市の人ロ

人口154，933人（fii／月比142人増）

原町の四市四町で構成する国

町︑山城町︑木津町︑宇治田

つづいて開かれた教育委員

います﹂とあいさつしました︒

十八年六月同部の文化財保護

員会指導部社会教育課長︑四

めざしで多面的な活動忿すす

十月二十七Ｅから千一月九
日まで︑読書週間レトに昭和二
十二年にはじまって︑今年で
三十五回となります︒︒本との
出合い︑ゆたかな人生Ｉ岑
年のテーマ︒
市民図書室では︑この読書
週間を記念しで︑随筆家の大

⁝⁝︒おばんざい″つて︑

くさん出版孤れています︒

CJ存知どｙか︒おそうざいの

は何を食べるといtＰvし淮たり

ことどす︒京には︑何の日に

が︑ぎょうさんありました︒・

せやけど︑だんだんすたれて

し・ｗＶＣＳて⁝⁝秋のひととき︑

なし︑聞いておくれやす⁝⁝

京のく5しとおばんざいのは

372

村しげさんをお招きし講演＆一

372

を開零栄す︒

おそうざいの味と

古くから京都人が守りつづ

617

講師をしでいたダ矢村し

377
そして︑エネルギー効率や大

とは言うまでもありません︒

ている公共輸送機関であるこ

段として︑住民牛活に密着し

国鉄在来線は中心的交通キ

で︑国鉄は︑大変重要な分野

竪晏通体系夕形成するうえ

要請の強い省エネルギー型の

揮しています︒今後も社会的

都市堅ｊゐ特性か千分に発

います・ＣＴＣとは︑従来そ

七億円で九月から実施されて

装置︶化工事が︑総工費二十

れており︑とくに都市間や大

しきたりを︑語部︵かたりべ︶

359

圧縮されようとしています︒

複線電化への投資はます毒す

せるため︑経営の圧迫となる

でに健全経営の琵琴確立さ

成立によって昭和六十年度ま

しぶし︑国鉄経営再建法の

来年三月までに陸橋の建設や

のです︒この工事にあわせで︑

車両運行の安全性を高めるも

取り扱いをＩヵ所に集中しで

イントの切替えや︑信号機の

れぞれの駅で操作していたポ

化工事が完成することになっ

自動券売機の設置なぺ近代

ル当りの乗客数を示す輸送

国鉄としても重点的に増強・

がされでいましたが︑今後は

は地方交通線とい之﹂置づけ

線区指定か受けました︒以前

工事の認可を得ら元るぷっに

事情なμもあり求ふ︑電化

議公一では︑国鉄の厳しい財政

国鉄奈良線複線電化促進協

国鉄や運輸省など関係機関へ

化か阜期に実現させるため︑

まず︑奈良線全線の複線電

活動を展開にます︒

活動展開の力に

利用者の増加が

ています︒

現在奈良線は︑キロメート

けできた︑

406

げさんは︑大正七年の祇園生

653

密度が昭和五十二年度から五

夕越えでいること︑主要都市

十四年度までの平均で八千人

の京都と奈良を連絡しでいる

として大村さんに暮らしの中

