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人が多ぐ︑責任Ｓや襲萩序

青少年の非行の原因は家庭にある
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のほどその結果をまとめました︒そ
の主なものをお知らせしましよう︒
求ｙ︑青少年問題について
関心を持っておβれゑ簡い
たところ︑﹁非常に関心があ
る﹂が一八六・六％︑﹁いくらか

青少年問題が︒市民の間で大

形成の基となる﹁家芦の役

関心がある﹂が三二・一％で

きな問題となり︑無関心では

割は大きぺ家庭がしっかり

七・六％の人が﹁家庭にある﹂

いられなぐなっていることを

えます︒

老えておられる人が多いとい

していることが一番大切だと

つぎに︑青少年に対するイ

示していま罵

メージとしで︑﹁わがままであ

答えられた人が三九・六％と

また︑子に対する親の姿に

﹁礼儀を知らない﹂︵六三・

る﹂の七一・七碧撫高に︒

五％︶︑﹁根気がない﹂︵五七

﹁父親の失権﹂︵一〇・八％︶

七§︶︑﹁無責任﹂︵一八・八％︶︒

最も多く︑﹁学歴偏重﹂︵二七・

四・七急と続いており︑厳

・二包︑﹁無責任である﹂︵五

しい舜7洒方をされている

あらしを起こし

（2）43．3
①SS．t
10月20日

消費者意識

人が利用

市政モニター「青少年問題アンケート調査」

して︑利用

非行の原因は「家庭」より「本人」に
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宇治の茶まつり

減っでい求ふ︑少年の補導

件1昨年同期より六十七件

う︒︵宇治響察署︶

け︑やｖｊ．ｙ＾さとしましょ

郷土産業展

ました︒

▲午後から訪ずれる人が
多くなり︑塔の島で行
われた野点席などは終
日にぎわいを見せてい

市民会館・商工会議所・茶業センター（工業製品）（食料品）（茶と陶器と野菜即売）
10月17.18日午前10時〜
午後4時

・●茶つぼから出したばかりの
茶を引き、三ノ間から汲み

上げた名水で茶を立て、茶

業の先人らに献茶しました。
（興聖寺本堂で）

平等院横の宇治川堤を行く戦国武将

○宇治市公民館…宇治里尻71の
9（n＠2804）

○宇治市木幡公民館…木幡内畑

○宇治市小倉公民館…小倉町寺

34の7（n⑩8290）

内91（魯⑩4687）

秋の歴史探訪Ⅲ︱秋の山城路を訪ねて︱

︵宏吊公民館︶

◇

器楽演奏︑軽音楽︑邦楽な

▼演奏内容⁝コープス︑

しています︒

出場グループ參ただ今鳶集

四日剛に開く市民音楽会の

流の場として︑来年二月十

音楽を愛好する市民の交

出場者募集

市民音楽会

児の体格や運勁能力に︑親

著な差が表われると言われ

の遊んでやり方によつＨＳ

そこで教育委員会では三

ています︒

振呑一︿歳程度の幼児ｆ 毛

のお母4λを対象に体操教

室＊︶開
．T﹈0ｎ6Ｖ＼
▼心一場・とき・・・＠小倉公

民館︵Ｗ品甘︑11月5日︑

︵教育委員会︶

望の公民館へ︒

子の年齢を記入し︑参加希

復はがきに住所・氏名・親

申込み・・・一⁝肖20日までに往

抽せん︶▼参加料・：無料▼

定員・：25組︵多数の場合は

ポーツ振興審議会委員︶▼

・：堀井崔玄ん︵宇治市ス

も午後1時半〜ｔ時▼講師

11月13ｗｒ20m 27mの各
金曜日︶に︑時間はいずれ

秋の一日︑山城の遺跡を肢蓼いでみませんか︒宇治市公民館は︑歴史サークルと共催で秋の歴史探訪を行います
1︒2
み日
なさ
︑ん1
の9
参加
aをの
お各
待ち
木
し曜
てい
日ま︶
す︑
︒ ｙ吐培︒仙月28晶Ｖ行程⁝蟹満寺−湧出宮神社−北谷
い︒
＠木幡公民館︵一⁝甘砧百︑

