶

求める請願

○排水路整備並びに退路整備を

する請願

○宇治川右岸︵市道︶舗装に関

︵総務常任委員会︶

仮称︶設以に関する請願

○京都地方法務局宇治出張所︵

置に関する請願

○西小倉地区に消防署支所の設

期満了に伴い再任の同意を求

の選任同意︵柳井二郎氏の任

○川定資産評価哨肖委員会委員

初予算笹一十二議案の提案説明

二日の招集日には︑几山市︒長

が行われ︑また︑予算に関連ず

開校にともな つもの︶

息が貸与可能な金額になった

Ｏ奨学資金貸与条例の一部改正
Ｏ昭和五十三年度宇治市一般会

ため貸付を開始するもの︶

案どおり可決されました︒

計予算︑昭和五十三年度農業

Λ可決された議案Ｖ

共済忠ｉ 交通災害共済事茉

旅費額等について所要の改正

○市職員旅費条例の一部改正︵

る十六議案が︑予算特別委員会

め各常任委員会が開かれ︑慎重

・国民健康保険事業・公此ｙ

に付託一一八ました︒

に審査された結米︑付託されて

水道事業・住宅新築資金等貸

三日と六日は︑請︒順密査のた

いた十五訪願りつち五請願を採

慰事業会計予算︑昭和五十二

を行うもの︶

択すべきものと決めました︒

年度一般会計補正予算︵第

付事茉の各特別会計予算︑水
問が行われ︑十人の議員がｍ

七日と八日の両日は︑一般質

して︑財政自主再建計︒画下での

一部を木幡御蔵山に編入︶

○宇の区域の変更︵木幡平尾の
︵第二号︶・宅地取得資金貸

地一号線ほか二十路線︶

○市道路線の認定︵木幡河原団

八︑九号︶国民健康保険事業

付事業︵第一号︶の各特別会

行財政の取り組み︑市長の政治
姿勢等について活発な質問が展

計補正予算︑水適事業会計補
議案審議は︑招集日のほか︑

定︵住宅新築︑住宅改修資金

神楽田の三十九号線など︶

〇市道路線の一部廃止︵小倉町

宅地取得資金の三つの貸付事

Ｏ住宅新築資金等賃付粂例の制

正予算︵第三号︶

開されました︒

十七日︑二十七日︑三十日に行
われ︑十六議案が原案どおり可
決されました︒なお︑五十二年

たり︑財政自主再建計画の達成

度一股会計補正予算の可決にあ

のため市職員の退壁雪に関す

○い

々Ｃ
だ

く
て
し
卜
一

スの貯蓄が楽しめます。あなたのご収入とご予定に

積

︒︑ ︒︒︒︒︒嗣

旦ハ世紀後︑︷〜七世紀︑伊勢
田の来迎寺に堡Ｗ
・東笠取祢名寺の日本梨＝樹齢
五百年前後︑天然記念物
第四回指定︵50年度︶

時代

・平等院の地蔵菩薩立像Ｈ⁚平安

採択すべきものと決まりまし

れ公民館建設に関する請願が

Ｏ三月三日⁝⁝請願審査が行わ

た︒

委員会活動から
五十四年四月開設に向けて取

なニュータイプの預金です。それだけにハイ・ペー

41人川

これまでに指
定した文化財

¶ ご ＿ ｊ ． − − ¶ − ・−−―■−・．−
ｌ．市の人口

油刷所新ｉｌｉｉ堂印刷

︱ＩＩ咽ｌ−Ｉａｌ一一1ＩｓＩ1一1111111ＳＩＩＩ碁1111111111

す︒︶

︵今回指定したのは左の六点で

恚咎めて二十件になります︒

屁のＢ＼回指定以米︑今回の指

六点を市指定文化財に

▽木造
阿弥陀如来坐惚

定文化財制度で︑昭和四十五年

守ろう文化遺産
千年のＭ史をほこる宇治市に

坐像︑宇治上神社本・拝殿など

▽木造
犯沙門天立像

は︑平等院鳳凰堂や阿弥陀如来

九件の国宝をはじめ︑万福寺な

地蔵菩薩立像

ど三十六件のｍ嬰文化財があり

▽木造

のき材︑寄木造り︒
▽絹木茜色如意愉凶音像
菟辿三家戸寺所有の仏画で︑鎌倉時代末期の作︒
▽約本著色釈迦三尊十六羅漢像
宇治山田の興型寺所有の仏画で︑南北朝時代の作︒