418

ます︒

つのポイントになると思われ

奈良線の利用者数の増加が一

可能となります︒ここでも︑

るならぽ︑複但祖の実現も

需要が増大すると見込次れ

なお︑奈艮線は将来輸送の

なども行うことにしでいます︒

必要な調査︑研究︑資料収集

もちうへこれらの活動に

しでいき示す︒

ピスの向上を関係機関へ要望

鉄遊休土地の開放なベサー

や車両・施設の改善整備︑国

また︑奈良線のダイヤ増強

でいます︒

や協力鷺得でｓ＞m＞いと考λ

国政・府政の場で議員の理解

との連携政花するとともに︑

国鉄複線電化促進全国協m

域国鉄線等整備促進協議心一や

陳情をします︒京都府南部地

度

次れ︒﹁京の古くからの暮βし

376

昭和

ぶり政︲︒りついでいくのが︑

429

投資する線区となったわけで

ことから︑今年三月に幹線の

参加は無料ですので︑お気

738

M！ C＾Ａ︶期待されでいます︒

ばんざい

ところで︑奈良線電化と関

す︒へ

から語していただき示す︒

昭和葦
459
度

軽にお越しぐださい︒

397

私の仕事﹂と言われ︑各方面

きか︑という問題をな調査・

459

ばでつづった﹁京の手づくり﹂

研究しでいます︒

803

了匹躍されています︒京こと

門調査委員会で︑府南部の国

昭和51
委 523

﹁京四季の味﹂な戸喬者もた

鉄在来線・新線はどうあるべ

幹線指定で近代化へ

359

昭和
54年

て四十二年に蔀足︒複線電化

450

53年

めでいます︒

779

ごご1時〜3時牛◇市民会館3階

513

京のくらしとお

淳ずるＣＴＣ︵列車集中制御

度

◇10月30日

昭和50

黄聚 木幡

新田

読書週間の記念講演会
量性︑安全性︑定時性にすぐ

▲住宅も多くなった奈良線沿線

◇大村しげさん

1知

年度

また︑京都府知事か代表世
話役として昨壬︿月誕生した

府南部地域国鉄線等整備促進

四市十町一村で構成する京都
基地か題設する問題もありま

協議会でも︑奈良線電化のた

国鉄では昭和五土八年度中

鉄奈良線複線電化促進協議会

めいろいろと取匯組ん1笙

にも奈良線の単線電化工事の

は︑現在単線で電化されでい

ところで︑宇治市はじめ京

認可を得たいと考凡ているよ

した︒今︑この協議会内の専

うです︒さらに︑︷花による

ない奈良線の複線電化にむほ

卒業︑二十二年四月京都府に

専門学校︵現京都府立大学︶

昭和二十二年京都府立農林

車両増に対応するための車両

都市︑Ｉ城陽市︑奈良市︑井キ

す︒

国鉄では︑奈良線の電化の前提としで九月からＣＴ
Ｃ︵列車集中制御装置︶化工事に着手しました︒こう
した中で︑国鉄奈良線複線電化促進協議会は奈良線の
複線電化にむけで活動していますが︑現状と方向など
をお知らせしましよう︒

