市の人ロ

無料休憩所跡に来春完成へ

観光パノラマや名産品展示も

市では︑観光宇治の︒拠点 と
の建設工事を十一月下旬から始め

なる仮称﹁宇治市観光センター﹂

ています︒この観光センターは︑
建設するもので︑来年五月からＩオ

宇治堺川の市営無料休憩所跡に

寺などの観光資源や伝統的な

にはぐくまれ︑平等院︑万福

治川を中心ぷ葛ｆ齢な自然

史を誇る文化遺産が多く残さ

れるすばβしい景観や古い歴

かし︑市には宇冶川に代表さ

れていないのが実情です︒し

にも平等院以外︑あまり知ら

宇治茶牽甲にｙじべ観詐の

れています︒

宇治市は︑千年の歴史と宇

まちとして歩ん1呈した︒

また︑地元の産物として
宇治茶をほじめ茶あめや茶だ

いかし︑宇治の観光といえ
ば平等院といわれるよつに︑

︵宇治川側︶

全国的にも︑また︑地域住民

仮称宇治市観光センター

平面図

ともに︑市民に憩の場Ｍ穫一

名所・乱⁚品夕広く紹介すると

ド施設がありませんでした︒

れらを紹介する総合的なガイ

伝統工芸品がありますが︑こ

〇％︲ヱは平等院の観光客と

っています︒Ｌ石も︑その四

帰りまたは通過立寄り型とな

に位置することなどから︑日

や宇治市が京都と奈良の中間

その大半は︑交通体系の充実

る観光客は年間約Ξ白万人︒

現を︑建設中の宇治市観光

さんに利用いただいてい未了︒

を開設︒今日まで多くのみな

料休憩所と市営茶室対鳳庸7

おフと昭和三十二年に市営無

訪れる観光客に楽しんでもら

こうしたことから︑宇治の

し︑観光・レクリエーション

また︑市民のみな ︷んの中

にも︑自分たちのふるさと︒

宇戸について︑平等院以外

知らないといウ人が多くおら

これまで︑市では市民のみ

れるよっです︒

なさんにふるさと宇治を知っ

小学生ら多くの市民が参加

二階には︑名目的ホール

きるぷつになっています︒

ルは休憩所としても利用で

て︑観光情報夕提供し︑ホー

案内カウンターな戸蚕設け

名産品展示コーナー︑観光

ノラマ︑ビデオマーナー︑

ｙまな施設＝・一階には観光パ

万円

Ｖ総事業費・＝約一三︑〇〇⁚︶

四几りｉＢ

二・四謡︑建物延圓積＝

り二階建︑敷地玉︑一〇

▼規模⁝鉄筋コンクリート造

よび二

ｙ建設地＝・宇治塔川一−瓦お

施設のあらまし
観光・展示案内コーナーを備えた「宇治市観光センター」完成予想図

版画でキづくりの年賀状を

つぐろうと︑宇治市公民館の

年賀状づくり教室は子どもか

らお年寄りまで多くの市民が

この教室は公民館と版回サ

参加︒︒

ークルが主催︒今年で四回目

敬欠ました・渠年は既と

犬夕題材にして作る人なべ

心のこもった年賀状ができて

公民館では︑この教室で制

いました︒

作された年賀状か公民館ギャ

ラリーで︑今日︵十一日︶か

ら二十四日困まで展示します︒

どっぞご覧ぐださい︒

センターは︑この市営無料休

憩所を収り壊して建設するも

ので︑観光の振興ｙあわせて

産業の育成をめざしていま尤

て宇治茶をほじめとした地場

席Ｅについては︑工事の進み

在休席してい未丁︒来年の開

なお︑市営茶室対鳳庵は現

ク前にオープンの予定です︒

来春五月のゴールデンウィー

引良習造園工筝に着手し︑

が来年三月末の完成予定で︒

このセンターは︑本体工事

なり未了︒

二・三Ｕ︶盈闘えた施設と

プ︵全長二十二・七μ︑幅

ーを結ぶ車イス用のスロー

ｍの一部鷺蒔用してセンタ

て︑南隣にある府立児童公

ア︑身障者用トイレ︑そし

利なふつに︑玄関に自動ド

持った人やお年寄りにも便

人などハンディキャップを

なお︑身体に障害のある

など企画展が開かれ毒ｆｙ︒

入賞作品や郷土産品の展示

会場では︑宇治川写生大会

用の和室があります︒展示

としての腱示会助と茶室兼

車いすスロープを備えた
総合案内施設に

なっていまず︒

9

の需要に心える拠点づくりが
強く求められていました︒
このため︑市では昭和五十
五年二月に宇治市観光センタ
ー建設委員会︵中村英一会艮︑
委員十三人︶夕設置し︑広く

