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任期満了に伴う宇治市長選挙は︑さる十二月四日
に投票が行われ即日開票の結果︑現職の池本正夫市
長が三選︒第十一代宇治市長として︑今後四年間市
政を担当することになりました︒当日の有権者は十
た︒

一万八千四百四十一人︑投票率は四五・四一％でし

1

今後４年間四市政を担当
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七日に告示︒各侯補者は七日

宇治市長選挙は十一月二十

した︒この日は朝から曇り空

の投票所で投票が開始されま

午前七時から市内四十五ヵ所

の投票率でしたので︑今回は

の市長選挙では五三・六六％

促諧は四五・四一り︒前回

にぶ匯気味でした︒その結果

ました︒

低率に終わったといえます︒

で︑時折小雨が降る天候の中︑

った運動か展開１

各投票所とも有権者の出足が

間の選挙戦を通じ︒熱のこも

十二月四日の投票日には︑

今回の選挙では︑容布らの
促男呼び掛けや︑響苫開

ンサービスを実施︒多くの市

票状況をお知らせするテレホ

民にご利用いただきました︒

︵池本市長の略歴︶大正九年九月十三

年学校卒業︒昭和二十二年宇治町領会

日生まれ︑六十八歳︑宇治町立菟道青

開票は︑午後七時四十分か

決は︑日本国民の強い願いで

領土です︒北方領土問題の解

北方領土は︑わが国固有の

を果たすため︑都市基盤を更

南部の中核都市としての役割

当選した池本市長は﹁京都

りぶした︒

明し︑午後九時十三分に結了

午後八時四十分には大勢が判

ら宇治中学校体育館で行われ︑

議員に初当選︒二十六年から四期宇治
市議会議員︑四十八年には宇治市議会
第十二代議長に就任︒五十二年に宇治
商工会議所副会頭に就任︒五十五年十
二月第九代宇治市長に就任し︑五十九
年十二月再選︒宇治妙楽一一三︒