公民館のお知らせ

だこ．ＣＭＪ 第二回宇治市郷

市民のみなさんに見ていた

る各種の郷土蹟真一を︑広く

宇禦閃で生産されてい

から宇冶川堤一帯奎課り歩い

午後二時から︑宇洽橋通り

小学生などによって再現︒

天下分け目の︒槙島合許を

の将軍足利義昭ｙ織田信長の

時代行列も

に勤務する人で作っている

グループや団体▼申込み⁝

10月20日肉まＶに︑宇治市

公民館へ︒

なお︑この音楽合一の企画

運営は︑出場者で実行委員

＜Ｋ＊︶Ｅａ＊ｒ−≫＜ていただぐも

のです︒

︵栄治市公民館︶

◇

母と子の体操教室

品があたる福

出展企業の商

解と協力を呼ぴかけるため

統計に対するいっそうの理

内閣は︑昭和四十八年︑

林水産物︑鉱工業生産物の

で︑府県内で忠蜀瓦る農

発点となる﹁府県物産表﹂

時の民部省が生産統計の出

ジュニア教室

Ｓ＞Ｐ＾かご作昨を楽しみま

第二回目は︑司つぐりひ

▼とき・・・四a14苗︑午

す︒

雰函〜ｔ時▼ところ↑・・小

λ指導による花かご作り

倉公民館▼内容・・・岡本章子

▼対象・：小学校5・6年生

以上の少年少女▼申込み・・・

願いし示す︒︵企画課︶

計奎作るだのにm力m

用しませんので︑正しい統

統計の目的以外には一切使

人や営業の秘密を厳守し︑

各種の統計調査では︑個

要な役割鷺ばたしています︒

な資料としＳ罰Ｗれ︑重

などに多数の統計が不可欠

画や立案︑その効果の測定

これ以来︑行政施策の企

︵小倉公民館︶

倉公民館へ︒なお当Ｒ材料

nｒｓｍ・ｗｖｙに︑はがきで小

材料を準備しますので︒10

に目を奪われでいました︒

悉Ｂせた観光客も︑行列
戦国絵巻は︑室町幕府最後

のです︒また︑早くも三歳

涯に大きぐ影響を与灸石

らった記億は︑そ戸もの生

幼児期に両親に遊んでも

実演と即売︑電話展︑新製品の紹介コーナーなぺ 茶業センター・：お茶飲みコンクール︑おいしいお茶の入れ方の個人指導︑お茶費
の二
接百
待円
︑が
お必
に要
ぎで
ひｆ
コ︒
ーナーなど︒ なお︑当日は位得きの無料巡回バス

れ︑一部即売さ

統計調査に
協力を
計ご
の日

Ｗ愚息︑

十月十八日か統計の日と決

10月18日は統

移動郵便局の

じた日です︒

すべて夕報告するぷフに命

この日は︑明治三年に当

めまレこ︒

もや象がんの

開設︑くみひ

して︑全員に

十周年記念と

市制麺諮一

商工会議所⁝

市民会館と

れるものもあります︒

産が展示

会場では W0Mｔｉ物

土産業展が開かれます︒

だ豪華な時代絵巻か展開︒

た時代行列は︑牢治にちなん

〝戦国絵巻〟など

ど▼対象・：市民または市内
◇・
よく晴れわたった十月四日︑茶どころ宇治ではの〝茶まつリ〟が行われました︒この茶まつりは︑豊臣秀吉が北野の大茶会を催した十月一日にちなんて︑茶の先人︑明恵上人や千利休の遺徳
をしのぶとともに︑茶業の振興を願
っで昭和七年に始められ︑一時中断

