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写真や生活用具を展示

︿社会教育委員﹀
Ｏ和田安治︑○前川桂子︑
杉本康男︑松田キョ子︑川勝
邦泰︑野村久雄一︑福山一男︑

館運営審議会委員︑図書館

年度の社会教育委員︑公民

この程︑平成元年度・二

画実施について︑調査・審

民館における各種事業の企

公民館運営審議会は︑公

助言と指導を行い李ｆｙ︒

とおり︒任期は︑いずれも

各委員の皆さんは︑次の

てい康了︒

意見をいただぐことになっ

にこな又るため︑的確なご

する社会情勢と市民ニーズ

藤雪枝︑竹中武彦︑前川桂

○池本甫︑○青木次彦︑佐

︿図書館協議会委員﹀

田修︑久保田保夫︑越村春

甫︑大谷郁価︑北岡綾子︑栗

子︑・北里良子︑土田昭︑池本

私たちのまちには大きな池
がありました︒その池は﹁おぐ
らいけ﹂と呼ばれ︑人間だけ
でなぐ︑烏や魚︑そして水辺
の草花も︑池とともに暮βし

干

拓

ていたのです︒

巨掠池は河川の工事などに
よって次第に水質が悪ぐなり︑
魚の数も減り︑周りではマラ
リヤといみ伝染病む流行しま
した︒また水害も多くなり︑
人々はずいぶん苦労を重ねま

そして今から五十年程前︑

した︒

池は干拓され︑その姿を消し

住んでいる寥ｙとに建ち並

田んぼに︑そして︑みんなが

かつての水面は広々とした

目で確かめてみてください︒

のでしよシか︒ぜひ︑自分の

たい︑どんな具合に伍われた

かけたものばかりです︒いっ

前まで巨椋池の周︒りでよく見

池が広がっていたのです︒

約土ハキロメートルの雅戊な

山町に接するところに︑周囲

宇治市の西部︑京都市と久御

きな水たまりです︒かつては

新しい時代へ

たのです︒

びました︒車が通導恚バイ

歴史資料館では︑巨椋池の

木津川の三川が淀川の大きな

巨椋池は︑宇治川・桂川・

き︑その戌果の一部を発表し

これまでも何度か展覧会を開

つの大きな仕事にしてい毒丁︒

◆

昔の様子や︿々の生活につい
す︒池はまた新たな時代か迎

流れに沸々のられる少し手前︑

て調査し記録することを︑一
えようとしているのでしょう︒

京都盆地の最も底いところに

水辺の民具

てきました︒

わりは毒Ｔ手深まっていま

巨椋池千拓地と人々のかか

パスもで呈亡だ︒

も行わ炳

形成された︑いわば目然の大

展示してある民具は︑少し

﹁巨椋池﹂は︑学校でも地域

学習の単元で取口上げられて

いるもので︑夏休みのひとと

き︑ご家族連れでのご観覧を

おすすめし未す︒

ていた民具
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◆７月23日間〜９月10日間◆入場無料

市民の生涯学習を推進⁝

青山一雄︑飯塚久子︑大北幸
平︑寵谷真智子︑笠嶋教瑞︑
栗田修︑森居研治︑山西重男︒
︿公民館運営審議会委員﹀

協議会委員が決定Ｌ荼した︒

議するために設置︒また︑

二年間で︑平成三年五月三

○笠嶋教瑞︑○小坂恵美

社会教育委員は︑社会教

図書館協議会は︑図書館の

十一日までです︒

枝︑長谷部松子︑浜田和夫︒
育についての計画立案をは

行うサービスについて意見

社会教育委員など決まる

て、巨椋池の今と昔を紹介します。

か述べまず︒

子︑永野玲子︑前田栄子︒

次は全国植樹祭の成功を

▲巨椋池の周りで使われ
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が進行した一写真パネルや生活用具によっ
︵社会教育課︶

(月曜日･祝日は休館)

宇治市の西部に広かっていた巨椋池､。

じめ︑教育委員会の諮問に

○＝委員長︵会長︶︑○＝
職務代理︒︵敬称略︶

歴史資料館

昭和の初めに干拓され、戦後は急激な都市化

応じて意見夕通べたり︑委

今日の高齢化・高度情報
化・国際化な戸急速に変化

午前９時〜午後５時

今と昔の巨椋池
夏休み企画

嘱公冥口だ事項について社

'仙郷乃

歴史資料館
会教育団体や指導者などに
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市民運動推進協議会です︒