りに取り組んできました︒

ていただくとともに︑宇治を

市民の声が反映した施設づく

ところで︑宇治市を訪れ

α

ープンの予定です︒そこで︑この

メ

版画づくり教室
年賀状は版画で

｀ｓＩ11111111−−ａｌｓＩＩＩＩＩＩＩＩＩ一

・−−・

んご︑そして︑焼物などの

Ｑ

多くの市民・観光客に利用された現在の市営無料休憩所
玄関
玄関

位置図と

︵平等院側︶

一二−−・−−−・

1 。 − − − ・ −− −

脂回つ．

ぐあいをみて決めることにし

ていまず︒

3

155，060人（前月比9人滅）

センターのあらましについてお知
らせしましよう︒

ノ

・ ｉ ＝ ｉ Ｙ ， −市・宇祐琵琶33番地

人口

桐集文書広報課

48，866世帯（前月比7世帯増）

● 毎 月 1 Ｕ ・ Ｉ Ｉ Ｕ・21日発行

第578号
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女
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77，463人
男
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1
／
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昭和56年
（1981年）
世帯数

発行宇治市

（昭和56年12月1日現在）
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観光センターを建設

市民と観光客のふれあいの場に

お正月のおせち料理などに色ど
りをそえるフキの出荷が三月から
開始︒フキは春のものですが︑夏
に根を掘り起こし冷蔵庫に保存す
ると冬が来たと思い︑九月頃土に
戻すと芽を出し始めます︒これを

＝0

ａ

○

ｙ例会日・・・毎月第一・二・

まず︒

・四年生以上を対策に募集し

も人形劇団の団員聚小学校三

する︒そんな活動をずる子ど

まで作り︑そして地域ＶＪド昶

子芦石の手で台本から人形

団員を募集

子ども人形劇団

0．、Ｏ

Ｖ練習場・・小倉公民館＜Ｋ費

四火曜日︑午後4時〜5時半

○

○宇治市公民館…宇治里尻71の
○宇治市木幡公民館…木幡内畑
9（豊＠2804）

ｏ○
○

○
ｏｏ

ぽっくり人形劇団﹂と﹁西山
人形劇団﹂のお吋穿巡ちｙ

へ︒

施貝本

設所会部

22−3141

乳幼児の

経済的な援助舎行い健全な育

22−3146

31一8007

22−4530

市

後は受付けできませんｙ申請

書民民

図公公

ｔ賜限・・・Ｗ2日廊まで︒以

︵交通労政課︶

先・＝市役所交通労政課へ︒

くらしの資金
17日までに申請を
年末をむかえ︑生活にお困
りの世帯に資金をお貸しずる
﹁くらしの資金﹂の申請を
受付けています︒▼貸付金
額・＝年間十万円以内▼貸付

ク︶とマンドリ︒ンタ練習して
みませんか︒
Ｖ期川・・・57年ｔ月13日〜3
月Ｍ一日までの毎週水曜日で12
回Ｖ時川・・・午後7時〜9時Ｖ
ところ・＝宇治市公民館Ｖ対象
・＝市民または市内に通勤・通
学している高校生以上の人Ｖ
指導・＝宇治ギター・マンドリ
ンアンサンブル会員︑ギター

マンドリンは山本美貴子さん
と松本孝江さん▼教材費・・・テ
キスト代実費▼定員⁝ギター
・マンドリンそれぞれ坦人︵先
着順︶▼申込み⁝往復はが
きに住所・氏名・年齢・電話
番号とギターかマンドリンの
別を書いて宇治市公民館へ︒
くわしいことは宇治市公民館

