川川田ｍｉｌｌ

刷所新進堂印刷

（197Ｓ年11月1日現在）
世帯数42，634世帯
前月比103ｔｆｌ：帯増
人□146．073人
男73．434人
女72，639人
前月比266人増

市の人口

こ堂前は︑地味で時間のか
中谷松太郎︵70︶＝ｓｉｉ南組

高ば庄一︵71︶＝五ケ甲エ村

道ぷ仁造︵63︶＝広野町東裏

かる手仕事を長年︑積み爾一ねて

平野勝一︵63︶Ｈ神明宮西

柴田信三︵64︶＝白川川上り谷

んでこられたご労苦をねぎらう

平尾徳三郎︵62︶＝東笠取谷の

梅原孝四郎︵63︶＝志津川西組

とともに︑技能者の方の地位や

︹造園職︺

奥

ので︑これまでに二〇九人の方

ノ木

松本フサ子︵71︶Ｈ大久保町山

︹マッサー・＾師︺

宮崎信雄︵73︶＝五ケ庄大林

︹大工職︺

黒川秀雄︵74︶＝菟道森本

︹桶屋職︺

池本ナラギク︵77︶＝小倉町老

︹和裁師︺

砂子久一︵80︶＝五ケ庄谷前

功労者

露していただきます︒

辰之助さんに漆工芸の技能を披

午前十時からおこなわれ︑大野

なお︑表彰式は︑市民会館で

が表彰されています︒

ざして︑毎年行なわれているも

技術水準を向上させることをめ

をたたえ︑その遊ひとすじに歩

として表彰します︒

積一

ル
ト

ロ

面

調査したところ︑このような紬

政モニターを対象にアンケ ・・ト

5％−このほど︑宇治市が市

40％︑問題はあるが仕方がない

常によかった・＝48％︑よかった

燃えるゴミの週二回収集は非

ゑ石川改修にっいておたずね

をはじめ︑建設省が計画してぃ

ゴミや雑草などの生活環境問題

市政モニターニＯＯ人ぷ対象に

今回の調査は︑ことし七月︑

果が得られました︒

︹建具師︺︑
関貞雄︵60︶

︹敬称略︺

回答が寄せられました︒︵回答
率77・5％︶

ことし十月までの火災発生状
況をみますと︑建物火災が二十
四件︵全焼は十三件︶で昨年よ
り減っていますが︑損害額では
五千万円も上回っています︒そ
のうえ︑残念なことに焼死者が