る粂例の見直しを嬰望した内容

り組んでおり︑内科︑小児科

て︑﹁伊勢田幼稚園について

収入の増加にあわせて積立金もアップできる合理的

ただけます。

72．635人
71，563人

・平等院の不動明王立像および

の付帯意見がつけられました︒
Ａ総務常任委員会▽

は︑増築のため府と協議に入

積金〉ならあなたに合ったプランを選んでい

ｌ↓，198人

二童子像＝平安時代

また︑予算特別委員会は︑十
二日間にわたって現地視琴茜一

入に関して︑三室戸小学校で

〇三月六日⁝⁝午前中︑請願審

り︑国の補助を検討したい︒

理なく実現したいものです。南京信のく定期

世帯数41．998111；帯
14！ｌｔ帯増
前月比

江戸時代

試験炊きの状況を視察︒

Ｏ三月十四日⁝⁝米飯給食の導
る方向であると報告︒午後か

につき休日の昼間だけ診察す

ら請願審査︒

査のため︑宇治川右岸道路等

また︑府営西大久保団地から

急増地域の幼稚園対策につい

○三月二十日⁝⁝市から︑人口

の現地視察を行い︑午後から

伊勢田町名木までの範囲を包

まざまお持ちでしょうが、何事も計画的に無

シ（昭和53判月1日現在）
・浄土院の養林庵轡院障昭画＝

○三月六日⁝⁝市から︑三月一

推進本部の取り組み等につい

日に設叫一された財政自主再建

て報告があった後︑請願審査

玄心設趾に関する請願ほかＩ

請願審査︒宇治川右岸︵市

括する新園の建設を考えてい

Λ建設水道常任委員会▽

請願を委員会として採択すべ

道︶舗装に関する罰願ほかＩ

く﹂と報告がありました︒

に入り︑西小倉地区に消防署

きものと決めました︒

請願を委員会として採択すべ

Λ市民環境常任委員会Ｖ

きものと決めました︒

患診療センター構想について

Ｏ三月三日⁝⁝市から︑休日急

≪／皿ｔｉＰ
不責で金

マイホーム、旅行、結婚、入学など目的はさ

宇 治 姥ａ．33Ｓ地
7京都府了冶111

ｐ
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発け所宇治市は所
ｒ｀1
゛｀
｀ ＩＩ゛
｀し：゛ｊｌ： ；し゛Ｊ・伊勢鎧力晃姻されｚ隋ね
有
仏像︒平安｀
時゜代
後期の
俊れた仏師
の作と思われる︒ひ

以上四点の彫刻は︑いずれも五ヶ讐蕃割の蔵林寺の所ｊ︲釧り

▽木造

ます︒また︑これらのほかにも
すぐれた未指定文化財や埋蔵又
化財も多く残っています︒
しかし︑これらの文化財がす
べて十分な保護々受けていると
はいえません︒そこで︑国指定
以外の文化財で︑歴史的にも芸
術的にもｍ要なもの素堡Ｍｏ︒る
ために設けられたのが宇治市指