︵宇治市公民館︶

へお問な﹇6せぐださい︒

32−8290

22−4687
務

32−1905
黄聚公園管理事
体育協

木幡河原隣保館

33−0546
善法隣保館

23−3237
家庭児童相談室

21−2808
観◇

光案内所

23−8698

他

の施設

宇洽保健所21−2191

宇治労働セツルメント21−2315

宇洽ｎ察署24−1111

宇冶税務7ｉ44−4141
市民図書室では︑子μもさ

クリスマス会

図書室の

宇治地方振ｎ局21−2101

宇治郵使ｌ．ｌ24−4114
低学年までの子μ石ｖ申込み

館大会議室▼対象・・・小学校

時半〜3時ｙところ＝・巾民会

ｙとき・・・12月21日間午後1

ださい︒

ちとさそい合って参加してぐ

スマス会を開き毒了︒お友だ

ゲームなど尽ずる楽しいクリ

らおうと︑紙芝居やおはなし︑

んに本や図書室に親しんでも

城南衛生管理組合（075）631−5171

飲んだら乗るな
乗るなら飲むな

に酒類をすすめないようにしましょう︒

志をもつとともに︑周囲の人は運転する人

ます︒
運転する人は︑飲んだら乗らない強い意

10月末までに府下で︑三千四十一人が飲酒
運転で死傷︒昨年に比べて倍近く増えてい

飲酒運転追放府民運動が始まっています︒

飲酒運転追放運動

催し

︵社会福祉協議会︶

にあり求了︒

福祉事務所︑社会福祉協議会

へ︒申込書は︑民生委員さん︑

の写參て凡て社会福祉協議会

十七Ｅまでに申込書に住曇ｔ

さんとご相談のうえ︑十二月

込み・・・先ずりよりの民生委員

冬4ボーナスのない世帯ｙ申

基準のＩ・五倍以内の収入で︒

生活保護世帯を除ぐ生活保護

二十ヵ月の月賦払いＶ対象・＝

済は︑4ヵ月据え置いたのち︑

条件・：無利子・無担保︒返

室館館所会

21−4049

治民ｓａ＜ｔｅ
日健
休保火市宇市木小

心

21−2737
葬

Ｖ支給額・＝年額六千円Ｖ申

けていまず︒

西水く宇

字配治

沿道水浄

分・課水

部Ｉ場所一場
療タ

43−4780

おしらせ

交通遺児奨学金
交通事故で親など麗︸ハつた

ビニールでおおい︑成長を助けて

成と励ましを送ろ7と奨学金

乳幼児と児童生徒に︑精神的・

促成栽培したのが﹁特産宇治フキ﹂︒

います︒
今回は︑学齢以前の乳幼児
公対象に奨学金の申請を受付

集い﹂参加希望と︷いて小倉
公民館へ︒
︵小倉公民館︶
☆
お正月の生花
講習会
お正月には︑一味違う花を
生けてみませんか︒講習会を
開路示ｙ︒

31−8759
男

ｖとき・・・12月28日㈲午前10 は住田章さんと今西康郎さん︑
時〜午後1時ｙところ＝・宇治
市小倉公民館ｙ指導⁝水井道
子さん！貨⁝30人ｖ持物・・・
生花用はさみ︑剣山︑新聞紙
ｖ申込み＝・材料費三や円をそ
えて小倉公民館へ︒
︵小倉公民館︶
☆
ギター・マンドリン
初心者教室