秋の火災予防運動を機会に︑

四人もでています︒

家族ぐるみ︑職場ぐるみで防火
について話合いましょう︒
家庭では⁝⁝

安全な避難方法を考えましょ
う︒

検しましょう︒

▽寝る前には︑火の元を必ず点

▽一日一回︑防火について反省

職場では⁝⁝

してみましょう︒

施しましょう︒

▽消火・通報・避難の訓練を笑

ねに使えるようにしましょう

▽消防用設備等を総点検し︑つ

の88％を占め︑かなり徹底して

る﹂と答えられた人がほぽ同率

かないようにしましょう︒

▽非常口付近や通路には物を置

題はない﹂が43％︑﹁便利にな

出は避けましょう︒つねに︑

▽幼児や老人だけを残しての外

った﹂が30％となっていますが

古紙類の処理についても﹁廃品

いることがわかりました︒また

回収業者に出している﹂が54％

﹁午後の地域は︑朝に出すと犬

﹁時間を順次変更してほしい﹂

が36％となっており︑ほとんど

﹁古紙回収事業へ出している﹂

や猫がららかす﹂が19％︑また

が6％もあり︑午後の収集地域

古紙回収事業の推進などに取り

の分別や水切りの徹底︑さらに

れておられます︒このため︑市

を燃えるゴミといっしょに出さ

ていないなどの理由で︑古紙類

町内会が古紙回収事業に参加し

しかし︑一割近ぐの家庭では

がえます︒

力をいただいていることがうか

の家庭でゴミ減らし運勒にご協

では何らかの対策が課題になっ

一方︑市では︑ゴミの週二回

ています︒

収集の実施を機会に︑よりいっ

組んでいます︒そこで︑これら

では今後とも町内会や息冬へ

そう燃えるゴミと燃えないゴミ

の運動がどの程度市民のみなさ

古紙回収事業への参加を呼ぴか

んに浸透しているのかをおたず

けていくことにしています︒

今後︑条例にもとずく指導を強

活のなかに定着させるためにも

市では︑草刈り条例を市民生

るものと考えられます︒

いない空地がかなり点在してい

まだ多い空地の雑草
つづいて︑市では︑昭和五十
年七月に﹁あき地の雑草等の除

条例をつくり︑市内に点在する

去に関する条例﹂いわゆる草刈

あき地の環境保全につとめてい

化していくことにしています︒

﹁ある﹂と答えられた人は68％

ました︒また︑近くにあき地が

知らない﹂人が39％となってい

から直接連絡し︑指導・助言を

市外に住んでいる場合でも︑市

ご連絡いただければ︑所有者が

環境保全課へご連絡ください︒

あき地がありましたら︑市役所

なお︑ご近所で雑草の茂った

ますが︑この条例を﹁知ってい

と多く︑さらに︑管理状況につ

る﹂と答えられた人は61％︑﹁

いても﹁かなりよい﹂﹁ややよ

う﹁定点収集﹂に切りかわって

い﹂﹁ゴミに対する認識が高拗

業能率を考えるとやむをえな

いますが︑これについて︑﹁作

した﹂と答えられた人が89％を

アンケート調査結巣は︑宇治川

改修計画意見書の特槃とともに

﹁やや悲い﹂﹁かなり恋い﹂が

三面でお知らせしています︒
草の繁茂した適正に管理されて

40％も占めていました︒
このことから︑市内各所に雑

また︑宇治川改修についての

行います︒

占め︑市民のみなさんのご理解
がうかがえます︒
ところで︑現在︑ゴミ収集は
地域を午前と午後に分けて行っ
ています︒この収槃時間につい
ておたずねしたところ﹁別に問

％で︑﹁非常に恋い﹂が一ｎ％︑

い﹂と答えられた人はわずか17

できるだけ一点で収集するとい

また︑各戸別の収集体制から

う印象を持っておられます︒

人が生活環境はよくなったとい

くなった﹂21％と︑ほとんどの

％﹁悪奥に悩まされるのが少な

ても︑﹁衛生的になった﹂が72

たことによる﹁清潔度﹂につい

さらに︑週二回収集を実施し

るものと考えられます︒

市民生活の中に定着してきてい ⁝⁝ ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

削弱の人から好評を得ており︑ミの水切りには気をつけてい

二回収集については︑全体の九常に心がけている﹂﹁台所のゴ

まず最初に︑燃えるゴミの週ねしたところ︑﹁ゴミの分別を

◇

11月26日〜12月2日
り宇治野神

秋の火災予防運動
したもので︑一五五人の方から

ゴミの週二回収集は大好評

市制モニターへのアンケート調査

小野男造︵62︶＝炭山久田

︹時計修理職︺

大野辰之助︵62︶Ｈ木幡南山

︹漆工芸師︺

池本熊次︵69︶ Ｈ小倉町老ノ木

︹電気工事士︺

てこられた二十人の方を︑十一月二十三日の勤労感謝の日に技能功労者

推せんされた大工さんや建具師︑製茶師など︑長年にわたって技を磨い

すぐれた技能を守り育てていこうＩ︒宇治市では︑市内の各団体から

行所宇治市役所
こられた技能者のすぐれた功労

川川

京都府宇治市宇治Ｓ琶33番地
電話⑩3141㈹
ノ内

黒の漆の上にらでん細工のか
きつばたが咲きみだれ︑金の橋
がかかるＩ伊勢物語の八つ橘一
の場面を描いた和机や金銀の蒔一
絵をあしらった飾り柵などすぱＩ
らしい作品がならぷ︒
︲ フ5／Ｆ﹄／←ぶ！お．ｌａ一

﹁元来は︑木地屋︑塗屋︑蒔
絵師と分業だったのですが︑職一
人さんが年とってしてくれなくＩ
なりました﹂とすべて大野さん
︵木幡用山︶一人の手による仕一

事である︒
大野さんは﹁全国でも他にや
っている人はないでしょう﹂と
いう自慢の手法がある︒奈良時
代の仏像制作法にヒントをえた
独ＩＪ自
の乾漆法で︑こいやおしど
ｊＩｌｉｇＩｌｊｉＩｊ19111−ＩＩｌｄｌ︱ｊＩ﹈
りのａ物をつくる︒この方法にＩ

よると制作時間は短く︑しか今

つややかな作品に仕上がる︒一
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技能功労者20人を表彰

●明るい住まいづくりをめざして

ガス高速レンジと、電子レンジの機能を兼備えた″コンビネーションレンジ″

。、いよいよ新発売です／大阪カス代理店

反映して作成

域や久御山町域︑八幡市顛
の宇治川左岸︑それに木津
川右岸についても︑より安
全なものへと補強するよう
強く要里する︒とくに︑宇
治川左岸の国鉄奈良線鉄橋
下流部から槙島町大曲地域
付近の堤防については漏水
が著しくなおいっそう早急
に強化するよう要望する︒