蔵林寺所有の木造薬師如来坐像

599

あわせておはじめください。

東京都信用金庫

＝④

スタ

さあ，

●●●●●●

目標が決まったら

あなたの夢を3年で実現します。

定期積金

1攻

ｒＭｉ話ｃ3141㈹

絹本著色如意輪観音像
↓（三室戸寺所有）
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宇治市統計書

↑牒にも及ぷ湖岸堤を築造中で

ところが︑大津市用郷よｓ＾Ｈ−

あります︒

す︒このため︑琵琶湖には五〇

のように保全するかについて諮問し
日本の河川の中では流量が安定

また︑琵琶湖という大泗水池を

建設省は︑昭和四十六年に宇治川
昨年三月に答申を受けました︒市政

持っている点からも淀川本川は

治水計画を改訂し︑その内容を発表
した川といえます︒

流では︑百五十年に一度は︑天

だよりでも︑この宇治川改修計画の

ケ瀬ダムと計画中の大戸川ダム

しました︒この改修計画は相当大規
さて︑私遠の住んでいる宇治

︵仮称︶で洪水調節をしても宇

あらましや︑景観保全の問題点など
川の流域面積は四︑三四九⁚牒

治橋付近でＩ︑五〇〇ｙ毎秒の

模なもので︑この工事により︑宇治
あって︑淀川全流域の約六〇％

洪水がおこる玖狸がありま

についてシリーズで考えてみること

にも及ぴます︒しかしながら︑

す︒そこで︑このような洪水に

川かかなり変貌するものと思われま

現在の宇治・木津・桂の三川合

対処するために︑宇治楊付近の

にしましょう︒

流点での叶画洪水量は木津川が

す︒そこで︑市では︑宇治橋付近景

査時︶にも這しています︒淀川

観保全対策協議会に対し︑景観をど
修のかかわりについて考えてみ

四︑六〇五ｙ毎秒︑桂川が二︑

計画が今回建殴省から発表され

一︑五〇〇ｙにかえる河川改修

計画洪水量を九〇〇ｙ毎秒から

顎零気象学的に分類すると︑

計画洪水量は

ましょう︒
淀川流域は大阪︑
京都︑滋賀︑兵庫︑
奈良︑三重のニ府

なお︑こういった河川改修計

ている宇治川改修計圃です︒

圃は淀川流斌全体におよぷもの

で︑現在︑下流では改修工事が

宇治コース

小倉コース

五百円で発売中
速に高まっており︑広く市民の
みなさんにも利用していただこ

市では︑このほど︑宇治市統
計書︲−昭和五十二缶菌器発
うと作製したものです︒

調整室調査統計係までお越しく

ご入用の方は︑市役所の企画

刊︒ただいま︑一冊五百円で︑
広く市民のみなさんに発蔵Ｕて
います︒
ださい︒

琵琶湖の遊水性を
最大限に利用し︑

水も下流に流さずに下流の水を

洪水時には一滴の
七八〇ｙ毎秒で︑これらの川に

実施されつつあります︒

毎秒一︑五〇〇トン
①雨量の少ない瀬戸内海型気候

先に海に流そうとするもので

よい通学ができます…（宇治・小倉・伊勢田・寺田・富野荘・淀・くずは各コースあり）

淀川流域と
宇治川改修
その総面積は八︑

四県にまたがり︑
宇治川は淀川流域に属してお
二四〇Ｍに及ぷ大

比べると宇治川は九〇〇ｙ毎秒

る地形と洪水の関係﹂について

○優秀コーチによる1グループ約10名の能力別指導ですので、上達は抜群です。

この統計書は︑宇治市の人口

保健婦の代
替職員募集
