市教育委員会では︑この程︑昭和六十三年度﹁児童・生徒の問題
行動の現況﹂をまとめました︒全般的に小学生の問題行動は減少︑
中学生は増加の傾向︒共通した特徴は︑登校拒否や怠学が依然とし
て増え続け︑深刻化・重症化していることです︒こうした事態を踏
まえ︑学校だけでなく︑家庭も地域社会も連携を深めて︑問題の解
決にあたる必要があるとしています︒
1

1

1

1

1

済・火災共済の一斉予約加

︿小学生﹀
社会規範や法律に違反する
反社会的問題行動は︑件数百

加入をお願いし康ｙ︒
︲共済期間・・・平成元年12月

四十九件︑指導延べ人数三百
二十四人で︑在籍比二・二％︒
前年度と比べ︑件数で二二％

んのご協力を得て︑９
月１日以降に申込書を
各ご家庭に配布し柔了︒

は︑市民一人ひとびが会費

ら受け付けます︒この制度

口まで加入できます︶︒

＝Ｉロ五百円︵１世帯２

ＩＬ人万百円︑火災共済

︲共済会費・：交溥火害共済

Ｏ市内各金融機関︵郵便

日まで︶︒

ての申し込みは10月31

１日〜２年Ｈ月30日︒

奎皆咎い︑り災時に応急

局は除く︶の窓口で︒

町内会・自治会を通じ

の資金として見舞金夕結付

の方法で︒

■甲し込み・：次のいずれか

回問いふおせ・・・交通対策課

館３階︶の窓口で︒

○市９溶一交通対策課︵本

し︑市民牛活の安定と福祉

入申し込み蔵九月一日か

1

喫煙︵百二十一件二百八十四

件二百二十九人︶④教師反抗

人︶③エスケープほか︵九十九

︵八十二件百八人︶⑤万引き

前年度に比べて︑教師反抗︑

︵八十件百五十八人Ｔの順︒

エスケープほか︑対教師暴力︑
喫煙などが増加し︑いｌ＞ｆｉ‑
いやがらせ︑不健全な遊び︑
器物破損などは減少していま

と︑前年度に比べ︑倍以上の

学は延べ人数で三百九十三人

高となってい未ｆｙ︒また︑怠

実人数でも八十五人で過去最

和問題について︑父母・家

知らない人四三・三％︒同

人二〇・一％︑出たことを

﹁答申﹂の内容を知っている

和問題意識調査によると︑

昭和五十八年京都府の同

課題として受け止められて

いる基本的人権にかかわる

で一人ひとりに保障芦れて

同和問題が︑日本国憲法

ません︒

や他地域での問題ではあり

会悪です︒決して他人ごと

でもあるのです︒

の人権が侵芦れていること

あれば︑それは私たち自身

人権が侵されていることが

いろいろな差別があり未了︒

れてい未了︒私たちのま幻

れたものである﹂とシたわ

堪へ︑現在及び将来の国民

では︑依然として登校拒否が

増加︒実大数でれモ不九人と

庭︑友達︑近所・職場など

いるでしょラか︒同和問題

に対し︑侵すことのできな

増加傾向にあり未了︒実人数

前年度の五十二人牽上回って

身近な人から聞いたとする

しての同和問題が私たちの

今日なお︑差別事件や差

の減︑人数では二七％の減と

で三十二人︵前年度三十一人︶︑

◇

の解決は︑自分自身の人権

人権に深くかかわりをもつ

い永久の権利として信託さ

﹁同対審﹂答申そして﹁特別措
置法﹂施行20年

一同和問題を一人ひとりのものに

同和問題に対する

大幅に減少していまず︒ただ

延べ人数では百九十八人︵同

いまず︒

にかかわる課題として認識

差別をずることは重大な社

し︑女子は増加の傾向がみら

百二十人︶︒実人数では︑前

人六七・一％︒知った時期

しなければなりません︒

別事象が発生してい毒了︒

れます︒

年度に孚ハ差がないにもかかわ

こラした問題行動の増加に

学以前が三・九％︑小・中

についてみると︑小学校入

人々の意識

内容別にみると︑①万引き

対して︑その対処や防止はも

11111

す︒
非社会的開題行動では︑登
校拒否が延べ人数で五百九十

︵五十八件百十八人︶②金銭の

らず︑延べ人数が六五弧増と

とより︑児童・生徒一人ひと

学生ま至︵六・二％︑二十