河川敷は自然の宝庫

いかを諮問︒昨年三月に答申が
る住民には︑時期・補價等

堤により立退きが必要とな

宇治川改修計画は︑天ケ瀬ダ

上流に計画されているダム建設

このダムなしではありえない︒

るよう要望する︒︵写真は交通

をし︑架換え工事として施工す

いる︒この生物の中には珍しい

など︑本市ならではのレクジ

このような自然が宇治改修に

Ｉションがある︒

都市化する本市にとって︑宇

壊による思わぬ被害が発生する

ぎを奪うばかりか︑生態系の破

空間に残されたゆとりとやすら

よって破壊されることは︑都市

治川の河川敷は自然の宝庫とい

●・とき……11月25日（土）午後1時から

●・ところ……労働．セツルメント（市民会館）

工事にともなって︑市民や観光

客にさまざまな影響が考えら

れ︑本市は次のことを強く要望
する︒

・工事施工にあたっては︑市と

事前に協議すること︒

音︑水質汚濁︑地下水枯渇︑

・工事によって生じる交通︑騒

魚類の生態変化などの問題に

対しては︑十分な事前調査を

行い︑あらかじめ十分な対策

を計画し実施すること︒

・住民・観光客等に対して問題

が生じたときには︑住民︑関

係機関等と十分な話し合いを

行い︑解決にあたること︒

話し合いを行い︑解決にあた

・補償問題に対しては︑十分な

ること︒

護岸の勾配は一対一よ吟もゆ

るやかにすること︒計画高水

位よ吟正部は︑とくに緑化を

配慮するよう望む︒

穴らに︑それを績ぷ階段を適

ｇ天端Ａ＞小段に遊歩道を設け︑

当な間隔で設けるよう望む︒

ックの乱積工をさけた改良沈

慮し︑異形コンクジートプロ

㈲根固工は水に親しめるよう配

床にするよう望む︒

治都都
宇京京

突然の事故や病気など長期の療養で︑医療費が

このような場合︑高額療養費支給制度によって

高くついたことはありませんか︒

高い医療費が支給されます︒しかし︑この制度で

は診察を受けた日から数ヵ月後に支給されるので︑

一時的にせよ患者さん自身か立て替えなければな

そこで︑社会福祉協議会では︒高い医療費がか

りません︒

かり支払いの困難な世帯に︑高額療養費の払い戻

しがあるまでのつなぎ資金として︑医療費資金を

貸付けていますが︑このたび︑貸付対象者の資格

貸付けを受けられるのは︑市内在住の高額療養

を拡大しましたのでご利用ください︒

費の支払いが困難な被保険者で︑その世帯の総収

入額が生活保護法による生活扶助基準額のＩ・五

倍の額に満たない世帯の世帯主にお貸しすること

や遊船等の風物詩公認薙承

ほかに方法がない限り一対

圈宇治橋・亀右間は治水計圃上

やむをえないと考える︒

建設省の基準によるものであ

ものと考える︒天端幅四μは

演題は﹁時事問題について﹂で︑講師は毎日新

▽とき⁝11月28日︵火︶午後1時半から

︵交通労政課︶

当日︑直接会場へお越しください︒受講は無料

▽ところ⁝宇治労働セツルメント︵市民会館︶

です︒

ｉｌｌ

医

︵社会福祉協議会︶

くわしくは︑社会福祉協議会︵電話＠五六五〇

にしました︒

労働講座

番︶までおたずねください︒

する︒さらに︑河川改修を好

一︑二五〇程度の勾配でもや

るが︑特別の地区として再検

事については︑治水よ必要な

京都府宇治事務所と宇治労働セツルメント運営

協議会では︑市内で働く人を対象に労働講座を開

機として︑広く︑数多くの観

むをえないが︑集石上流につ

−ｔｒｉｉｆｌｉｌＴＭＡｎＯＵｆｉｉ＾Ｖｌｒノ鑓りｉａ 一

きます︒

光資源を積極的に掘りおこし

いては︑鵜飼・遊船が安全に

㈲宇治橋東詰右岸上流の護岸工

制度を一部改正

高額療養費の貸付

︱−111−1111111111111111111−−−−−−11111111自111111111111︲1111111111111111111111