消費者コーナー

農薬による環境汚染や人

十四年間のサラリーマン生

活で体を壊 ︷石︑有機農業

で自給自足ずるなかで健康

を回復︒その後有機農業に

収組まれてい求ふ︑資材

リン酸︑カリウムなどの

め巾似伍を認められない

かる一方︑見た目が劣るた

さみ︑除草などに労力がか

無機塩類を︿晟した薬です︒

な戸悩みは深いよっです︒

購人や実験などに費用がか

いる現在︑つややかで大き

これ金｀肥した土には︑微

い丈夫な作物が育ちます︒

さの均一な野菜や果物か見

生物や小動物はすみにくく︑

一方化学肥料は︑窒素︑

ると農薬への不安がつのり

から見直すべきだと考え︑

野菜を得るには︑生産段階

に進出して匂農協などの

は限られており︑普通市場

無農薬の野菜を売る販路

車ｙ︒安心して食べられる

体への被害が問題になって

調査・研究

産物とくに野菜がどのよう

資金繰りなどに困るらしい

理解か解られず︑かえって

野菜が安価なとき︑消費者

のです︒それに一般市場で

はそちらに向き無農薬野菜

者の協力と販路の拡大が最

は購入されないなど︑消費

直賀県の桜井さんは︑有

大の問題です︒

函有機農業を営まれていま

すが︑鶏な戸尽底カロリー

低タンパク︑高繊維のえさ

で飼ラため︑育成率はＩ〇

〇％近いとのこと︒配＼Ｊｓａ．

料育ちの鶏は︑発ガン性が

高く︑育成率も八〇％程度

そしてまた︑近代農業で

しかならないらしいのです︒

は︑老人は敬遠されるが︑

考人準ハ切にされるとも話

有機農業では︑経験豊富な

まとめ

＞＜Ｋてい奔した︒

土は酸化し︑通気性も暦ぐ

このため︑作物も病害虫

固くなってしまい毒ｆｙ︒

に弱くなり︑たびたび農薬

散布しなければならないと

ない︑大きさのそろったキ

消費者は︑虫の食ってい

ャベツやきゅうりなど︑見

いう草猪環を繰り享ごと

現在使われている堡従

せかけの豊かさに惑わされ

業の基本ですが︑なかなか

農薬︵有機リン剤︶は︑人

ず︑本当に安全な野菜を求

になり未了︒

体に有害で︑目がかすむ︑

めて︑個人が考え直すこ

馬ふん︑鶏ふん︑枯草︑

手足が冷えてしびれる︑不

みなど雲一年ぐらい寫がし

畳ぐず︑台所から出る生ご

て作る堆肥は︑土に返るは

わかってい毒1︒

販路の確保が

最大の問題

笠収小学ｍで農園ｍ

営されている宮崎さんは︑

︵Ｍエ観光課︶

利Ｅｌの調査・研究︒

︲13グループ﹁古紙の再生

次回は︑消費生活モニタ

した︒

農業の発展はないと感じま

費者の協力なしには︑有機

とが必要です︒こラした消

眠に悩むなど目律神経や末

ん︒未熟な堆肥ではかえっ

未了︒

て作物の病気の原因となり

有機肥料か施すと︑土中

に微生物やミミズなどの小

動物がすみ︑酸素と水が含

鳶れる通気性のよい柔い土

ができ︑病害虫や冷害に強

節神経障害含どすことが

崖几熟しなければ便えませ

苦心されているぷつです︒

有機肥料づぐりが有機農

有機肥料と
化学肥料

参考資料としました︒

生の時代﹂︵槌田助著︶を

︵月刊﹁国民生活﹂︶︑﹁共

者のための有機農業講座﹂

牛居センター編︶や﹁消費

本の有機農業運動﹂︵国民

夕聞μました︒さらに︑﹁日

華大学の槌田㈲さんのお話

考λる戸の会合で︑京都精

開かれた﹁使い捨て時代を

月十二日に雨木幡集会所で

桜井 兄か訪問︒また︑十

宮崎さんと脆賀県栗東町の

肢業を営まれている笠収の

調査にあたっては︑有機

てみることにしました︒

に作られているかか研究し

化学肥料か便わない有機農

消費者モニター（Ａグループ）の

22−0119
防

初歩からギター︵クラシ″

有機農産物を見直そう

21−2804
会公民 館
館
民

署

分
治
宇

東

22−3141
役

市

などの制度奎只都府は設けて

Ｔ︱11111

一

一−11−ＩＩ︲111111

話番号と﹁フォークダンスの

がきに住所・氏名・年齢・電

・＝先着50人Ｖ申込み・・・往復は

カイ︑タタロチカなどＶ定員

・・・ジングルベル︒赤鼻のトナ

ークダンス同好会▼練習曲目

倉公民館Ｖ指導＝・宇治市フォ

1時半〜4時半ｙとＱ？・小

ｙとき・・・程励日旧︑午後

す︒

の人を対象に講習会を開きま

中学生以上の青年とおとな

マスターしてみませんか︒
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