り︑今︑宇治市で大きな問題と

区に属する下流部︑②台風によ

なっている宇治川改修計画は淀

る雨量の多い紀用山地に連なる

宇治川改修計画についてのご

考えてみることにしましょう︒

〇スクールバス（無料）がお宅の近くまで定時に送迎しますので時間効率の

栄町

ツ勺賢禁新年度生徒募集
スイミングスクール

スクールバスの主な停留所

同志社大

や産業経済︑社会︑文教︑行政
など︑あらゆる分野にわたって
基本的な統計資料を総合的に集
騨しています︒
近年︑社会・経済の贅しい発

計の利用と必箆蕪各方面で急
川流域全体のことをぬきにして

木津川上流部︑③降雪量の多い

次回は︑﹁宇治市を中心とす

は考えられません︒そこで︑ま

日本海側気候区に属する琵琶湖

▽例会日・・・毎月第三水曜日

さん︶

︵紹介文は木幡用山の三谷敏子

想などを聞くのは楽しみです︒

ちょっぴり苦手ですが︑人の感

例会日に感想を述べ合うのは

なＡ．思っています︒

お友達︵仲間︶がふえるといい

ぱいです︒そして︑同じ思いの

今は寫 に知りたい心でいっ

じみ思っています3

見させてくれるものだと︑しみ

があって︑いろいろなことを発

世の中には︑爽にいろいろな本

クルに参加したこの二年の間に

文学講座に続いての文学サー

ません︒

意見・お問い合せは宇治市建殷

泣いたり︑怒ったり︑悲しんだ

部管理課まで︒

北部︑④前線性雨量の多い桂川

ることになっています︒また︑十五日の土曜日夜

り︑喜んだりＩさまざまな思

ときには︑自分がひとまわり大

で︑課題のあの本を読みあげな

﹁今日はどこにも出かけない

文学
サークル

上流部の四つに分類できます︒

にはマジックショウやちびっこ漫画映画大会など

（宇治川平等院ｉｉ）

このため︑水の流出期がずれ︑

公民館サークル紹介

ず最初に︑淀川流域と宇治川改

宇治川改修計画

ヨシノなどの桜かいっせいに咲きほこっていま

いろいろなアトラクションが催されることになっ

憩所の前庭でかがり火をたいて野点席が設けられ

す︒また︑一日からは第二回宇治川桜まつりも催

きくなったような気がしてなり

いに胸をふくらませ読み終えた
戸外に出たり︑人に会ったり

くては・・・﹂

するのも楽しいけれど︑こうし

満3歳以上
●お申し込みは京都府久世郡久御山町下津屋41
￥5，000−
近鉄大久保駅より淀行バス（約7分）下津屋口下車
￥4，200−（週1ａ】
ＴＥＬ0774−43−8100（事務局まで）
￥5，800―（週2回）

●授

いま︑宇治川平等院堤や宇治公園では︑ソメイ

され︑訪れた家族連れの花見客でにぎわっていま

ています︒
春の宇治川を満喫されてはいかがでしょう︒

す︒
この桜まつりは十六日の夜まで開かれる予定で
期間中︑植木市や模擬店がでるほか︑毎夜市営休

ソメイヨシノなど200本が咲きほこる桜のトンネル

戻と複雑化にともない︑負屁

家族連れで賑わう

国鉄新田駅
ニチモショツプ 城南高校
砂田，浅田酒店 神明
西小倉小学校
城南荘
白伊志家具
西町
小倉駅前センター市役所パス停
田園ボウル
ユニチカ前
小倉ゴルフ
蔭山
伊勢田バス停
曽根病院
新田郵便局
西友前
大久保駅
北山住宅
大久保スポーツレーン
レストランカンダ