のひこ声mbm開するこ

家庭での注意点

とです︒

○いつも温かい雰囲気で気軽
に話し合えるようにしまし

○鵜懇のけじのをつけ奔しょ

Ｏ注撃ｙるだけでなぐ︑長所
かみつけて︑ほめてやりま
しょう︒

とや地域ぐるみで他人の子も

〇非行の改さしははやく見つ

我が子同様に注意し合う﹁愛

に発見に誦切な措BB＊ｗるこ

少年の非行防止には︑初期

願いです︒

てることは︑すべての人々の

次代奮爾少年m全に育

しています︒

より二百三人も驚異的に増加

全国防犯運動

治署管内で盗みは千二百八十

今年一月から八月までに宇

防止と少年非行の防止です︒

この運動の璽点は︑盗みの

犯運勁が行われます︒

今ａから二十日康丿図防

少年非行防止が重点

秋の一日華やかに
状況は︑四百七十七人と去年

1045
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鎌倉時代の井戸を発見

宇治妙楽にある京都銀行宇
から天保通宝や寛永通宝の古

が出土し︑井戸のある上の層
発掘租屁︑江戸時代末期
ま刄苧治代官所が置かれて

京都銀行宇治支店の増築現場

治支店の敷地で︑鎌倉時代の
いた歴史的な場所です︒

なると︑土器やかわらなど︒

ところで︑井戸は倣わなぐ

銭︑近世のかりらが出ていま

また︑井戸からの出十高は︑

す︒

井戸跡を発見︒
市教育委員会は︑京都銀行
宇治支店の増築の立必一調査で
いろいろなもののどみ捨て
尹となり︑箆塩猫する人

土師器や中国製︵宋との貿易︶
と思われる磁器︑瓦器︵わん

土師器︵はじき︶忿見つけ︑
試掘を続けたところ︑九月三
たちにとっでは︑昔の妾苔
知る遺物の 宝Ｆとなって

・皿︶︑かわら︑じかと思わ
れる獣骨︑木片などで︑布目

十日に鎌倉時代の井戸の石組
みを発見しました︒

教育委員会では︑出土した

います︒

ものとｔ t＜＾ａれています︒井
遺物をひとまず整理︑分類し︑

がわらは寺院に便われでいた

円形で︑地表から約百五十？
戸の衷Ｗには柱穴があり︑
市民のみなさんに見ていただ

月15日までに社会教育課へ︒

・：申込用紙に記入のう兄︑10

決勝はトーナメント▼申込み

急ピッチで復旧作業のつづく山崩れ現場

催し

府道開通までの臨時措置

近年︑環境を守ることの

います︒私たちの宇治川も

きない飲料水の供給もしで

人間の牛活に欠くことので

ぷための交通路となったり︑

かわっています︒物資夕運

中で︑河川は牛活に深ぐか

私たちを取的呑ぐ豆男

安全のしるレとして重要な

したが︑現在も塩素処理は

ン物質の心配が報道されま

れています︒

せん︒こうしで安全が保た

だけは行わなければなりま

水のこと︶でも︑塩素消毒

な原水︵水道水の元となる

なりません︒だから︑どん

上が常に検出されなければ

を包み込んだフロ″ク︵粒

有機質・細菌・微生物など

力を借り︒水中の無機質・

用して︑浄水場では薬品の

に沈殿するからです︒

ったり静止した時には川底

るが︑流れがゆるやかにな

重い固体も水の中に浮草ｙ

ぴがなぐなります︒これは︑

河川も︑しばらぐすると濁

っているのです︒

芦夕基本にしてい車ふ︑

水道は遥序・豊富・低

微生物などを

沈でん・ろ過

雨が降ったあとの濁った

水は︑水質基準に適合し︑

います︒浄水場で作られた

i＞ｆｔｃいにする役割命珀一って

で自然から供給在れる水を

忿這は︑このようにし

れます︒

池の人工ゐ疸膜で取ぴ除か

れなかったフロックはろ逼

です︒奈りに︑沈でんしき

子︶か沈めるのが沈でん池

この自然の浄化作用か莉

水が流れている時はでち

梅雨期の七月五日︑宇治山
王で山崩れが起こり︑宇治川
沿いの府道大津南郷宇治線が
いまも全面通行止めになって
います︒
このため︑京都府宇治土木
工営所は︒市役所前から白川

