夏休み後半のすごし方

子どもが自主的に
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入ります︒子どもたちに悔い力

実態調査を行いました︒それに

では︑先日︑子どもたらの生活

井関まず︑私たらの学校

前月比208人増
前月比−一
一一

いった︒受身で消極的な生活がも

こういう状態が長く続きまず

っとふえると考えられます︒

坊健二先生

まず︑説自身が少しの間でも

です︒

来の活発な姿にもどっていくの

ました︒すると︑子どもは︑本

こわれて使えなくなってしまい

体験したことですが︑テレビが

ところで︑これは私の家庭で

身についてしまいます︒

と︑非常に無気力な生活習慣が

井関守先生

テレビ暇れしてみせればどうか
と忠うのですが⁝⁝︒

せっかくの休みです︒たとえは遊びを教わったりできるわけ
ば︑鉄棒ができないということですから︑家に閉じこもらずに

作文など苦手なものに取り組ん

を取りもどすとか︑読書や絵画

するきっかけをつくってやるこ

としては︑子どもが地域で活動

岩渕そのとおりです︒観

であれば鉄樺を毎日やって自信参加してほしいと思いますね︒

でみるとか⁝⁝︒とにかく︑子

親は機会を与

しょうか︒

ってやることが大切ではないで

睨が教えたり︑きっかけをつく

る子どもはむしろ少ないので︑

余暇の利用のしかたを知ってい

もたらだけでやらせるとか⁝︒

か︑ラジオ体操を企画して子ど

たとえば︑野球大会を催すと

とが大切ですね︒

積極的参加

地域活動に

思います︒

し︑充実感を味わってほしいと

どもが自主的に︑積極的に過ご

交通事故から守りましょう

えるだけに⁝

大切な心の

ょに入ったり︑昔のことや人生

しいと思います︒風呂にいっし

など憲限ったりしてやる︒これ

をやらないと︑子どもの心はカ

サカサにひからぴてしまいます
よ︒

働くこと

の喜びを

体を十分

きたえよう

くに︑学校では学習が中心にな

りがらで︑身体を便うことが不

足しています︒身体をきたえる

運動をして体力をつけてほしい

基礎体力をつけることや︑早

ですね︒

寝早起の規則正しい生活 ｍｏ

ことは︑学習にも大きく影響す

るからです︒

ありがとうございました︒お母

−きょうは︑お忙しいところ

さんやお父さんなど︑家の人だ

子どもたらが︑元気に︑楽しく

けでなく︑地域のみなさんも︑

すごせるように援助してあげる
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積
面

から︑一ｙレビやマンガをみると

みには豊富な時間があるのです

七％もあるのです︒当然︑夏休

家庭教育の大切な場
ない充実した夏休みを過ごして

よると︑平日にテレビを四〜五

ば⁝⁝︒

もらうには︑親や周囲の人はど

時間見ている児童が︑全体のＩ

Ｉぶようから夏休みも後半に

のように接すればよいのでしょ

岩渕淳校長

京Ｂ府宇冶ｓｒ宇冶琵琶33番地
電話ｃ3141㈹

うか︒具体的にお聞かせ願えれ

夏休みの子どもを水の事故や

ふれあい

とともに︑危い遊ぴをしている

ときには︑男気を出して注意し

てあげてほしいですね︒
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（きき手）文書広報課荻野

た四請願も︑それぞれ可決及ぴ

会で採択され委員長報告のあっ

の一部改正︵災害弔慰金の額

護資金の賃付けに関する条例

○災害弔慰金の支給及ぴ災害援

例の制定︵農家数が法による

置及び定数条例を廃止する条

○農菓委員会の委員の選挙区設

都市颯までの北上延長の早期

○国道二十四号線バイパスの京

Ｏ最低貿金制に関する意見書

Ａ可決された意見書Ｖ

施設整備状況及び運営等につ

員会から米飯給食実施に伴う

〇七月十三日⁝⁝大山崎町の大

Λ文教福祉常任委員会Ｖ

Ｏ公会堂等の施設の設置及ぴ管

構想の内容は︑今の京阪宇治

〇宇の区域の変更︵ごＩチカ社
宅跡の宅地造成区颯の字名を

る意見書
〇円高差益を国民生活へ還元す
ることを求める意見書
〇国鉄運賃の大幅値上げに反対
する意見書
Ｏ一般消費税の新設に反対する
意見書
Λ採択された請願Ｖ
Ｏ最低賃金制に関する請願
Ｏ権現町内会流末排水路整備に
関する請願
〇道路側溝の改善に関する請願
〇宇治市身体障害者福祉充実に
関する謂願