1一し

まずは単線電化で
現在︑奈良線沿線の住民や
市や町︑京都府の強い要望な
どによっで︑奈良線複線電化
計画も大きぐ前進1Ｊヌ
でいます︒

教育長に岩本さん

勤務︑四十一年六月府立医科
大学付属病院事務課長︑四十

十月十二日の定例市議会の

会で岩本委員が教育長に選ば

市議会9月定例会で
本会議で︑岩本昭造さん︵五

課長︑五十四年四月山城教育

課長︑四土八年六月府教育委

十三歳︶が宇治市教育委員に

れ︑京都府教育委員会から承

四年四月民生労働部婦人児童

選任同意されました︒

市伊勢田町蔭田一に在住︒

働経済研究所長夕歴任︒宇治

局長︑五十六年四月から府労

おりです︒

岩村教育長の略歴は次のと

認舎父けました︒

市議会の同意か吋た岩ぷ教
育委員は﹁宇治市の教育発展
のために︑がんばひたいと思

国鉄奈良線の乗客数（単位：千人）

ヱ

複線電化めざして
国鉄奈良線
岩本新教育長

1047

ｔｊ⑩3141㈹

男77，410人

● 毎 月 I 日 ■ I I 日 ・ 2i日兄行

第573号
女77，523人

宇 治 市 宇 i f ！麗琶33番地

昭和56年
（1981年）
世帯数48，820世帯（前）iヒ3世帯増）

発行宇治市

編集文書広報課

10／21
世帯数（昭和56キio；i1日現在）

▲通勤・通学の゛足、として大切な国鉄（宇治駅で）

1981キ（昭和56キ）10月21日発行（2）

料▼申込み⁝はがきに住所・
育て方か貫一いに学び豪す︒

いる講師から伺い︑健やかな

宇治と小倉の歴史を学んでみませんか︒ ▼日程とテーマ・・・左下表▼とき⁝午後7時19時▼ところ・・・小倉公民館▼受講料・・・無

氏名・年齢・電話番号および
▼日程とテー・了・下表▼と
き・・・いずれも午後Ｌ時半〜3
時半▼ところ↑・・小倉公民館▼

「宇治の文化財」
12／7K）
k緊偕麗北叫B？＾
5

12／14（9

郷土史講座

﹁郷土史講座希屏と書いて︑
11月2日までに小倉公民館へ︒
申込み者は全員受講できます︒
対象・・・中学隼と小学校6年生
の子芦も鷺持つ親▼定員・・・40
人︵多数の場合は抽せん︶▼受

中学生を考える講座
中学生の非行が拡詰躍と

4

す︒

軽にりぷりの
消防署へご運

︵消防太一部︶

▼呪何期間⁝10月23日翻〜

込書は職員課にあります︒

せん︒なお︑実施要項と申

郵送による受付はいたしま

なぞ凡て職員課へ提出鴛

本人の写真かほり︑申込書

最近6ヵ月以内に撮影した

と︶に︑必要事項を記入し

等学校統一用紙を使用のこ

校卒業見込みの人は近畿高

み・・・市販の履歴書︵采春高

ところ・・・宇治中学校▼申込

8日剛午前1時40分から▼

▼第一次試験︱とき・：11月

みの人︒若干名︒

絡ください︒

不習ね以が
あれば︑お気

自主的に設置するもので

はあ！両方一に備えて

mm
31日出︒

雌
きと

仙
1 川
1
明
2 山
1
皺
3 川
図

テーマ
第二次性徴期をめぐる
中学生の体と性教育
現代中学性気質と悩み・
不安・不満のほぐし方

できない教科Haらい
な教科の勉強のし方
進路の選択と上級学校

講師

今村要道さん

日本性教冑研究会常任理事

京都府警少年課ヤングテレホン担当
太田昭子さん
宇治市教育委員会指導主事
別所隆太郎さん
京都府立西宇SS2！校長

10月26日から市内各所で

い︒なお︑小学生には必ず保

が政か電話で申込んでぐださ

期検査夕行います︒業務用

業務に堡用するはかりの定

と笛一慰孝ませんので︑必

ず検査奮冥けでぐださい・
検査には︑手数料と印鑑を
lU持参ください︒
なお︑光電式や電気抵抗
線式のはかりは別に検査し

また︑今年は家庭用はか

ます・

りも11月4日脚午前10時か
ら午後3時まで市教育委員

センター
・10月28E・・・小倉小学校
・10月29m−大久保小学校
・11月4日・5日・・卓治市
靫育委員合一前︵市役所南
50μ︶
時間はいずれも午煎⁝一時
から午後3時まで︒
︵商工観光課︶