●入
●入

市史を学ぶ会

春らんまん

（2）
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①

で︑重度の障害を脊している人

病者手帳の交付を受けている人

は郵便によるぶ在者投票をする

ことができます︒

京都府知事選挙・府議会議員禰欠選挙は四月九日におわ

員補欠選挙の投票日は四月二十三日となっています︒ひと

りましたが︑三月三十一日告示された参議院京都府選出議

選挙公報は
新聞折込みで

合︑遥挙管理委員会までご連絡

六紙です︒もし届かなかった場

22−2225

先陣争い
なたの意見を反映させましょう︒

り侃稚することなく大切な一票を正しく使い︑国政にあ

どのため出歩けない︑宇治市か
ら他の市町村︵城陽市・久御山

町を除く︶へ住所を移したＩ

もれなく投票を

参議院補欠選挙

投票できる人

年4月24
曰以前に

このような場合に不在者投果を

生まれ︑

昭和52年12月30日以前に住民登

立会演説会

録されている人です︒

不在者投票
できる場合
投票日の二十三日に︑仕事や
やひを得ない用務・事故で市外
に滞在している︑病気や出産な

すます複雑化し︑人権擁護委員

住宅の新築・増改築はローンをご利用下さい。

ｌｉ︲1111ｅ

宇治蔭山17の32

ｃ0774（31）5038

手続は簡単、当社にお気軽にご相談下さい。

の活躍がさらに期待されていま

すが︑私たら自身も複利をただ

主張するだけでなく︑相手の人

権を尊重し︑思いやりあふれた

人権擁護委員は市民のみなさ

木曜日の午前10時〜午後3時に

人間関係を育てていきましょ

んのなかから人格識見ともに豊

川東公民館で開いています︒こ

人権擁護委員
10人きまる
宇治市の人相擁護委員が三月

かな人が選ばれます︒そして︑

のほか︑各委員の自宅や京都地

なお︑人権相談は︑毎月第一
十五日付で法務大臣から委嘱さ

市民の基本的人権が守られてい

方法務局人権擁護課︵Ⅲ−231

う︒

れました︒

るかどうかを監視したり︑人橋

小倉町西浦72

松本得一

︵宇治公園中の島で︶

思想の普及や高揚を推進するた

山口政一

22−2444

製品につ■家庭用計量器検定マーク

21−2249

られます・︒ついているのは乳母

宇治善法18

このＭＳに合格した製品につ︲

付けています︒相談は無料で︑

︲〇一三一番︶でも相談を受け

41−6488

山花忠次郎

川のヘル

め︑人権相談の受け付けをはじ

21−3458

大久保町山ノ内1

車や歩行

秘密は固く守られますので気軽

菟道丸山1の69

向井信雄

メット︑
一圧力なべ

め︑人植侵犯事件の調査・報告

前川桂子

お︑二殴

にお越しください︒

佐久間重一

21−2207

里

をするなど︑無報酬で幅広い活

22−0153，

宇治妙楽114

等︒なお

槙島町北内53

ところで︑私たちの社会はま

動をされています︒

熊木治夫

クがつきます︒

31−8489

ベッド︑

木幡熊小路4の8

特例とし

21−2030

井戸田侃

−消火器検定合格証

31−8250

宇治妙楽108

＾ク浴榔

けられます︒

用には左のマークがそれぞれつ

構造や精度について規定の検

−計量検定証印

かり︑ガ

木幡大瀬戸50

入江甚之輔

ｍ昌大力建設

木造建築のづことなら
ぜひ当社にご用命を

23日投票日
荒木嘉夫

プラスｉｋ

ｈｕ⑧
ｍ

⑥
日屈託能鮭
飯能Ｕリゴ
ス・水道
等のメ ・︲タ ・・などについていま
す︒

人権擁護委員

スびんにはＳ

暮らしに役立てよう

安全性のマーク
洒︒4

やし査詣§

本場宇治茶で風流野点席

国が指
定した製

て︑栂遣

ふたなど︒なお︑ｓＧマークの

全品につい

製品には：ＳＡ竿万円までの損害

や材質︑
ｍｐ状況など国の定めた基準に

賂竹制度があります︒

る以気器μにつけられます︒と

具などにつけられます︒

ｂ：ｋ川品取締法の規制を受け

−電気用品のマーク

合格したものにつけられます︒

消費者コーナー

形外レオきの枠オ−Ｐ？

マがにスラ｜円はテジ
国家検定に合格したガス器具

■ガス器具検査合格証

四難⑨Θ

宇治川
桜まつり
ついている品目は野球用や乗車

⑩

Ｖ
くに︑ａ険皮の高い冷蔵庫Ｑ−ｔＳ
子レンジ等にはこのマークがつ
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出品してください