委員会の報告

要の増大により︑水資源の確保

らの急激な人口増加による水需

した︒さらに︑昭和五十一年四

って水道拡張事菜を行ってきま

るため︑宇治市では三回にわた

こうした水需要の増大に応え

ら不足することになります︒

が完成しても昭和五十八年度か

水能力は︑第四次水道拡張事業

みると︑宇治市の水道施設の給

りの最大給水量の増加を考えて

したがって︑水道施設の建設

月から︑宇治浄水場建設を中心

保存するものでなければなりま

こうした宇治橋の歴史と符徴を

受水も限界Ｖ

＜府営水道からの

はぜひ必要であり︑市では今後をはじめ︑青銅製の悉霖を冠

緩和につながる第二宇治橋建設︒あり︑茶祭につかわれる三の間今度のかけ替えにあたっては

とも課題として努力していきました高欄や調和のとれた橋脚︑

せん︒

した︒

替え時に実現するかに思われま

す︒袴板など︑その名にふさわしい

治橋の姿を決めていけるように

く市民の意見を含めて新しい宇

いても︑専門機関をつくり︑広

今回の宇治橋のかけ替えにつ

慎重な審議が行われました︒

かについて専門樹関がつくられ

時に︑橋の姿をどのようにする

近年︑瀬田の唐橋のかけ替え

したが︑今は︑模のかけ替えと

現宇治橋はかけ替え

はじめ︑この構想は橋のかけ

とする第四灰拡張事業に取り組

施設の拡充およぴ管理運営面な

の伸ぴ率を想定して一人一日当

いますが︑それまでの人口増加

を一八五︑ＯＯＯ人と推定して

は昭和六十年度の宇塗巾の人口

ところで︑宇治市総合計画で

んでいるところです︒

川西市及び茨木市を視察︒

に関する指導状況について︑

Ｏ七月二十八日⁝⁝宅地開発等

Λ建設水道常任委員会Ｖ

説明Ｍｉけました︒

ー平和堂の出店予定について

た︒その後︑市から︑予 パ

て採択すべきものに決しまし

だくための請願を委員会とし

会として意見書を上げていた

め︑京都府に対し︑宇治市議

治地域でできるようにするた

運転免許証更新時講習﹂が宇

運転免許証の取得﹂﹁自動軍

付託された﹁原動樹付自転軍

〇七月十九日⁝⁝︷八月定例会で

Λ市民環境常任委員会Ｖ

を受けました︒

校校舎増築工事等の概要説明

後教育委員会から︑小倉小学

いて脱明會受けました︒帰庁

山崎小学校を視察し︑教育委

採択されました︒
一区域の基準農家戸数等に達

林の開発に対する諸問題に対処
理に関する条例の一部改正︵

議会だより
を引き上げるもの等︶

昭和五十三年六月宇治市議会
するため︑十六人の委員で構成
安田町集会所の設置に伴うも

なお︑今定例会で︑折居国有

定例会は︑六月十九日に開かれ
する﹁折居国有林開発対策特別
の︶

〇固定資産評価審査委員会委員

うための改正︶

〇健康保険制度の改定に反対す

実現を求める意見書

七月七日まで十九日間の会期で
委員会﹂が設置され︑委員長に

止するもの︶

しなくなったため選挙区を廃

行われました︒

る条例の一部改正︵処理業の

○廃棄物の処理及び清掃に関す

野神に統合するもの︶・

は竹林咲峻議員︑副委員長には

今定例会には︑都市計国税率
浅井厚徳議員がそれぞれ互選さ

の引き上げに伴う増収分等を財

Λ可決および

理に関する条例の廃止︵財団

号線ほか三十路線︶

ほか一路線︶

○市道路線の廃止︵矢落一号線

6月定例会

の選任同意︵浪江肩氏︶

れました︒

七月三日から三日間は一股質

一般会計補正予算など可決

許可を受けて︑公社亭菓を行

源とした二億七千四百六十四万
七千円の一般会計禰正予算が提
案され︑厳しい財政事情の下で
都市計画事業の一環である都市
下水路費を中心に生活関連河川
の改修及ぴ伊勢田幼稚園の園合
増築事業等市民生活に直結する