関心が高まり︑﹁河川をさ

役割奎果しでいます︒

になりました︒宇治市でも︑

河川含尻いに保つため︑

水道の処理排水か排水基準

に適応させるなどの努力を

そこで︑水質問題を取り

しています︒

は定員がありますので︑京都

塩素処理について︑発ガ

れいに﹂ともい幻れるよう

同じように璽要な役割か疸

を経て宇治田原町へぬける立
場︵たてば︶林道を舗装︒十
月三日から︑京阪宇治交通バ
スの臨時路線として︑午前七
時から八時半までと︑午後五
時から七時半までがバス専用
道路となり︑この時間は一般
車両は通れません︒
この措置は府道が片側通行
できるようになるまでのもの
です︒

上げでお知らせします︒

府企画調整室︵電話四451

◇
当日には︑印鑑と垂雲怠

スカション▼参加⁝希望の人

れないぶりに持参してぐださ

咽喉科︑整形外科︒

立場林道にバス運行

1046
▼とき・：10月21日〜12月13
日の毎週水・金曜日︑午後7
時から▼ところ・：西宇治中学
校▼対象・・市民または市内に
勤務する人▼登録料・：五百円
▼定員・：30人Ｖ申込み・：登録
料かぷえてｉＭ教育課ま1
︵社会教育課︶

案内
身体障害者の
巡回更生相談
今年度二回目の身体障害者
巡回更生相談を開孝禾す︒
相談の内容は︑身体障害者

ありました︒このほか︑家

楽器︑電気製品などが多く

は︑ベビー・＾＾Ａｗ＞ＫＩＲや

い︒相談は無料ですので︑お

必ず補装具夕持参してぐださ

装具の莞霜談や修理には︑

付の相談などです︒また︑補

診断︑施設入所・更生医療給

手帳や補装具の交付に必要な

具や一般家庭用品︑学習用

気軽にお越しぐださい︒

歩約10分︶▼診査科目・・Ｉ耳鼻

会所︵近鉄小倉駅から西へ徒

時〜3時▼ところ・・・西小倉集

▼とき・・・10月22日困午後1

ず︑どん芦ん登録しでぐだ
さい︒
︵商工観光課︶

品など︑希望や提砦商わ

今までに成立したもので

て4？μ×よこ3？訂︶が必
要です︒なお︑今回は眼科の
診査は実廊に釜せんので︑ご
注意ぐださい︒︵福祉課︶
0月の献血
1
▼10月12日㈲・・・宇治保健所
で︑午前10時から正午までと