北方領土啓発塔を設置

国では︑二月七日を﹁北方

す︒

領土の日﹂と定め︑北方領土

夢とロマンのある施策に取り

定と向上を図って行きたい︒

文化会館大ホールで開かれ

大会が︑十一月十九日出︑

宇治市﹁中学生の主張﹂

に整備充実し︑市民牛活の安

組み︑やすらぎとうるおいの

・・・障害か痔った人々の願

い︒

築道靖悟︵木幡中三年︶⁝

高齢化社会夕考兄る︒

梶本一衣福島中二年︶・：

ました︒

昭和五十七年から始まり

ある二十一世紀浴壁した都

私たちの中のアパルトヘ

市づくりを進めたい﹂と抱負

第七回目か迎えた今大会は︑

かを発表見９７場とあっ

自分の主張夕述べる︒

大海早苗︵東宇治中二年︶

・：進路について︒

・：障害か痔つ人︒

山本浩人︵西宇治中二年︶

松下由紀︵北宇治中三年︶

時︒

・：﹁モルダウ﹂が響いた

に生かしましょう︒

ことか明日からの学校m

友だちから学んだ多くの

の役割夕演じてぐれました

である一方で﹁良底叩１ ﹂

会をとおして﹁良き語り手﹂

皆さんは︑今回の主張大

のではないかと思いまず︒

感じさせる﹂垢励になった

させ﹂﹁胸に迫る力強さを

く人に﹁身近なものと感じ

ういった工夫や努力が︑聞

のもあるか聞鳶蛋した︒こ

再取材してまぐのβれたも

や先生と雲見交換受行い︑

り毒了︒なかには︑友だち

れたものであることが分か

し︑よく検討してから作ら

とめたものではなぐ︑取材

いずれも頭の中がほでま

でした︒

熱意と思いにあふれたもの

の体験などを通して考λた︑

か戸岑生きていくか衆目分

一人の人間として︑青年期

学生として︑また成長する

一人ひとりの主張は︑中

学校生活に生かして

学んだことを

うな講評をいただきました︒

から︑全体について次のよ

今回の講評団の先生がた

◇

出渕恵美子︵広野中二年︶

⁝世界の平和について︒

北村佳織︵西小倉中一年︶

・：本当の仲間︒

吉川小登子︵宇治中二年︶

生活について︒

二万剛不一︵横島中三年︶・：

いこと﹁同和﹂︒

今︑考政なければならな

⁝悲しみと喜び︒

大賀千里︵南宇治中一年︶

社会のため私のやりたいこ

山内知子︵木幡中三年︶・：

を語りました︒なお︑池本市

衣川由佳子︵宇治中二年︶

・・人として大切なこと︒

竹谷味恵︵西小倉中三年︶

る牛徒会活動とは︒

・・・﹁校則﹂問題か舅え

校生活で考えることの三つ

こと︑いま家庭・地域・学

と︑中学生として訴えたい

長は十二月二十一日に初登庁
の予定です︒

−＊−＊Ｉ

が課題に︒市内九校︵九千

となっている今日︑市内の

て︑会場には中学生︑保護

ました︒

小林壬思︵広野中三年︶⁝

百一人︶から選ばれた各校

二人ずつ合計十八人の代表

は︑日ごろ身近なことから

感じている思い蔵それぞ

選挙結果
︿開票結果﹀

ました︒

れ中学生のしぐ真剣に訴え
三二︑八二七票

▽当選池本正夫

中学生が学校や家庭・地域

青少年問題が社会的課題

六一七票

をとおして︑岑何か考え︑

二〇︑三三八票

次点北村健夫

無効

︵結了午後九時十三分︶

計 一一八︑四四一人

何を悩み︑何か求めている

男 五七︑七四三人

者ら約千百人の聴衆が詰め

︿当日の有権者数﹀

女 六〇︑六九八人

なお︑今回の﹁中学生の

かけ︑熱心に聞季︿つてい
計五三︑七八二人

主張﹂発表者の氏名と学校

︿投票者数﹀

男二五︑九三七人

江守祐佳︵南宇治中二年︶

を知って︒

・・・﹁筋萎縮性側索硬化症﹂

奥田良︵北宇治中一年︶

⁝相手の立場になって︒

岸本祐子︵西宇治中一年︶

・・人類への警鐘︒

松田尚久︵東宇治中三年︶

︵発表順・敬称略︶

おりです︒

名︑発表のテーマは次のと

女二七︑八四五人

計四五・四一％

︿投票率﹀

男四四・九二％
女四五・八七％

初めての試みとして︑京都国
体啓発用の塔を北方領土問題
啓発のための塔に書き換えま

啓発塔は高さ四μ︑幅九十

した︒

ｔの四角柱︒塔上部に市章を

和の日﹂﹁呼″盈せ父祖の築

入れ﹁北方の領土かえる日平

いた北方領土﹂の標語を二面
ずつ掲げてい未了︒
ＪＲ宇治駅前と西宇治公園
の二ヵ所にあるこの啓発塔が︑
市民の理解と北方領土に対す
る運動の全国的な広がりに大

されます︒

きな役割奎来たすものと期待

に11月19日に｢中学生の主張｣大会

1

京都国体啓発塔を書き換え

解の宍羅︑更には全国的な北

問題に対する国民の関心と理

方領土返還運動の一層の推進
に努めていまず︒
市議会では︑昭和六十三年
六月宇治市議会定例会で﹁国
体啓発塔か国体終了後︑北方
領土問題啓発塔として書き換
え洽れたい﹂といラ請願を︑
会派一致で採択しました︒