Ｏ一股会計補正予算︵三号︶
法人廃棄物処理公社が処理業

○粗大ごみ処分地の設置及ぴ管

登壇して︑宅地造成に伴う開発
〇国民健康保険条例の一部改正
の許可を受け事業運営を行う

同意された議案Ｖ

招集日の十九日には︑一般会
指導行政及ぴ折居国有林の開発
︵保険料に関する申告義務等

問に充てられ︑十四人の議員が

計補正予算のほか十議案の提案
問題等について活発な質問が展

経費が計上されました︒︒

説明が行われ︑四議案が即決さ
ことにより︑廃止するもの︶

部改正︵住宅新築資金の貸付

○市滋路線の認定︵池森団地一

が制度化されるもの︶

限度額を五百万円に引き上げ

〇住宅新築資金等賃付条例のＩ

開されました︒

議が行われ︑十議案が原案どお

るもの等︶

六日と七日の両日は︑議案審

れました︒また︑開議前に会国

り可決及ぴ同意されました︒ま

駅を国鉄の鉄橋北側に移転し︑

ることになりました︒

市独自の水源確保へ

宇治川改修にともない宇治橋

そのあとに駅前広場をつくると

交通緩和へ必要な第二宇治橋
そしてこの橋は六四六年︵大

京都府に申し入れを検討してい

美を誇っています︒

化二年︶に架橋されてから︑千

ます︒

Ｂｕｒｎ｝城陽三菱自動車販売株式§社
田辺営業所ａ07746−2−2684久津川営業所（10月ＩＢオープン予定）

府道木津・八幡線三山木交差点北ｌＯＯｍ24号線久津川交差点東50ｍ

本社費0774−21−4106
槙島小学校前

市議会議長会から在職十五年で
表彰を受けた田中牌議員︑山本

た︑意見書案六件及び常任委員

や︑特定の利用目的がないと思
われる土地については︑免除制

シリーズ
水道

整備・拡充

水道施設の

もかけ替えを余儀なくされてい

ともに︑宇治橋と国鉄鉄橋との

しかし︑昭和三十七年ごろかどについて大きな問題をかかえ

ますが︑市では︑このかけ替え

宇治川改修計画

にともなって︑宇治編付近の交

間に第二宇治橋を建設し︑これ
を自動軍専用にするというもの

通渋滞を解消できないものかと
考えています︒

は分けて考えられるようになっ

三百年の間︑京都と奈良を結ぷ

です︒
それは︑建設省の当初案によ

再度︑諸技術を総合し検討し

交通の要衝として︑幾多の戦乱

交通量が多く︑宇治橋を落着
いて渡ることも︑また︑立ち止

ると︑かけ替えた橋の路面が高

た結果︑ややタイ＝橋形にすれ

橋の美を保存
まって宇治川の流れをながめる

くなって自助軍の通行が不可能

てきました︒

こともできない状態を解決する

の舞台になるなど歴史に名をと

ば︑自動軍も通すことができる
という結論が出されたからです

になるという理由からきたもの
で︑宇治橋とは別にもう一本架

ため︑第二宇治橋を建殷す名と
いうのが市の構想です︒

［コ

ギャラン・ランサー・ミニカの三菱グＪ＼＞ープであなたの才能を伸ばしてみませんか

度は適用されません︒
また︑都市計画や土地利用計
画にてらして考憲されるもので
す︒
審議会はこの制度が適切に運
営されるように︑免除申請のあ
ったものについて審議する組織
で︑任期は二年です︒
なお︑会長に林輝造さん︑会
長代行に立石義雄さんが選ばれ
ました︒