辺に遊ぶ水鳥舎忿がらの散策よう要望する︒

そしてヽ葦や荻などの群生や水行い︑できるかぎ2屁を残す

どもたちの昆虫採集や魚釣り︑修工事には十分な調査・対策を

また︑この大きな財産は︑子可能性もある︒したがって︑改

える大きな財産である︒

でなっている︒

ドキ︵魚類︶は天然記念物にま

ものも多く︑たとえば︑﹄アユモ

工事には十分な調査・対策を

あｓ＞ この答申書と市民のみな
で大きな不安感があり︑積
ムと上流に計画されているダム

の促進を強く里む︒

隠元橋は︑坦長の班長工事を

の激しい隠元橋︶

−本川

えるためには︑河床を平均ニ

市民や観光客︑とりわけ青少

できるよう技術的に工法を考

医

＜主催＞

協議会答申
市民の意見

治水・景観保全など要望
そこで︑市では︑昭和四十八
ｉｔＮｊの意見ｍ映して作成した
極的な姿勢を示めすことを
の洪水調節によって達成され︑

た︒

年に﹃宇治橋付近景観保全対策
﹃宇治川改修計画に対する意見
妥望する︒

上流のダム建設

協議会﹄を股謄一し︑治水上の見
書﹄を建設省と京都府に提出し

必要とするが︑幅員の拡幅︑お

隠元橋の架換え

地だけでなく優れた自然環境を

丸山︑乙方地区等では︑内

助内水排除＝・宇治川右岸︑菟道

水排除の必輿極があり︑対

よぴ取付道路部分に十分の配慮

策を早急に要望する︒

川左岸だけでなく︑京都市

仙護岸＝・単に︑宇治市旭の宇治

糖尿病の話と映画のつどい

聞社京都支局長・杉山克己さんです︒

年に魅力のある河川環境を形

！″︑・ Ｉり・一︱○

保存を里む︒

成する︒このためには︑河川

ＳＪｆ石は宇治川の各むであり︑

・八μ掘り下げる案の採用も

㈲毎秒一︑五〇〇ｙの流量にた

市と事前に協議を

たものです︒

ありえないと考え︑これをＭ本

される工作物等においても︑
できる限り風致をそこなわな
・いものとすべきである︒

ともなう諸問題
ＬχａｊＥ！χ︱／一ＪｉＩｑ尺″一11

・河川を利用した宇治川の鵜飼

長期の工事に

保全するためにはどうすればよ

やすらぎある住宅都市

やすらぎとゆとりのある住宅都
に置いて構成しています︒

基本は治水が裏付け
まず︑意見書では︑昭和二十
市″は︑治水の裏付けなくして

宇治川改修
進めるよう要望する︒

︵滋賀︶の改修工事も合わせて

八年の台風十三号と同程度のも
ので︑本市の約四削弱にもあた
る人口︵五十二年十月現在で約
五万八千人︶が生命︑財産の被
計画の実施にあたっては︑下
流奴︵大阪︶︑およぴ上流域

建設省と京都府へ提出

害を受ける心了想︒このため︑

㈲河床の掘削・・・淀川本川の掘削
と調和がとれた促進を要望
する︒

左右岸と隠元橋付近の右岸

旧引き堤⁝山科川合流息付近の

それに︑戦川付近の右岸の
引き堤については︑促進を
強く要望する︒なお︑引き

できるかぎり保存を

1リｆｔｔＳ・一一・・ヘノ・ｌａ・χ︒14 ・Ｉｔｎ4・ｒｌｔ・｀・

財も数多く産出し︑いわぱ歴史

るとともに︑日本が誇れ再︷化

もら︑数多くの政変の舞台にな

でも比類のない美しい景観をた

とくに︑宇治橋周辺は︑日本

をもっています︒

なアシ・∃μ等の生える河川敷

り出し︑また︑下流部では広大

ン として有名な峡谷美をつく

は︑上流部では︒宇治川ライ

本市の中央部を流れる宇治川

比類ない美しい景観

治水なくして景観はありえない

宇治市では︑建設省の宇治川改修計画
にともない︑治水や景観保全など多方面
にわたる要望を主な内容とした﹁意見
書﹂を作成し︑市議会の了承を得て十一
月七日︑建設省と京都府のそれぞれに手
渡しました︒そこで︑この﹁意見書﹂の
あらましについてお知らせしましょう︒

（左）

宇治市がめぎしている︒快適で
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水害経験ない
市政モニター
アンケート