9時〜午後5時▼ところ・・・黄
槃公園テニスコート▼申込み

決行︶▼ところ：Ｉ黄柴公園プ
ール前の児童公園▼受付時間

・・・当日︑直接会場へ︒

けでいない寝たきり老人で︑

また︑六ヵ月以上治療夕受

心者︶5ａ︑家族︵経験者を

含む︶7弓︑一般社会人︵初

プ﹀︱一般社会人︵経験者を

し津す︒

十月十一日発
行の市政だより
四面のゲートボ

卓球教室の誤りでした︒訂正

また︑同じ面の卓球大会は

東宇治中学校の誤りでした︒

久保小学校となっていますが︑

Ｉル大会の中で︑ところが大

訂正

会場へ︒︵社会教育課︶

運動のできる服装で︑直接

正午Ｖところ⁝伊勢田小学校︒

き・・・11月1日向︑午前10時〜

▼種目⁝バドミントン▼と

スポーツひろば

へ︒︵社会教育課︶

⁝社会教育課︵豊⑩ｙ141︶

▼参加料・・・五百円▼⁝串込み

対象・・・家庭婦人▼定員⁝30人

時▼ところ・：西小倉小学校▼

日曜日と祝日の午後CM時〜4

▼とき⁝11月1日〜29mの

ソフトボール教室

︵社会教育課︶

・：午前1時半110時半▼クラ
スと距離⁝︿個人﹀＝経験者

低所得世帯の人には︑訪問健

含む︶6ｎ︑家族︵初心者︶

8ａ︑初心者60︑︿グルー

康診査を実施しますので︑老

4ａ︑ジュニアクラス︵小学

︵社会教育課︶

▼とき・・・11月3日鴫︑午前

フアミリーテニスデー

︵社会教育課︶

︵豊⑩ＩＬ41︶へ︒

・・10既貿星ＶＪに社会教育課

ーはＦチロム五百円▼申込み

円︑小・中学生は無料︑リレ

般社会人三百円︑高校生二百

衛隊グラウンドｖ参加料・・・一

9時開会▼ところ：大久保自

▼とき・・・11月1日間︑午前

陸上競技大会

市民総体

付へお越しぐださい︒

百円▼申込みＩ：当日︑直接受

加料⁝個人・グループとも三

生だけのグループ︶5ａ▼参

人福祉係へ︒︵福祉課︶

314Ｌ内線一一一︶へ︒

︵小倉公民館︶

はかりは︑検査か受けない

京都府計量検定所では︑

4 1μ
会前で無料検定します︒
などへの進学
栢分次郎さん
1
︿検査日程﹀
㈹
宇
青
少
対
策
導
主
生の
の
行鷺勣
小学校五・六年中
生学
以上
少問
年題
少女
対と
象に︑毎月
一治
回市
いろ
い
ろ年
なテ
ー
マ室
で指
教室
を
開事
いています︒ ｙとき・：11月7日出午後7
5 8μ
・10月26m−東宇治中学校
若山登さん
教育相談
︱
ジュニア教室Ⅲ
・Siii：27m．︒︒宇治ショ″プ