真剣な思いを素直

32,827

当選池本正夫
次点北村健夫

ＪＲ宇治駅前・西宇治公園に

▲JR宇治駅前の啓発塔

確定得票

開票結果

北方の領土かえる日平和の日
宇治市

そこでこの程︑市では全国で

931

池本市長が三選
市長
選挙

〒 6 1 1 京 都 町宇治市

ま
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12月16日文化センターで
12月
16

の展示会があるのですが

に・：﹂とか︑電話で﹁着物

⁝﹂﹁大切な子供さんの受験

のうちに直しておかないと

外壁が痛んでいますね︒今

り︑出て見ると﹁奥さん︑

イムが﹁ピーンポーン﹂と鳴

訪問販売は︑玄関のチャ

締め出しを

悪質商法の

消費者コーナー

陶'.･』■￨･Uljゝ

・：﹂﹁美しくやせられるとて
も良い下着がありますが
⁝﹂なμと︑言葉巧みに勧
誘してきます︒
相談事例の中には︑いろ
いろな手口で必要のない商

童子︒
︒また︑古墳や遺跡出土の土
器や埴輪︵はにわ︶の展示︑文
化財冊子の頒布も併せて行い
ます︒
国際的視野で宇治の歴史を

お知らせ

の発掘成果から﹄・﹁宇治二

題牽甲心に国内の経済動向に

土曜講座︒十二月は︑円高問

入場⁝無料▼申し込み⁝当日︑

居▼対象・・・幼児から小学生▼

才・︲・▼内容・：おはなしと紙芝

田ふれあいセンター図書コー一

し尿・ごみ収集日程の

場ください︒

ただきます︒お気軽にご参加

ついて︑やさしぐ講演してい

件解約︶の期間が７日か

本﹄中国山東大学副教授・
蔡鳳書さん
▽入場⁝無料
︵社会教育課︶

お知らせ
公民館土曜講座

土曜日の午後のひごとき︑
私たちの暮らしにかかわりの

▼とき・・・12月17日出︑午後
２時〜３時半▼ところ・：中央
公民館▼テーマ⁝経済界の好
況は続くのか１肥満児の隠さ
れた﹁カルテ﹂−▼講師・：京都
新聞社滋賀本社編集局長・久

勢田ふれあいセンター︵豊⑩

︵伊勢田ふれあいセンタ ︲︲︶

1503︶へ︒

寝たきり老人
介護者教室

福祉会館▼内容・：寝たきり老

１時半〜４時▼ところ・：総合

▼とき・・・12月18日㈲︑午後
▼申し込み・問い合わせ・・・中

人の食事と健康管理▼講師・：

津間保治さん▼受講料・・・無料

︵中央公民館︶

務改善の指示︑業務停止命

間に︶

た場合は１ヵ月から７日

商品の引き取り盈里し

無料▼申し込み：当日︑直接

か抱える家族など▼受講料・・・

護婦︶▼対象・・・寝たき口老人

宇治明星園職員︵栄養士︑看

央公民館︵き⑩1411︶へ︒

おはなし会
▼とき・：12月20日脚︑午後

令︑並びにその旨の公表︑

３時半〜ｔ時▼ところ⁝伊勢

でなぐ︑役務︵サービス︶

票履収︑立ち入り検査な

保するために︑罰則奮頒

③訪問販売法の実効性を担

や権利にも拡大された

︿その他﹀

どの規定が創設洽れました︒

会場へ︒

︵福祉課︶

少年少女サッカー教室

▼とき⁝64年１月14日出１
３月い１１一日出の毎涌王曜日︵２

半〜ｔ時半▼ところ：太陽が

月1111一日㈲は除く︶︑午後２時

丘▼対隼・・小学生の男・女▼
内容・・・基本技術︑応用技術︑
ゲーム▼定員・：30人▼参加料
・：三千二百円▼申し込み⁝往
復はがきに︑教室名・住所・
氏名・年齢・学年・性別・電