の作品募集

︵企画課︶

とい＞ｒ＃味であり︑水素と

酸素か尽冨全ぐ純粋な水

ではありません︒かえって

いろいろな成分︵有害でな

いもの︶牽含んでいる方が

水道にたずさわる人たち

7つまい 水ijいえます︒

秋の市民文化祭が十一月一
日から三日まで︑市民会館を

カラーとも四″切︶︑短歌︵色

仮軸おさめ︶︑写真︵白黒・

準は水道法で定めら元でお

水のことです︒この水質基

な水で︑水質基準に合った

飲用に滴ずる水とは安全

安全な水に

塩素消毒で

いるのです︒

をつくるため日夜努力しで

は︑きｎいで︑おいしい水

中心に開催︒あなたの力作も
出品しでぐださい︒

ちぎり絵︑はり絵︑アートフ

▼募集作品⁝生花︑押絵︑
月20日㈹・：三和研磨二業で︑

ラワー︑ペーパーフラワー︑
人形︑盆栽︑水石︑菊花︵大
菊花鉢個別・盆栽・福助作りＩ

感疸冊︶︑俳画︵色紙︶︑

り︑適合していれば安全と

エスペラント︑書道︵半切の

その他▼出品資格・：市民か市

︵保健衛生課︶

内に通勤・通学する人▼申込

いえます︒

京都府総合開発審議会では︑

計画シンポジウム

第3次府総合開発

み＝・10月20日までに襲薮育

水道水には塩素のにおい

﹁文化のかおり高いくにづく

があり︑﹁お茶がまずくな

十月一日奢行

レ？尿道水では︑じゃ

評判はよくぁりません︒・

る﹂﹁カルキぐさい﹂など

の市政だより四

︵社会教育課︶

課内の文化祭実行委員会へ︒
京都府総合開器箇︵第Ｌ次
試案︶シンポジウムを開きま

▼とき：10烈八百吻午後ｐ一

す︒

3に琵琶台全域がぬけていま

み収集日程表の中で︑10月16

塩素な灸弧⁚︶・四ＰＰ剥

・一ＰＰＭ以上︑結合残留

口の水で︑遊離残留塩素〇
工会議所講堂▼内容⁝京都大

した︒訂正しおわびし栗す︒

面の燃えないご

学二学部教授の長尾義三さん

時半開場▼ところ⁝京都商

の基調報告のあとパネルデ″

訂正

り﹂というテーマで︑第1次

1時半から1時半まで︒

午前10時から正午までと午後

22日叩・フシミサラシエ場で

午前10時から正午まで▼10月

午後1時か？蒔半まで▼10

市民文化祭

︵つ︒︷で︸

宇治浄水場の沈でん池

する塩素︒

ができる︒この状態で存在

ロラミンと呼ばれる化合物

場合︑塩素剤と竪にしでク

水中にアンモニアがある

︿結合塩素︶

る有効塩素︒

塩素酸イオンの形で存在す

水中で次亜塩素酸︒次亜

︵遊離塩素︶

のです︒

ぐ局811Ｆ内線2と
1く
1に
9清
へ浄
おは大切なことで
い︒また︑手慢の交付や再交
安全な水として市民のみな
日ごろスポーツ牽する機会の少ない高齢の人公卓
対球
象大
に会
︑チーム対抗のゲートボール大会を開き示す︒ ▼とき・：10月25日向午前9時︵雨天延期︶▼ところ・・大久保小学校▼チーム編成・・・監督よ・・競技者ｉ入・補欠2人で︑市内在住の60歳以上の人で編成するチーム︒男女は問いません▼ルール⁝京都府ゲートポール競
さんの家庭に送ら元でいる
付の申請には顔写真一枚︵た
問い合わせください︒
す︒清浄とは飲用に溺する
ゲーーボール大会

安全な水道の水

この井戸は内経約百？ａ

以下にあります︒井戸の石組
屋根のよ．ｒvＷものでおおわれ
くこと忿7？います︒

みの間から鎌倉時代の特徴あ
ていたのでしょう︒

る瓦器︵がき←賤きの土器︶

の自転車︑座敷用長机︑ポ
ータブルミシン︑そ￡痢

︿ゆずります︶
べ″ドのマット︑石油ス

学習机︑応接四点セ″ト︑

まだまだ使えるけれど︑
活用しでいないものがあれ

トーブ︑八ミリカメラなａｊ

カーペット︑石油ストーブ

不用品情報センター

ば︒不用品情報センター

登録の有効期限は︑一ヵ

に登録しでぐださい︒

月です︒交渉は当事者間で

︿ゆずってぐださい︶

行い︑結果蛮Ｗ告していた
だ康示す︒登録や問監Ｂ

な4
◇

げた箱︑ カラーテレビ︑
プロパン用コンロ︑二十り

せは市役所商二観光課︵ａ
ｃＣＯ．−14Ｌ内線264︶へ︒

上

水質問題を考える

4）
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井戸から遺物も出土（10月3日、発掘現場で）