﹃大いに感じる﹄41％

宇治川改修の必要性

全体の80％占める

建設省と京都府へ提出

﹃やや感じる﹄34％

不安の理由は

宇治橋の架換え

4μｉ｀・一 4．乙 ／｀Ｃ︱Ｖ

・Ｉｊいズｉｒ Ｉ

そこで︑市では︑河川改修に

はありません︒

ｃｕｆｉｉｖ：＞Ｗ ＣＳＷｉノＢａｏｅｉ−ｖ＞Ｋ．︳：
を結ぶ遊歩道︑サイクリング

口Ｉドの整備等︑レクレーｙ
ンソーンの建設をはかる︒

に研究し︑住民の納得のいく

ついては︑今後︑対策を十分

親子スケートデー

家族そろってスケートを楽しみませんか︒

▽とき⁝12月3日︵日︶午前10時〜午泌︷4時

ＢｉａＡ 1ＪＨＷ■・Ｕ ｈＨｉｘＵｉＭ＾ｉｍｉｉＫ−＾

までの渓谷美をそこなわない

㈲白川浜下流から亀石上流付近

ように望む︒

㈲橘島が約二分の一程度削りと

圖中の島

ように岩磐掘削をびっなど︑
施工に十分な工夫を里む︒
謨左派川

︵近鉄・京阪丹波橋下車で徒歩5分︶

▽ところ・：伏見桃山アリーナ

︵公民館︶

館ａ宇治里尻7119へ申し込んでください︒先着

三百人で締め切ります︒

市職員募集

市では︑次の職種の市職員を募集します︒

野つぽ埋立てに補助

︵職員課︶

市では︑野つぽの埋め立てにかかる費用を補助し

埋め立てする前に市役所農林茶業課へご連絡くだ

市内には︑道路きわや雑草のしげみなどにフタや

清掃メモ

落ちると危険ですから︑必ずフタや柵をしてくださ
ださい︒︵農林茶業課︶

ｌｌ

の間に職員課へ提出してください︒

課にある申込書を添えて︑11月24ｍから30日まで

入し︑最近6ヵ月以内の写真をはり︑市役所職員

受験希望の方は︑市販の履歴書に必要事項を記

治中学校で行います︒

採用試験は︑12月3日︵日︶の午前9時から宇

4月1日までに生まれた人︒男子1名︒

▽清掃作業員＝昭和17年4月2日以降︑昭和35年

1111一Ｉ

−

清掃
作業員

・

あたって︑
と基本方針を設定しています︒

・喜撰橋は姿・形を十分に考慮

・

け現状を保存し︑新たに建設

られるが︑水と緑に親しむ唯

深は現状程度とすること︑搭

し︑風情のある橋に架換え

1

・治水上必嬰な以外はできるだ

一の広場であり︑できるだけ

派川の恣闘をせぱめる︵三

デー﹂と明記し︑住所︑全員の氏名︑年齢︑電話︒

案を検討したが︑本市は現状

㈲左派川の流水の確保ば︑①堰

〇μを限度に確保︶とともに

香9．それに指導希望の有無︵Ａコースは初心者︑

㈲左派川の取扱いについて︑諸

は三百円が必要です︒

▽費用・・・滑走料は無料︒ただし︑貸靴利用の人

上げ案②ポンプ案③トンネ

塔の島の本川側を改修叶画護

Ｂコースは少し滑れる人︶を書いて︑宇治市公民

失地面積を回復することを望

ル案④サイフォン案が考え

岸法線まで拡大することを望

む︒このため︑橘島に面する

鉄橋下流に可動堰を設け︑平

られる︒これらの案のいずれ

む︒

を維持するものとし︑現状維

時には中の島一帯を渦水化す

か好ましい方法を要里する︒

の配置計画をたて︑現在の樹

持案を選ぶ︒

る﹁託水案﹂と︑河床を掘り

なお︑ポンプ案の場合には︑

木の移櫨をはかるなど︑でき

の島上流端に新設される締切

る︒

参加希望の方は︑往復ハガキに﹁親子スケート

下げても堰を設けずに流水さ

地下構造物とし︑地上に姿を

る限り樹木の保存を望む︒

▽対象・；市内にお住いの親子︒

せる﹁清流案﹂の二案が考え

見せないよう配慮を里む︒

に移設を望む︒

○先陣の碑は︑橘島下流端付近

・宇治橋のもつ歴史的経過と形

堤は内丞間積の拡大に配慮す

地区を紡ぶ橋として︑椅長延

︵橘橋問題を合む︶を審礒す

る専門的な機関をつくり︑景

観と調和した撲にする︒

㈲宇治川へ放流されている下水

■下水道

−

㈲新しい島の形状に適した樹木

られる︒本市は︑湛水案は︒