火事・救急は
一一九番

袖耳1・事−

○日曜・祭日も本社ショールームは、オープンしております。お気軽にお越し下さい。

●職種営業・整備
●人貝男子いずれも若干名今春大学・短大卒者歓迎．
●動務場所宇治市内・田辺町・城陽市、ご希望面談の上決定
●年令高卒以上28才まで（要免許証．．
一履歴書持参の上、本社人事係までお越し下さい．（交通費実費支給）−

あなたの街で地元の皆さまと共に歩む…………

簑訟

光造議員及ぴ川口祐一議員に議

て審議する五人の委員が決まり
ました︒
特別土地保有税は︑五千平方
μ以上の土地を購入したり︑譲
り侵けた時︑また︑所有してい
る場合にかかる税です︒
この税が︑今年の四月一日の

有されていると認められる土地

明らかに投機目的のために保

ことになりました︒

な建物などの用地は免除される

地方税法の改正により︑ 恒久的

税の免除等を審議

長から表彰状と記念章の伝達が

会長に丿林憲造さん

特別土地保有税の免除につい

特別土地保有税
審議会

（2）

1978年（昭和53年）8月11日発行
り

宇治市政すｒ1；
第458号

君の

636

から教育委員会二階で︑試合の
組合せ抽選と打合せを行いまＩ

公民館幼児学級

︵社会教育課︶

託児協力者を募集
こどものすこやかな成長はみ
んなの願いＩことしも三歳児
を持ったお母さんを対象に﹃幼

当する水逗料金集金委託者を募
集します︒
資格は宇治市に住民登録され
ている身体強健な人で︑男女を

希望の人心︑8月14日までに

問いません︒

水道部業務課︵電話⑩三一四﹇

︵水道部︶

番﹈まで申し込んでください︒

ＩＩ−

貯金箱﹂

﹁私のアイデア

コンクール

箱﹂コンクールの作品を募集し

ています︒応募の締め切りは9

この夏休み中にいろんな工夫

月14日︵木︶ですｏ

をして︑どしどし応募してくだ

さい︒くわしいことは︑近ぐの

㎜Ｉ

▽Ｈ格・・・昭和53年ｃ月1日現
在で25歳以上︵全国大会
出場経験者は35歳以占
で︑第6・7回京都府大
会の連治斑者を除きま
す︒

参加希望のチームは︑8月19

▽参加費・：一チーム千円

日までに教ｍｍ会社会教育課
へ申し込んでください︒
なお︑8月21日の午後7時半

宇治簡易裁判所
仮移転します

皿ふ

午前8時半から
▽ところ・・・日産車体京都工場体
育館はか

ｖｃｉｖａｖｃｉｖａｖｃｉ−ｊｃｉ Ｍｉｔｘｉｔｘｉｖｃａｘｉａａａｅｔ
ｍ

︵宇治郵便局︶

郵便局でおたずねください︒

宇治川写生大会

作品展示会

▽とき・・・8月19日︵土︶午前7

4時まで

10時半から20日︵日︶午後﹈

︵経済茶業観光課︶

▽ところ・・・市民会館大会議室

野犬捕獲週間

8月21日から

−−

受付はじまる

元気にスポーツを

市民総合
体育大会
ジレー︵Ⅲμ︑川封︶
・レクジ Ｉジ ン＝潜水︑
チューブくぐり︑札ひろい
など
参加希望の人は︑8月25日ま

夏休み地域学校
体をぶつけてふれあい

﹁こっちこっち／﹂﹁君も釆
いよ﹂とこぐりたちの歓声の中

七月二十九日︑大久保小学校で

で仲間あつめゲームー︒さる

中・南宇治プ″ヅクの夏休み地

数三戸のうち二戸は厚生年
金融資つき
▽予定価格

百三十万円

・一千二百三十万円上千五

▽︒ ︒・父付日時・場所

午後3時

・8月20日︵日︶午前10時〜

メント

・市民会館一階︑︷Ｗ拗セッル

くわしくは︑交通労政1︑ま
たは労佃金庫宇治文店でお撹し
しているパンフレヴ 卜をお罰み
ください︒また︑現地を知りた

およぴ8⁚⁚⁚20日に自山に見てく