八人と︑前年度比二百の増︒

持ち出し︵二十三件二土ハ人︶

なっています︒このことは︑

歳までに八割の人が知って

ずかに増加︒一方︑放火・火

度に比べ︑件数・人数ともわ

千八百九土ハ人︒前年度に比

百六土ハ件︑指導延べ人数は

反社会的閻題行動の件数九

︿中学生﹀

です︒

主性か身につけることが大切

集回罰苓通して社会性や自

下している中で︑さまざまな

供の対人関係発話ぶ能力が低

よくわからない・回答なし

した人が四八・七妬︒一方︑

人としてかかわりをもつと

た人一七・八％︑国民の一

自身とかかわりをもつとし

わりについてみると︑自分

います︒同和問題とのかか

自由と平等の願いは︑人

されているものです︒

車已︑すべての人に保障

願いは︑だれもがもってい

﹁幸せな生活を・：﹂という

１おわり

していくことが大切です︒

解決への具体的取り組みを

問題として積極的に学び︑

私たちは︑国民的課題と

りでは︑同和問題をほじめ

③放火・火遊び︵十二件三十

全般的に欠席日数が増加し︑

りの人格の発達を目指すこと︑

差別のない

八人︶④いじめ・いやがらせ

地域の子供集団が衰退し︑子

遊びは︑やや減少し︑前年度

そのためには︑家庭・学校・

奮不してい未丁︒

三十三件五十ｙハを数えた金

べ︑件数座六％の増︑指導

地域社心一・関係機関などがそ

社会をめざして

銭物品盗は︑八件八人左︿幅

延べ人数で一三妬の増となっ

間の歴史を貰ぐ流れであり︑
ています︒また︑女子の比率

対人的・社会的接触か避け

日本国憲法第九七条にも︑

年にわたる自由獲得の努力

﹁基本的人権は︑人類の多

が三割近ぐありました︒次

の成果であって︑これらの

に同和問題の解決について

権利は︑過去幾多の試練に

がら︑連携か深めて取り組む

りの協力をしたいと考凡て

■主催宇治市青少年健全育成協議会

︵児童文化研究家︶

講師 占岡たすくさん

青少年の育成について﹂

﹁21世紀に向けての

記念講演

児童のみなさん

菟道小・英二小・南部小の

鼓隊・金管バンド演奏

記念式典

いる人一三・一％でした︒

ありません︒

︵青少年婦人課︶

の意識は︑自分のできる限
暴力︵百六土ハ件三百二人︶②

必要があるとしてい乖ｙ︒

れぞれの役割か確かめ合いな

︵交通対策課︶

内容別にみると︑①牛徒間

は二二・八％で前年度と変化

い︒

おり﹂かヱくお読みくださ

また︑加入に際しては﹁し

ので︑手誓答お忘れなぐ︒

共済期間が満了となりまず

ついても︑元年11月30日で

なお︑現在ご加入の人に

︵内線２７８︶へ︒

よラま恚非社会的開題行動

に減少してい季ｙ︒

き２孤の持ち出しは︑前年

深刻化・重症化していること

ミ.1

︵十件四十一人︶¶の順︒万引

家庭・学校・地域が連携を

゛
11111111111111111111

ｌ

9月1日から受け付け

交通災害共済・火災共済

ｌ

て︵町内・白治会長さ

とき9月9日（土）午後1時半〜4時半ところ文化センター大ホール

Ｉ

回・町内会・自治会か逼じ

青少年健全育成推進大会

ミミ●

の増進に寄与することを目
市民の皆Ａんの積極的な

市青少協創立10周年記念

Ｉ

89,298人

ｎＺ・
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87,449人

女
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176,747人（前月比28人増）
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ロ

平成元年

57,818世帯（前月比６世帯増）
人

「登校拒否」が深刻化

平成元年度の交通災害共

63年度小・中学生問題行動の現況
的としていまず︒

1017

(1989年)