㈲搭の島先端の締切堤は︑派川
内における回船場︑繁船場︑

ジを失うだけでなく︑治水Ｈ

乗降場および締切堤の昇降厖

およぴ橋は︑景観受禁一する

咄橘島と塔の島の間にあ ︵来路

からも﹁堰﹂そのものに問題

ある︒そのほか︑内水間積を

態を可能な限吟復元︑もしく

ること︑派川の護岸の水際に

長工事を行う︒また︑今後︑

ては︑次のことを要望する︒

㈲朝霧橋と橘橋︑冪撰橋につい

ため保存を望む︒

設などに十分の配慮が必要で

広くとるため︑落差工をでき
るかぎり派川の下流に設置す

は保全していくために︑今後

は幅約一対の小段を設け︑基一

姿・形︑左岸への征長問題等

ること︑水路幅・水面高・水

専門的な檄関を設立し︑市民

礎の杭をｎ．Ｎクジート擬木仕

㈲護岸材料は暗緑色の自然石が

ない︒なお︑着色＝ンクジー

であれば御影石でもやむをえ

・朝霧橋は︑当面︑橘島・川東

の意向を反映させ架換えるこ

上げとすることを望む︒

・現位置に架換えること︒

十分に考慮すること︒

・架換工事は︑交通等の問題を

く嬰里するとともに︑通過交

望ましいが︑入手調達が困難

通を排除するためのバイパス

咄府浚京都・宇治線の整備を強

澱護岸

と︒

に留意するよう望む︒

叫現宇治橋の架換えは︑次の点

て検討を加えること︒

構造のうえで︑細部にわたっ

があるため︑清流案を選ぶ︒

宇治川の清流 というイメー

口洪水対策として︑国鉄六″良線

必嬰がある︒

宇治橋付近の景観保全

りＩ⁚い″ｌｌ⁚ｐｌ⁚ｌ⁚″りｌｌ″⁚い゛ＱＭしＭりＱＱ｀Ｑらりｈ｀｀いに″ｎり″ｏＤ｀﹈にりいにいいｈいりｐしににいいいいいいｎいい″にいいｏｄｌｎｌｎいい″ｌｎ＝ｈりｕＤｕｌｎ

近畿地方建設局長に意見書を手渡す島田市長

専門機関の設立で
ある︒
・橋梁は縦断的に傾斜させない
・現在の宇治橋と第二宇治橋は
少なくとも四〇μ︵橋梁中心
線の間隔で︶程度際し︑さら
に可能な限り併行に架設する
・両橋の橋脚の間隔は同じ長さ
︵三〇μ程度︶とする︒
・橋が並列するが︑景観︑治水

は︑右岸に五ヵ所︑またｍ

に三ヵ所ある︒護岸の上段に

放流口があれば景観をそこな

い︑さらに︑清流を汚染する

ことになる︒本市では公共下

水道計画を今後︑順次に実施

することになっているが︑長

期にわたるため︑この対策に

◇◇◇

ついては十分な協力を要望す
る︒

以上が宇治川改修計画に対す

る意見書のあらましですが︑市

では︑今後︑一日も早く工事が

完成するよう建設省や京都府へ

積極的に働きかけていくことに

また︑右岸の引堤による川地

しています︒

買収や︑工事中における交通対

策などについても︑市民のみな

よＩつ努力していくことにしてい

さんのご協力を得て円滑に進む

ます︒
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Ｓ・上一美しい景観の宇治橋付近（菟道小屋上から写す）
卜下一宇治川改修後の予想スケッチ図
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ｍ

ｉ台
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熱戦おわる

十五種目にわたって熱戦がくり

八月下旬から水泳を皮切りに

＝軟式庭球＝

▽女子・・・酉小倉スイＬト

▽男子・・・フロンテア神明

▽壮年・・・的場・井本＝宇治ク

高

▽男子Ｃ・・・丸井・吉原︲東宇治

▽男子Ｂ・・・木村・1＃ｌ市役所

市民総合体育大会
ひろげられた第十二回市民総合
▽男子Ａ・：沢崎・岩口＝ユニチ
▽女子Ａ・・・神原・山田＝宇治ク

▽女子Ｂ・・・森・堀池＝宇治ク
▽家庭婦人・・・板野・西村︱宇治
クラブ
▽少年・・・八木・伊木11北宇治中
▽少女・・・北方・中島＝宇治申
＝硬式庭球＝
▽男子単・・・藤川芳伸︱宇治ロー