はかりの定期検査

護者が同伴しでぐださい︒

についてのお話▼申込み・・・は

る﹁宇宙の話﹂︑﹁秋の星座﹂

センターの江上賢三さんによ

館▼内容・・・京都市青少年科学

る講座希屏と書いて︑10月30Eまでに小
時倉
〜公
9民
時館
▼へ
と︒
ころ・・・小倉公民

お知らせ

案内
市・府民税
今月は納期月

▼ときふ⁝肖22日出▼とこ

善意の献血
10月は︑市・府民税の第3
期の納期月です︒

ろ・：㈱フシミサラシ︵菟道谷

1正午︑午後Ｌ時半〜3時半︶

下り︶▼採血時間⁝午前10時

お忘れなぐ︑もよりの金融
機関か納税課でお納めぐださ

オリエンテーリング大会

市制施行30周年記念

催し

ブ︒︵保健衛生課︶

▼主催⁝宇治ライオンズクラ

い︒︵納税課︶
老人健康診査
市では︑六十五歳以上のお
年寄りの病気の予防︑早期発
見︑早期治療のため健康診査

ｖ期間・・・10月21日出〜11月

を無料刄竹います︒

7日出▼場所⁝最寄りの内科
医院など▼診査内容・・・聴診や

定められた幾つかの地点を短

地図と磁石夕便っで野山に
み・・・記録票は老人クラブを通

時間に探し当てる︑初めての

血圧測定︑尿検査などｖ申込

じて配布しています︒老人ク

人でも楽しめる競技で竃
▼とき・：11月1日間︵小雨

ラブに加入していない人は︑

字治市

ポーツです︒

⑤

の1呂合理性に富んだス

スポーツ少年団

今四一牡︑柔道︑ 手︑少

林寺拳法｀圭な活動種目と

する六つのスポーツクラブ

◇

か紹介しましょう︒

秋風がさわやかな今唄︑

市内各所でスポーツ大心一な

先日も︑少年柔道大心一が

どが開かれています︒

開かれました︒会場では少

年に交左︿活躍している少

女か見かけました︒

格闘技と呼ばれる柔道・

9于・少林寺拳法は︑荒々

しいとっぐみ合いのスポー

ツと思われがちですが︑小

さな女の子でも親しむこと

のできる競技で︑少女の参

加も多くなってきでいます︒

これらのスポーツは︑長

い歴史の中で︑何度も変革

mり返し︑確立されでき

たものだけに老若男女流四

わず︑だれもが親しむこと

練習を通じて仲間とのふれあい

心身の修養に力点

中学生を考える講座日程表

福祉事務所老人福祉係︵豊⑩

拳法

講料⁝無料▼申込みｙ・往復は

北）ll純三さん

3

︵職員課︶

柔道・空手・少林寺

がきに住所・氏名・年齢・電

「小倉の文化財」

なっていまｙが︑現代の中学

「宇治茶の話」

生が何を？兄ているかなど︑

・消防署︑市役所が業者を

資格取得見込の女子︒若干
名︒・
土木技師・：昭和29年4月
2日〜39年4月1日に生ま
れ︑高校以上の学校で土木
の課程か修得した人︑また
は昭和57年3月に修得見込
みの人︒若干名︒
建築技師・・・昭和29年4月
2日CO9年4月1日に生ま
れ︑高校以上の学校で建築
の課程か修得した人︑また
は昭和一Ｊ年3月に修得見込

扉都府茶業肝1真島秀満さん

話番号および︑﹁中学生忿7︿

最近︑訪問販売などで︑

設置を強制する法律や条

二般家庭に︑消火器の

消火器の押売りに注意

指名して消火器を売らせ

に売りつける
業者が横行し
ています︒
次の点にご
注意ぐださい︒
・消防署の職員は消火器の
例︑規則はなぐ︑消火器

市職員の採用試験

販売はしません︒

・・●

子μもたちと深ぐかかわって
「これからの町づくりと宇治」

10月23日から受付
宇治市職員採用試験を次
のとおり行います︒
一般事務職・：昭和32年4
月2日〜39年4月1日に生
書れ︑学歴は問わないが高
校卒業程度の学力を有する

得し︑昭和一ｙい年3月に保母

以上の学校で保母課程＊︶1

たは保育専門学校及び學ハ

保母資格を有する女子︑ま

日139年4月1日に生次れ︑

保母職・・・昭和32年4月2

人︒若干名︒

「巨椋池の今昔」
i＼／明
≪wa若原英弐5A
2

立命館大孚教授谷岡武雄さん

m月
1

消防署の名浚 り︑消火器

郷土史講座日程表
講義とき
テーマと講師
ることはありません︒

宇治市小倉公民館…小倉町寺内91（電話224687）

やガスもれ警報器を強制的

公民館のお知らせ

政

だより
市
治

宇
第573り

います︒

︵社会教育課︶

団員数は︑年々増加して

Hiｓｓしています︒

スポーツ少年団の団員とし

〇・五人の割合で加人し︑

人に二人︑中単生は丈に

人に一人︑高学年では︑十

小学生の低学年では︑十

まりました︒

ツ少年団の加入状況が書と

このほど︒宇治市スポー

小学生10人に
1人が加入

スポーツ少年団

そば立て︑筆記しています︒

さないぷっに一生懸命耳を

者のお話を一言も聞鹿漏ら

小さな子戸石たちも︑指導

っいて講義に｀ぞいます︒

心得や人の和の問題などに

近ぐを︑日常生活の中での

少年団も︑活動時間の半分

そこで︑市内各スポーツ

いていることです︒

と︑身心の修養に力点をお

いずれも対人競技であるこ

三つの競技の共通点は︑

懸命に筆記

指導者の講義

柔道・空手・少林寺拳法スポーツクラブ
横島柔道jなa
川村喜義
（22）2679
野田勇
07745（3）6783
大久保柔道 ＞ ＊
a
（43）4715
城南空手ぷ ＊ぷ 加藤吉辰
登龍館空手ふな｀a伊藤義明
（32）2443
木幡拳法ふ Va 阿野倫久 075（571）3674
宇治岡屋拳法ふVS 辻崎竹彦
（32）9579
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