新しい歴史に向かって走うっ宇治市

市会場成功の原動力となったのが︑

ロ ︲︲ガンでした︒この京都国体宇治

﹁新しい歴史に向かって走ろうごＩ

これは︑昨年行われた京都国体のス

付行為の禁止と虚礼廃止の

二土︵日︑金品その他の寄

の公正を期するため︑六月

宇治市議会では政治活動

過剰負担は禁止する︒

議員︑支持者等特定の者の

会費相当額により支出し︑

パーティー︑祝賀会等は

議員及び桟援会の虚礼廃

二︑虚礼廃止の励行

止のため︑各種式典︑諸行事

いはがき︑これに類するポ

弔電及び年賀状︑暑中見舞

への祝電︑慰霊行事等への

一︑金品その他の寄付行為

祝儀︑香典︑生花︑花輪︑柁︑

もに︒摩弔諸行事における

があろうとも全廃するとと

寄付行為は︑いかなる理由

行う場合にも適用する︒

せる団体または個人の名で

援会その他議員名を類推さ

るものではないが︒議員後

の交際の範囲について妨げ

項は︑社会通念上一般私人

なお︒この申し合わせ事

スター等は出さない︒

盛物及び供物の類並びに災

この申し台わせの徹底と

びに団体旅行等におけるバ

政治的学習会︑講習会並

す︒

うえ︑ご協力をお願いしま

団体の皆さんにはご理解の

完全実施のため︑市民・各

ス︑金品︑飲食物︑酒類及

する︒

等売名的行為は︑一切廃止

の金品並びに中元及び歳暮

害等に対する見舞いのため

議員名︑後援会名による

の禁止

公正を期するため

われわれは︑政治活動の

申ｋ口わせを行いました︒

励行について︑次のとおり

ご理解とご協力を

虚礼廃止を
申し合わせ

宇治市議会

新しい歴史に向かって走
ろう市民運動推進協
第４回総会

び宿泊費等は提供しない︒
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寥謡禦諧
青少年問題の悩みなどお気軽に

第851号

な玉図のとおり︑世帯単位で

解消などのため︑今回から︑

係にお渡しぐださい︒

離し︑各自の分か投票所受付

醤百には︑一枚ずつ切り

※フ″ルムの選定は︑公民館

人︑30人▼参加費⁝無料▼講

対象・定員⁝市内在住・在勤の

Ｄ

心波江の技術基
準に適へ⁚してい

います︒

ることを︒小して

混Ｕなどを防ｄ
するための呼出
お札などを使川

―
o

投票所入場券が変わります
7月23日︵日︶は参議院議員選挙の投票日

挙のたびに﹁投票所入場券﹂を︑
一枚四人連記︵五〜八人世帯

市選挙管理委員会では︑選

は︑七月二十三日間に行われ
有権者一人ひとりに郵送して

参議院議員通常選挙の響ｔ

康司大切な国政参加の機会

携わる人を対象とした講座を

９時半トＨ時半▼ところ・：大
久保青少年センター▼内容・：
子と登高はｙおもちゃづく

にお任せください︒希望団

師⁝手のひら工房・河合正雄

り〜身近な素材を使って〜▼

体が多数の場合は調整しま

さん▼保育⁝２歳以上︑おや

○

Ｏ技術基準適合証明

︵自治振興課︶

ているものを選びましょう︒

のため︑国際ソロプチミスト

くした子μ石たちの健全育成

市では︑交通事故で親奮﹂

奨学資金の支給

交通遺児

︵大久保青少年センター︶

︵酋㈲7447︶か来館で︒

大久保青少年センターへ電話

つ代百円か必要▼申し込み⁝

これらのマークがついて

※16ミリフイルム（公民館発行の禅作免許証が必要）

▼とき・・・７月21日廊︑午前

開きます︒

リーン（布・ティライト・ワ･イド）−〇レンズ(ワイド）
‑

〇竹取物語Ｏい

女たち
︵交通対策課︶

吊民体育課︶

▼とき⁝７月24日囲〜８月

水 泳 学

民体育課︵内線４７８︶へ︒

・・・無料▼申し込み・・・電話で市

定員・：50人︵先着順︶▼参加費

・在勤・在学の中学生以上▼

公園プール▼対象⁝市内在住

６時〜８時▼ところ・・・西宇治

30日間は除く︶︑いずれも午後

月４日出までの７日間︵７月

▼とき・：７月28日面から８

一般水泳教室

86︶へ︒ ︵市民体育課︶

協会・的場一さん︵豊㈲12

・・・７月18日㈹までに軟式庭球

・：Ｉチーム八百円▼申し込み

女︑成年男女︑壮年▼参加料

テニスコート▼種目上般男

９時から▼ところ・・・黄梨公園

▼とき・：７月23日㈲︑午前

府南部選手権大会

軟式テニス

へ︒

せは交通対策課︵内線２７９︶

万円です︒申請・問い合わ

円︑激励金︵中学校卒業て二

一万円・︵中学校入学︶＝二万

円︑奨学資金︵小学校入学丁

︵父母等が同時に死亡︶＝二万

いずれかが死亡︶＝一万円・

支給額は︑見舞金︵父ほ等の

制度か設けていまず︒

宇治交通遺児奨学資金等支給

休さん「かまん会ときもだめし会JOあんじゅとすしお
６日㈲︑午前10時〜正午▼と

ヽ

園

irくの小さな友
〇大きい一年生と小さな二年生‑〇走れ,

〇チピ六
もの
〈劇映画〉○おじいさんと不s.議なおく')
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Ｏ混信防止証明
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)1の昨の狼

ころ・：黄堅公園プール▼対象

O黄金のかもしか
Ｏ小つばめの初旅行
とすばらしい仲間

○わたんべ

国体宇治市記録映画)