ー

す
・煙で見通しが悪くなり恐怖感

は︑このような火災によって発
生する煙から逃げるには︑どう
したらよいでしょうか︒次のこ
とがらを心にとめておきましょ

を与える
・有携一ガスを含んでいる
う︒

火災における死者の統計をみ

者︵煙死︶が増えています︒最

使い捨ての
ライターに注意

調査すると︑こども

ないよう︑おとなが

のライター遊ぴが多

・火災のとき︑煙が階段を上昇

う︒また︑通称︒百

十分気をつけましょ

いようです︒こども

する速さは︑毎秒3〜5μで

・お尻を上げて︑ひざでけって

の建材にくらべて煙の量が多く

横への広がりはＯ・5〜1肩

れている便い捨ての

円ライター と呼ば

近の建築物の材料や内容物に石

発生し︑また︑有毒ガスを合ん

です︵参考・・人が水平に歩く

ライターを捨てる時

にライターを持たせ

だ煙が建物内部に充満します︒

速さは約1〜1・5μ︶

進む︵腹ばいになってしまう

このため煙により逃げ場旁つし

ｆ3ハンカＭ−タオルを口にあ

と早ぐ進まない︶

なったり︑煙を吸って呼吸がで

油製品が数多く使用されていま

きなくなって︑煙死にいたって

は︑残量を確認する

てください︒なお︑解散は午後
1時半ごろの予定です︒

スクール会員募集
■ジュニアテニス

の毎土曜日︑午後2

▽期間・：4月22日〜7月8日

▽対ま・；小学五〜六年生
ご希望の人は︑宇治エスペラ

ト代が約四百円

▽受調料・：月額＝冒円テキヌ

▽ところ・：神明小学校

午前9時〜11時

曜日︵約3ヵ月︶

▽とき・・・4月18日から毎週火

きます︒

てる︵ぬらした方がより効果

さい︒

初等講習会

■エスペラント

︵交通労政課︶

いる例が殆んどであります︒で

すが︑ひとたび火災になれば他

つてにげる

有害 猛スピード こわい煙

顔を床にすりつけるようには

かろうじて空気があるので︑

・床上20りμぐらいのところは

る︶

田姿勢岑僊くする︵はって逃げ

・微粒子が肺細胞に入り窒息す

まで申し込んでください︒ただ

5月に春の市民文化祭
る

出品希望の人は︑四月十五日

・煙の上昇は急超である
第十一回春の市民文化祭が︑

性はふるって参加してくださ

よる死者ではなく︑煙による死

ますと︑昔とはちがって焼死に

す︒

し︑持お込みは文化祭の前日で

員会ｕ会教育課内の第十一回春
の市民文化祭実行委員会事務局

・しかし︑はなやかな宣伝の裏

なブームになっています︒

にで皇君ことができ︑大へん

安全な乗り方教室
ミニバイク
ミｎパイク︵50｀以下︶は︑
準科試験にさえ合格すればすぐ

︵社会教育課︶

から二十八日の間に︑市教育委

館およぴ宇治神社を会場に開催
されます︒あなたの作品を出品
してみませんか︒
募集している作品は︑生花︑
絵圃︑写真︵全紙以下四ツ切ま
で︶︑俳句︑短歌︵色紙︑短冊
書き︶︑手芸︵押絵・アート
フラワー・・へＩパークラフトな
ど︶などの文化作品です︒

に︑悲惨な交通事故が激増して

宇治市内でもバイクの運転が

いるのが現状です︒

不慣れであったため︑他の車と
衝突するという事故も起きてい
ます︒
そこで︑宇治市交通安全対策

協賛をえて︑4月16日︵日︶︑

い︒子どもさんには託児所岑用

協議会では︑大久保自教労組の

午前9時半からＣｉ時半まで大久

意しています︒

持っている人で運転に不安のあ

参加をご希望の人は︑市役所

る人を対象としています︒

交通労政課まで申し込んでくだ

園事務所︵⑩1905番︶へ︒

お申し込みは︑宇治市黄聚公

▽会場・・・琵琶コート

時〜4時まで

ント会の中村さん︵0ニ○四七
番︶か︑加藤さん︵0六二〇六
番︶まで︒

■オリエンテー

なお︑先着50人で︑会費三千

▽主催・・・軟式庭球協会

円を4月15日に納めていただき

耐震消火装置付の
石油ストーブを

受講希望の人は︑当日会場へ

︵公民館︶

直接お越しください︒

郵便ハガキ

■身体障害者に

ＩＢｕｓｈＨＩ＾ＨＨＢｕｉｍＨ

大塚式
朝⁚月・水︵週二回︶｀○
夜¨火゛木

ドレメ式

閉−ｓ一

ｏ月・木︵週二回︶ｎ−四皿

裏千家

ひつじ会
ｏ日︵週一回︶
ｌ︲Ｍｓ

ｏ水︵週一回︶
曙︱幽

池坊
ｏ水︵週一回︶
爾ＩＩ扁

○小・中学生土・□
○高・一般土
○個人コース水・ホ・土・日

〇児童画コース火
〇基礎コース
○油彩コース水
ｎ圓扁固■

ｍ−目圃

ｏ木︵週一回︶

〇月・水・金︵週一回︶
悶︱Ｅ圖

医頑匿トご゛−づ想即註球響慾1惣
温…… に
22Ｈ（土）Ｉ≫Ｗｉ7）ｇｌｉ？，0〜12・§？。諮問？ｊｊ勁？，ｌ
1
匝順順漕ぶ

五月三日︑四日の両日︑市民会

消防豆知

保自動軍教習所で︑﹁ミ 一バイ
クの安全な乗り方教室﹂を開き
ます︒この教室では安全に運転
をするために︑まず学科の復習
をしてから実技の摺導をするこ
とになっています︒とくに︑女

識

（0774）43−7635

大久保文化センター

事務局

宇治市広野町西裏99
（近鉄大久保駅東2分）

4月生募集中
鼎 即ケ回］ムｉ
＼ヨフｊｌｌづ｜｜㈲
。
，？，

一︱−−−−−︱−一ＩＩΦ1111111111111111111111111111111111111111111111自−ＩＩ−111111111自11111111111111ｓａｓ

心地よく安全に
バイクは
そよかぜ作戦

大久保小に
少年の像

リングのつどい

ます︒︵社会教育課︶

園芸教室

■小倉公民分館

買いましょう

タバコは宇治市内で

☆開講日14日（金）

大久保校雪（0774）43−2000
事務局宇治市広野町西裏99

☆開講日11日（火）
艶垂厠乳ｓ？Ｍ

旭
元気に育て

Ｉｅ一ａ

■・・■●・
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