世帯数

京都府宇治市
発行
ロ
人
の
市

傘f611昌ご
（平成元年８月１日現在）

市では︑七干歳以上の市民

お渡しでき乖ｙが︑できるだ

事項を記入し︑写真をほって
８月25日倒までに社会教育課
︵内線４７６︶へ持参してぐだ
︵社会教育課︶

小学生バレーボール教室

さい︒

▼とき・：９月２日出〜17日
㈲の毎週土・日曜日︵全６回︶︒
土曜日は午後５時〜７時︑日
曜日は午前10時〜正午▼とこ
ろ・・・宇治小学校▼対象・・・小学
校４年生以上▼定員・：30人
︵先着順︶▼参加費・・・無料▼申

八月は次のとおり開き柔ｙ︒
みんなで来てね︒
▼とき・・・８月23日困︑午後
３時半〜４時▼ところ⁝中央
図書館集会室︵おはなしのへ
や︶▼内容⁝おはなし・よみ
参かせ・紙芝居▼対象⁝幼児
から小学校低学年︵入場は子
μ石だけ︶▼参加料⁝無料▼
問い合わせ・：中央図書館︵容
⑩1511︶へ︒︵中央図書館︶
児童扶養手当
認定請求・現況届

特別児童扶養手当

きません︒ ︵福祉年金課︶

認定請求・所得状況居
目や耳・体の不自由な児童︑
日常牛活を制限される程度の
病気の児童︑知恵遅れや情緒
障害の児童などを家庭で育て
ている父母︑または父にに代
わる養育者に︑特別児童扶養
手当が支給され未了︒
支給には所得制限などがあ
りますので︑詳しぐは︑福祉
年金課︵内線３３６︶へお問い

なお︑現在手当夕受給して

合わせください︒

31日叫の︑休日か殴く毎週火・
金曜日︵全14回︶︒時間はいず
れも午後６時半Ｆ９時▼とこ
ろ・・・城南地域職業訓練センタ
ー▼定員⁝20人▼受講料⁝一
万四千円▼申し込み・：同セン
ター︵ａ㈲0688︶へ︒
︵商工観光課︶
未就業看護婦
などの実態調査
京都府では︑看護婦倒︑准

それぞれの夏休み

781

み

274

景を見掛けました︒

できたことでしょう︒市内でも︑様々な夏休みの光

終わりに近づいています︒みんないろんな思い出が

ぶん和らいできました︒長かった夏休みもそろそろ

つくつくぼうしの声が響き︑朝晩の暑さも︑いく

インスタント
ネスカフェェクセラ
コーヒー 瓶入150
g

144
no

856 0.1 0.5 %3
そタヶヤミソlkf354 ▲0.8 1.7 369
普通品ｌ斤
ft '<ン （スライスしたもの） 168 ▲0.6 8.4 185
洗濯代 ワイシャツ
白の長そで
０ 9.3 206
165

16

30

のとおりです︒どの会場でも

け最寄りの会場へお越にてだ

︿受給の要件﹀

さい︒

敬老祝金の受給には︑次の

２日以降に出生の女子︒市内

し込み⁝電話で市民体育課

父にの離婚などで父と生活
か共にできない児童の母︑ま

資格︵免許︶夕痔ちながら︑現

看護婦田︑助産婦や保健婦の

調査奎行ってい未丁︒該当す

在︑業務に就いていない人の

る人でこれまでの調査にご協
力いただいていない人は︑九
月一日倒から九月三十日出ま

91︶へご連絡ください︒な

でに︑宇治保健所︵ｓa21

お︑宇治保健所は︑第二・四

︵保健予防課︶

土曜日は休みとなってい毒了︒

194

日清小麦扮フラワー
Ug (i*力粉）

二つの要件が必要です︒

在住で高校卒業程度の学力を

吊民体育課︶

︵内線４７８︶へ︒

いる人は︑八月三十一日閑ま
でに所得状況届夕提出してぐ
ださい︒提出のない場合は支

︵福祉年金課︶

給できませんのでご注意ぐだ
さい︒

パソコン上級講座
▼とき⁝９月10日間〜Ｈ月
91日㈲の毎週日曜日︵全10回︶︒
1
時間はいずれも午前９時半〜
正午▼ところ・：城南地域職業

236

会所

訓練センター▼定員・・・10人▼

宇治市福祉バザー

▼とき・・・８月27日間︑午後
１時〜４時▼ところ・・・横島中

︵社会福祉協議会︶

255

砂

糖上白U8

まれた人︵平成元年９月15

線３３３︶へお問い合わせく

なお︑地域の会場へ来られ

有し︑健康で︑児童の育成に

たは父が身体などに重度障害
のある児童の母︑あるいはに
に代わって当崇養育してい
る人に対して︑児童扶養手当
が支給され求了︒
支給には所得制限などがあ
り乖ゐで︑詳しぐは︑福祉
年金課︵内線３３６︶へお問い