︵交通労政課︶

宇治木幡大力建言＾

市民総合体育大会がいよいよ
はじまります︒

16種目にわたって繰りひろけ

は体育協会事務局︵⑩一九〇五

でに教育委員会社会教育課また

番︶上林書店︵宇治橋通り︑○
三七七七番︶へ申し込んでくだ
さい︒参加は無料です︒

家庭婦人
バレーボール大会

｜ド＝

られますが︑まず︑水泳の部の
申し込みＵｉけつけています︒
Λ水泳の部ｖ
▽とき・・・8月卯一日︵日︶
午前10時から午後1時
▽ところ・・・ごＩチカ宇治工場ブ
ール

健康な男女

▽対象・・小学校三年生以上の

▽裡目

︵いずれもＣＮ封︑50μ︶︑

；・

い人は︑8月13日から8カ17一日

ださい︒

京都府木造住宅ローン（株）取次店

木造建築めことなら
ぜひ当社にご用命を

御蔵山商店街1：｜又

住宅の新築・増改築はローンをご利用下さい。

この地域学校は︑府立桃山・

：・；

ご「

斌学校が開かれました︒

1川

／／Ｉ11

ｃ0774（31）5038

手続は簡単、当社にお気軽にご相談下さい。

向日ケ丘両養護学校へ宇治市内

水道料金の
集金員募集

一一一一・−

・競泳ｎ自由型︑平泳︑背泳

スポーツ教室

スポーツひろば

▼バレーボール

ら9時半まで︒帛小倉小学校

・8月29日︵火︶午後7時半か

雌／ｊノ
脆ヰ

匹
木幡勤労者住宅の分譲

戸木

で︒

労者

＝申込みは8月20日＝

ＯＭカヘあなたの武器は一一〇番

甘い誘いとほい這

Ｏ気をつけよう

○寝る前︑出る前︑カギかけて

家に車に心にカギを

○あつくても

・土地つき木造二階建て︑戸

でい

持って直接会場へお越しくだ

詐映写柚操作免許叢得ん

きっています︒

だ人ｒ一緒にやろうと思われ見
方は︑気軽にご参加ください︒
︵紹介文は大久保町の徳岡忠正
さん︶
▽例会日・：毎月第二土曜日

｜

Ｕ連動のできる服装で︑上靴を

やおばあちゃんの顔を思い浮べ
ながらフ″ルム選択に意見が続
出︒これも楽しいひとときとい

午後6時半ｙ9時半

ん︵大久保町且掠7の26︑○一

る効

さい︒無料です︒
︵社会教育課︶

いまず︒こうして︑会員相互の

めると同時に︑何とか格好のつ

えます︒

▽会場・：市民会館
▽会費・・・月額三百円
▽調師・・・ムービーセンター
所長有田幸雄さん

〇五六番︶または宇治市公■ｍ

お問い合わせは︑徳岡忠正さ

く勉強会を開き︑将釆は16・％︒＾

住゜ん

︵宇治警察署︶

市内で買いましょう

親睦をはかり︑知性とｍｍ

いた映写ができるようになりま

地ｇ﹇5内会やこども会の要請
があれば︑できるだけお役に立
ちたいと思っています︒
これからは︑映写だけでなく

ｍの自主製作を目標に︑十八人

まで︒︵公民館︶

写Ｍ技術︑映画録音技術等咄広

の会ａは大きなジに向ってはり

タバコは

公民館サークル紹介
宇治映画
同好会

各地球子供会の依頼に︑チビ

した︒
受調した仲間があつまって﹃宇

ッコたちの拍手を受けて︑マン

16・ｊＥ映写機操作技術謂習会を

治映画同好会﹄を結成︒はや一

公民館主催の﹁映画の集い﹂で

市民会館大ホールで開かれた

だけの楽しみから一歩前進・・・︒

ガ映画の上映に東奔西走︒会員

高度な映写技術をマスターし

年がたちました︒

ようと︑月一回の例会に︑京都

は上映を担当しましたし︑老人
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の伝蛭一碧記録映1︵？−1外旅行
観光映国等を上映し︑鑑賞して