小育友会
▽女子一部・・・高木経子11市役所

▽同二部・・・伊藤玲子︲菟道第▽同
ニホ育友会
▽少年・・山崎浩11絆会
▽少女・・・首藤陸11絆会

▽同三郎・・・ａ谷忠徳Ｈ大久
保自衛隊

署

四部・・・森敏雄＝宇治警察

五郎・・・小串美香︲東宇治
高

▽団体一部・・・大久保少年剣友会

＝少年剣道＝

▽男壬ほ体・・・小倉クラブ

▽同二部・・・神修館剣道スポー

＝バドミントン＝

▽男子単・＝高木謙一＝小倉ク

▽女子団体・・・城用ポｙプＡ

ン
▽同複・・・坂中・出石

▽同複・：西川・務中︲城南嵩

▽女ＩＴＷ＊ 岡悦 ｌ城用ボ″プ

▽同複・・・高木・掛水

▽女子一部・・太田智子11東宇叫

▽同二部・・・森井秀樹＝宇治

▽男子一部・・・福井孝典＝東宇治

ツ少年団

▽女孟Ｔ水野聖子︱宇治″︲
ン

ーン

▽同複←鎔・木本＝宇治ロ

▽同二部・・・平山政江＝東宇治
＝少年柔道＝
▽幼稚園・・・永井和恵

小倉

▽家庭婦人・・・小曽根・松本北

▽少女複・＝大西・上田＝木幡中

▽小学一年︱藤田和孝

▽社会人男子・・・日産軍体

＝バレーポール＝

▽社会人女子・・・市役所

▽小学二年＝大谷内進

カ

体育大会は︑十一月五日の少年
ナ″カーとバドミントンの試合
をもって全種目を終了︒
十一月十二日︑市民会館で閉

の入賞者に和田安治大会会長︵

▽社会人・・・京都引越専門協同組

＝サッカー＝

＝空手道＝
▽小学校低学年・・・阪本兼行
▽恋覆高学年・・・西村営一
▽中学生・・・尾万武彦ｎ登龍餌
▽高校生・・・森野剛未＝同志餌
▽一般・・・中浜祥夫＝誠志館
＝水泳＝
▽小励生の部
・男︷血μ自由型⁝安井秀人樹
・同50討自由型・・・斉藤清秀
・同25μ平泳・・・北山隆史
・女子25μ自由型・・・鎌田有美
・女子50μ自由型・＝沢則子

老人福祉電話

・女汲賢平泳・・・鎌田有美

・女子25肩背泳・・・吉1和美

▽中学生の部

・男子25肩自由型・・・福井雅浩

・男子25μ平泳・＝小山淳

・男︸血μ背泳・・・木村貴志

・女子25μ自由型・＝鎌田由佳

・女子251ｔ平泳⁝飯沼紀美
▽一般の部

・男子25μ自由型・・・村瀬清吾

・男子25μ平泳・・・野口安造

︵社会教育課︶

・女子25μ自由型・・・安藤逗子

しの人

②国六十五歳以上のひとり暮ら

税であること︒

申し込みは30日まで
市では︑ひとり暮らしのお年

▽家庭婦人・・・宇治琵琶クラブ

寄りや老人世帯に﹁老人福祉電

歳以上の人または十八歳未

同六十五歳以上の人と︑六十

▽中学三年＝田中司

生活のうえでの相談に役立てて

寄りの安否を確かめたり︑日常

よる訪問が必要と認められる

る助言や相談︑その他電話に

③安否の確認︑日常生活に対す

障害者で構成する雄｀

満の児童または重度の心身

カ

いただくために行っているもの

これは︑ひとり暮らしのお年

話﹂をお賃しし︑電話料ぷ我助

▽中学一年＝坂上吏

▽小学三年＝原田尚太

＝卓球＝

▽中学二年＝赤野正実

▽小学四年＝今中義忠

▽少年・・・東宇治中Ａ
合

▽男子団体・・・市役所

▽団体⁝宇治警察署

▽少年・・・菟這サッカースポーツ

選手が参加︒とくに育友会や地

▽女丞回体・・・菟浚第二小育友会

▽個人一部・・・長岡盛吉ｎユニチ

▽少女・：北宇治中Ａ

域の婦人会で練習を積まれたお

▽少年団体・・・絆会Ａ

今年の大会は約八千人の男女

母さんたちの活躍が目立ちまし

▽少女団体・：絆会

していますが︑今年も新たに三

た︒種目ごとの優勝は次のとお

▽小学五年＝山口明裕

りです︒

▽男子一部・・・長谷川紀夫︲絆会

＝弓道＝

▽同二部・・山本存り眼宇洽高

人または世帯

少年団

＝軟式野球＝

▽同二部・・・中島吉和＝大久保

台の福祉電話を設置します︒

▽Ａ級・：フレンド

ための条件は次のとおりです︒

です︒老人福祉電話を殷置する

た約東に従って仲間同志で︑互

ん︒季題や雲脂などきらんとし

が本人︑扶養義務者と血詣一

氏物語の巻名からとったもので
源氏物詣を学ぶ会に寄りかかっ
ているという意味をもっていま

市民のみなさんで︑ともに習

す︒

いたい人のご参加を心からお待

︵紹介文は木幡の根岸田鶴子

ちしています︒

さん︶
▽例会日・・・毎月第一室曜日

▽会場＝・公民館和室

い午後1時〜5時

▽会費・：月五百円

小野為三先生

▽講師・・・国文学研究家

お問合せは︑根岸田鶴子さん

〇二番︶︑または宇治市公民館

︵木幡花揃11−8︑電話⑩○三

︵電話0二八〇四番︶まで︒
︵公民館︶

で買いましょう
タバコは宇治市内

︵福祉課︶

また︑外出することが困難な
重度の障害者の緊急連絡などの
手段のひとつとして﹁身体障害
者福祉聶﹂もお貸しし︑電話
料を扶助しています︒今年も新
たに二台の福祉電話を設置しま
す︒
身体障害者福祉電話を設置す
るための条件は次のとおりです
︒・｀①宇治市に住み︑前年の所得税
が非課税の世帯
②身体障害者手帳の交付を受け
た一級または二級の重度障害
者で十八歳以上の人
③緊急連絡およぴコミごＩケー
シ ンの手段として必要性が
認められる人です︒
これらの電話設置を希望され
る人は︑福祉事務所にある申し
込み用紙に民生委員の意見を書