※スライド

正しく使って楽しい花火

花火は︑夏の風物詩とし

特に︑子ひ七だけの花火

思わぬ事故に結びつ孝示す︒

の筒物花火は︑途中で火

☆吹き︷一し︑打ち上げなど

必ず水につけましょう︒

用意し︑終わった花火は

花火による事故を防ごう！

て風情のあるものです︒し

は︑しない︑させないぷつ

が消えても︑筒をのぞか

かし︑遊び方や取り扱いを

ないぷつにしましょう︒

危険です︒絶対しないよ

☆花火をほぐして遊ぶのは

いぶつ︑正？遊ぷぷｒｖに３

︿取り扱うときの注意﹀

ケ″トに入れないぷつに

宣旨一ですから︑花火をポ

うにしましょう︒

☆人に向けたり︑燃えやす

第39回宇治川写生大会〜

いふつにしましょう︒

11点が推薦にしましょう︒︵消防本部︶

い物のある場所で遊ばな

を必ず守りましょう︒

☆花火に書いてある遊び方

掛けましょう︒

みんなで注意し︑事故のな

18歳以上25歳未満⑤男子・女
子医科・歯科幹部＝年間を通

誤る七︑けがや火災など︑

じて︑医科・歯科医師の免許

校合わせて四十校から︑一

会には︑幼稚園︑小・中学

Ｏ学校賞・朝日新聞社賞・：

１団体の部１

治中︶

御山中︶︑新海久仁子︵宇

二年三月新規高校卒業予定

万四千八百八土ハ点が応募︒

第三十九回宇港川写生大

者の受け付けと試験期日につ

いずれ欠﹁年四月中旬から

大開小

らず︑文部・労働両省から示

東宇治中︑青谷小︑久御

・：菟道第二小︑寺田南小︑

○学校奨励賞・宇治市長賞

山中︷宇池中︑横島小︑

五月末までに描かれたもの

審査の結果︑個人の部で

大久保小

された期日以降に実施︒

推薦十一点︑特選二百三十

で︑力作ぞろいでした︒

︵容㈲7139︶か市役所企画

七Ｒ︑入選千百八十四点︑

大賞作品を

展示

光連盟賞⁝木幡中

○学校奨励賞・曲京都府観

道㈱賞・：菟道小

○学校奨励賞・京阪電気鉄

管理部総務課︵内線４３２︶

奨励賞十五点が︑団体の部

で学校賞一校︑学校奨励賞

午後三時から産業会館で開

表彰式は︑七月十五日出︑

十校が入賞に蛋した︒

催︒当日は同会館で︑特選

次のとおり展示し毒司

黄柴体育館▼対象・・・15歳以上

主な入賞者の皆さんは次

１時と６時の２回▼ところ・：

のとおりです︒︵敬称略︶

特選以上の入賞作品を︑

講料・：千円︵要顔写真︶▼申し

▼とき・・・Ｏ７月19日出〜30

以上の作品を展示します︒

込み・：７月16日間︑午前９時

−個人の部︵推薦︾−

椋池の蓮を観賞する会の申し

七月一日号市政だよりの巨

優美︵宇治田原小︶︑山崎

塩見桃子︵南部小︶︑田村

小︶︑小谷洋中︵青谷小︶︑

二小︶︑京極康孝︵寺田南

治幼︶︑宮崎朋美︵菟道第

Ｏ宇治市長賞・：磯部輝︵宇

▼ところ⁝宇治市観光セン

午前９時〜午後５時︒

日間＝中学生︑いずれも

〜６年Ｏ８月15日㈹〜27

日㈹113日㈲＝小学校４

〜３年︑奨励賞○８月１

日間＝幼稚園︑小学校︱

から直接黄奘体育館︵容⑩4

○朝日新聞社賞⁝災健太

込み先電話番号が誤っていま

和巳︵大開小︶︑石原浩司

︵寺田南小︶

した︒正しぐは豊⑩4687

︵広野中︶︑中渾伸恵︵久

※推薦作品十一点は全期間

ター２階︒

︵広報課︶

です︒訂正し︑おわびします︒

おわびと訂正

001︶へ︒ ︵公園公社︶

▼−心員・：各30人︵先着順︶▼受

▼とき⁝７月22日出︑午後

実技講習会

トレーニング機器

へ︒ ︵企画管理部総務課︶

詳しぐは︑宇治募集事務所

いては︑以上のことにかかわ

10日俐まで︑専門の大卒︵見

科・薬剤科幹部候補生＝８月

取得者Ｏ男子・女子医科・歯

認指導員ほか▼申し込み・：７

空±99月１日金〜30日出︑

定者○女子２等防壬・海士・

２年３月新規高等学校卒業予

25歳未満○男子２等陸士・海
幸空士＝２年３月中旬まで︑

＝９月30日出まで︑18歳以上

八勇子２等陸士・海士・空士

▼種別・受け付け・対象・：

自衛官の募集

︵社会福祉協議合

スａ⑩0857︶へ︒

18日㈹までに︑社会福祉協議
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