夏の防犯

住・対論宅象し聡

萬ら

1
▽▽分

営小っ
⌒まこつ伸はたど水いくと習やのか 兆そなりノ｀梶徒の通
も写すどけ間障ごあろぐヽの生こ
た真゜もてが害ど
ちはた生必のもちび室｀ン会
ｗゝち活嬰有がの｀内トカこのた・て
ゲはやでｍｍふすゲラチの代ち中い
｜大学すに達れいｉン落日表｀学る
ムき習゜かしあかムポとはたそ校こ
をくを実かてい割やリし自ちれのど
楽そす際わいをりプン｀己とに障も
しだるにりく深をＩな卜紹の｀害だ
むっ中体なｆｚめしルどン介交児児ち
こてでをくめまてでいネの流童・学と
どい｀ぷ｀にしこのろル3ｒ，学会級｀
印印印印加印加皿加ｉｃａａｉａｉＸｉ加印ｉＸｉｔｍ加加印悶悶ｉｘ

気をつけよう

悶鴎鴎励悶
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り
＝＝ｒ
Ｊ攻
呻1
（3）
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。、ｉ30日（水）于治小学校
9月16日（土）
18日（月）

28日（月）
9月19日（火）

丙／Ｉｎ合隼合所

Ｉ只日0Ｑ口ｒ−；レ＾！1

24日（木）

9月13日（水）
14日（木）
9月11日（月）

1六地蔵公会堂

12日（火）

25日ｆ令）
＾

申し込み期間

8月26日（土）
小倉小学校

申し込み方法

検診料

胃検診
8月29日（火）

″ｐｍ゛房：9月ｊにじ1レ

9月1日（金）

大久保小学校

22日（金）

2日（土）

西大久保小学校

8月31日（木）

子宮検
医療機関名
山本医院

木幡

秋岡産婦人科
宇治病院
重永医

場所

院

木幡

検診日時
月〜土

午前9時〜12時

月〜金

午後6時〜8時

伊勢田

月〜土 午前10時〜11時30分
下村医院1小倉
午後6時〜8時

午前9時〜12時
月〜金

綴

午後6時〜8時
月〜土

五ヶ庄 月〜土

平田医院

広野

火・木 午前9時〜12時

宇治

白砂産婦人科

小倉

項

場所

小倉

宇治

事

医ｍ機関名

久野医院

都倉病院

意

診

五ヶ庄 月〜木 午後1時〜2時

近藤産婦人科

注

検診1日時

月・火 原則として午前9時〜12ｌｌ＃
稲垣産婦人科
水・金 特別事情のある鳩合午後6時〜8時

午前9時〜12時

月・水・金
午後3時〜6時

矢田病院1大久保

午前9時〜12時

火・木 午前9時〜12時

月〜土 午前9時〜12時 ョシダ産婦人科 大久保 月・水・木
午前9時〜12時

8月16日から市役所で受付

・定員は1，000名です。1日の受診数は50名です。
・申込み受付後の日程変ｍは一切しません。
・検診時間は午前9時30分から11時までです。
・受診対象年齢は昭和53年4月1日現在で満40歳以上です。
・なお検診後の結果は，異常のあった方のみ通知します。

注
意
事
項

胃・子宮検診を受けましょう

第458号

火・水・金
午後6時〜8時

・検診は上記医療機関のうちいずれかで，昭和53年8月17日〜10月21日までの間に受けていただき
ます。
・定員は2，750名です。
・受診対象年齢は昭和53年4月1日現在満30歳以上です。
・特に産婦人科に受診する機会の少ない中高年層の方は進んで受けてください。
・受診票の再発行はしません。
・検診日は月経後，少なくとも3日以降にしてください。
⁝⁝⁝⁝⁝牛⁝⁝リ・・・・：ト⁝：リ・・・・：線⁝⁝⁝⁝⁝⁝

胃検診申込書

子宮検診申込書
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