福祉電話も

身体障害者

▽上級遠的・：河野弥一

私たち﹁俳句の会﹂は︑源氏

①宇治市に住み︑前年の所得税

▽上級近的⁝徳村寅次郎

▽初級遠的・・・石川友美子

時間は︑いずれの会場も午後

︵保健衛生課︶

2時から3時半です︒

二回の吟行も楽しんでいます︒
︒学ぶ会 といえば窮屈なよ
うですか︑作句したり鑑賞した
りする上では︑砲かで正しい土

｀脂を学んでいた仲間がさらに

いに作者となり︑読者になると

台の上に立たなければなりませ

一つの趣味を通していっそうの

場となります︒
そこで︑俳諧の歴史を学ぴ︑

・いう関係によって心を共有する

俳句の本質をおさえ︑語法を正

親睦をはかろうと昭和四十九年

さいわい源氏物語を指導され

増え︑月一回の集りや年にＩ︑﹁寄木句会﹂というのは︑源

ている小野先生が︑俳句も深く

五月に発会しました︒

﹁寄木句会﹂

学ぶ会

俳句を

公民館サークル紹介

二回目・＝12月9日︵土︶

一回目・・・11月25日︵土︶

・市民会館

二回目・・・12月16日︵土︶

ます︒︵写真は開園式に集う子どもたち︶

Λ会場Ｖ

一回目．．．ＣＭ月2日︵土︶

・西小倉小学校

▽初級近的・・・高橋栄子

▽Ｂ級・：木村組

＝ソフトポール＝

三種混合予防接種

2時から3時半までです︒た

Λ時間Ｖいずれの会場も午後

館でのみ行います︶

校で受けなかった人は市民会

Ｏ第三期・・・小學校六年生︵小学

必ず受けましょう
百日ゼキ︑ジフテリア︑破傷
風の三種混合予防接種を表の日
程で行いますので︑体の調子の

なお︑会場へ来られる前に必

よい日に必ず受けてください︒

だし︑東目川公民館は午後2
時から3時まで︒笠取第二小

ず体温を測り︑母子手帳と筆記
具を持参してください︒

予防接種

インフルエンザの

でです︒

小は午後2時半から3時半ま

は午後1時半から2時︑笠取

周二歳から四歳までの子ども

Λ対象▽

です︒この年齢の問に一期と
二期を終了していただきます
が︑四歳をすぎた子どもは二
種混合︵百日ゼキ︑ジフテジ
ア︶の接種をします︒

三歳以上の保育所や幼稚園の

○第一期・：初めて受ける人が対
象になっていますので︑三回

当日は体温を測り︑筆記具を
もって保護者同伴でおこしくだ

児童︑小・中学校の生徒で︑学

3．9
3．8
3．7
3．13
3．12
3．15
3．13
3．19
3．12
3．20
3．19
3．22
3．14
3．23
3．16

さい︒

校などの施設で受けられなかっ

5回目

2．16
2．15
2．14
2．20
2．19
2．22
2．20
2．26
2．19
2．27
2．26
2．28
2．21
3．2
2．23

た人を対象に︑インフルエンザ

接種します︒その接種の間隔

4回目
2回目
1回目
場所

▽Ｄ級・・・イエローポ″ト

▽Ｃ級⁝松陽台クラブ

Ｌ剣道＝

⑩

▽小学六年＝河野智雄

宇治市体育協会長︶から表彰状

会式が行われ︑各種目三位まで

▽同

と記念品が贈られました︒

三種混合予防接種日程表
の予防接種を行います︒

は三週間〜八週間です︒

ら一年半の聞に一回

○第二期・・・一期終了後︑一年か

3回目

12．1 12．22 1．26
12．1 12．22 1．25
12．4 12．25 1．24
12．7
1．9
1．30
12．8
1．8
1．29
2．1
12．11 1．9
12．12 1．9
1．30
12．13 1．12 2．5
12．13 1．8
1．29
12．14 1．16 2．6
12．15 1．12 2．5
12．18 1．17 2．7
12．20 1．10 1．31
12．21 1．19 2．9
12．12 1．11 2．2
開公民館
且椋公会堂
北木幡集会所
伊勢田公民館
菟道公 民濫
広野公民館
笠取地区
東目川公｀民館
紫ヶ丘公民館
西大久保集会所
神明公民館
小倉公民館
東宇治幼稚園
市民会館
西小倉集会所
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