冬が来る前に

市左京区下鴨半木町１の５︶

▼願書配布・・・午前９時〜午後

４時半︑市内各消防︵分︶署で

▼受け付け・・・１９一月14日出〜16

日倒の午前９時半〜午後４時

半︑京都府職員会館︵京都市

よ只区下長者町通西洞院東入

話番号か明記の上︑12月27日
までに山城総合運動公園管理

す︒

︵消防本部︶

会稿mｖて配布していま

なお︑本試験のための講習

︵豊０７５帥9121︶へ︒

試験研究センタ⊥只都府支部

ル︶で▼問監Ｂｔ・・向消防
吊民体育課︶

611広野町八軒屋谷

事務所︵〒
１︶へ︒

消防設備士試験

▼とき・・・64年１月29日間▼
ところ・・・京都府立大学︵京都

シルバー人材センター

﹁襖の張り替え﹂します

十一月二十五日の朝︑市

役所前墳水池のそばでは︑

ソテツのコモ巻きが行われ

ました︒ソテツは玄関前の

花咀に植えら元ていました

が︑今年の夏︑新しい平和

の像が設置洽れたのに伴い

現在の場所に移されたもの︒

葉か広げたソテツは︑植木

屋さんの手で次々とコモが

巻かれ︑すっかひ冬装束姿

になりました︒毎年この作

業が行われると︑冬は駆け

﹁写真はコモ巻会が行われ

足でやって来ます︒

た市役所前のソテツ﹂

市民の皆さんも火災発生

動怠衡します︒

防止に心掛け︑火災による

人命・財産の損失防止に努

めましょう︒家庭でも次の

を実行してぐださい︒

﹁火の用心七つのポイント﹂

７つのポイント﹀

︿火の用心

げ捨てをし左い

①寝たばこや︑たぱこの投

ターで遊ばせない

②子供には︑マ″チやライ

をしない

③風の強いときは︑な扉ハ

その場を離れない

④天多刄瘍げるときは︑

ものを魯一かない

⑤家の書わりに燃えやすい

⑥風呂の空だきをしない

化したり︑都道府県知事

⑦ストーブには︑燃えやす

①訪問販売協合一・通信販売

ました︒これからは師走の

年の瀬も押長如まって来

あわただしさに加え︑寒さ

への権限委任が出来る旨

者の牛箔い対策の一つとし

協会に︑苦情処理体制を

①法の適用対象が商品だけ

て︑庭の清掃︑木の剪︵せん︶

シルバー人材センターでは︑

ってい未了︒

﹁襖︵ふｙま︶の張ひ替え﹂聚竹

いものか近づけない

の規定が定められた

も米格化トぶハを使うことが

以上が昭和五十一年に法

多くなり未了︒つい﹁うっ

確立させ︑自主的活動を

定︑大工仕事などの屋外作業︒

かり﹂の火事

いには十分注

意してぐださ

消防本部で

い︒

は︑十二月二

十日から一月

火災で過ごそ

十日まで﹁無

ラ年末年始﹂

をスローガン

に火災予防運

︵消防本部︶

そして家事補助︑事務補助な

か田さないよ

︵一方的に商品を送って

めに活用したいものですが︑

き取りに伺い︒出来

が出来て以来の大幅な改正

ご希望の人は︑ご利用くだ

どの屋内作業も行つてい未了︒

助長するための規定が整
備洽れた

の内容です︒消費者は︑改

さい︒一枚でも構いません︒
きて代金か請求する商法︶

契約はぐれぐれも慎重に行

②ネガティブーオプション

正法を理解し権利を守るた

における商品の保管期間

上がり次第お持ちし
ホヂ︒

うことが肝要です︒
︵商工観光課︶

が大幅に短縮された︵原
則３ヵ月から14日間に︒

▽内容・費用・・・下
表のとおり▽問い合
わせ・申し込み・：㈲
宇治市シルバー人材
センター︵宇治東内

36番地の５・酋⑩1
734︶へ︒
なお︑シルバー人
材センターは︑高齢

'^の取り扱

︵福祉課︶

でなぐ︑役務︵サービス︶

②再販売のほか︑委託販売・
紹介販売を于・るものとの
連鎖販売取引が規制され
た
③連鎖販売取引契約を締結
させ︑または解除を妨げ
るために威迫して困惑さ
せる行為は禁止された

無火災で過そう年末年始
12月20日から火災予防運動
ご連絡をいただければ︑引

や権利にも拡大された

る規制強化﹀

︿連鎖販売取引などに対す

止された

②誇大広告︑虚偽広告が禁

深い事柄について学ぶ公民館

直接会場へ▼問い合わせ・：伊

子山古墳と出土品﹂︵スライ

ら８日に延長され︑現金

ください︒ ヽ︒

ド報告︶︒講演︱﹃考古学か

そこで︑悪質商法の締め

販売にも適用されること

らみた先史時代の中国と日

︿ご案内﹀
▽とき⁝12月16日金︑午後１
時半〜５時
▽ところ・：文化センター小ホ
ール︵折居台１丁目︶
▽内容・：報告＝﹁昭和63年度

②路上で呼び止めて︑営業
所などに連れて行き契約
させるキャ″チセールス
も規制の対象となった

出しを図るため︑﹃訪問販

になった︒また︑書面に

③クーリングーオフ︵無条

売等に関する法律﹄が十二

消費者保護を目的に

年ぶりに大幅改正され︑十

見直す機会として︑ぜひご来

▲発掘中の二子塚古墳(11月25日)

訪問販売法が改正
一月十六日から施行されま
した︒
主な改正点
︿訪問販売取引に対する規
制強化﹀
①法の適用対象が商品だけ
でなく︑役務︵サービス︶

以上の規制強化には︑業
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「大陸文化と宇治」を開催

品を買わされるなどのトラ

や権利にも拡大された

襖張り替えの費用
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ブルが後を絶ちません︒
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