また︑昭和六十年八月一日

ぺＢせください︒

以降︑支給要件に該当してか
ら五年を過ぎると手当の請求

受講料三万円▼申し込み⁝︒

︵商工観光課︶
パソコン初級講座

この公表価格は、8月初めに実施した消費生活モ
ニター店頭価格調査に基づくものです｡(自治振興課)

お買物のめやす
消費者物価20（8月
分）
学校体育館︒

しよう油キッコーマン濃口
ポリ容器入l I

叫人久保集会所
▼とき・・・９月８日廊〜10月

387

小介公民館

問い合わせ・：高齢者福祉課︵同
内セ
線ン
３タ
６ー
０︵
︶ａ
へ㈲0688︶へ

がで蒙笹んのでご注意ぐだ
さい︒

なお︑現在手当か１ 給して
いる人は︑現況届を八月三十
基本健康診査
一日閑までに提出してぐださ

卵Ｍサイズパック入
10個

▽大正８年９月16日以前に生

日現在︑満70歳以上の人︶︒

日まで︑引き詞喜落市に

▽今年の１月１日から８月31

住民登録または外人登録を
︵高齢者福祉課︶

ださい︒

お知らせ

育成学級アルバイト募集

ない人は︑九月九日から干一

熱意のある人▼採用・：応募者
おはなし会

毎月一回のおはなし套を︑

中ノ田集会所

子宮がん検診

切身100
g

▲4．5 ▲12.5

男爵100
g
キャベツ中玉約l
kg

21

バレイショ

1.2 2.4 311 204
0.4▲5.6 253 204
1.0▲1.0 232 160

小麦粉

日清サラダ油
ポリ容器1000g

食用油

午前９時半
〜11時半

い︒提出のない場合は支給で

432

& iけ

142 ▲12.9 ▲36.3 205 80
158 ▲3.1 32.8183 132
467 ▲1.1 ▲1.9 595 361

鶏

している人︒
︿受給の方法﹀
受給対象者には︑八月二十
五日ごろに敬老祝金支給ご案
内のはがきをお送りします︒
そのはがきに住所・氏名を記
入し︑必ず押印して支給会場
へ持参してください︒はがき
教育委員会では︑育成学級
のアルバイト指導者襄菓し

を忘れたり︑押印のない場合
は︑支給会場で敬老祝金か受
ます︒

月三十日までに高齢者福祉課

の中から選考し︑１年を超え

さい︒

給盲笙せんのでご注≪vだ

へ︑はがきに住所・氏名を記

ない期間で若干名を雇用▼申

▼応募資格・：昭和24年９月

入し押印したうえ︑持参して

し込み・：市販の履歴書に必要

ください︒
詳にては︑高齢者福祉課︵内

開設中の不用品情報センタ人今年度前期分︶は︑
今月いっぱいで終了します︒譲りたい・譲つてほし
い品物がある人は︑今すぐ同センターへご連絡を︒
現在登録されている品物は︑次のとおりです︒
︿譲つてほしい﹀一ｍ風機︑ク上フー︑ベビーベ″ド︑
電気掃除機︑パソコン︑ベビーチェアー︑ミシン︑
大人用自転車︑子ども用自転車︑食卓︑ベビーカー︑
整理たんす︑ｃＤプレーヤー︑カラーテレビ︑ワー
プロ︑犬のおり︑ビデオデ″キ︑口″力Ｉ︑和机︑
布団乾燥機︑応接セ″ト︑電子レンジ︑和・洋裁用
男でＩ︑物置︑卓球台︑洗濯機︑テニスラケ″ト︑
ソファー︑歩行器︑ベビーラ″ク︒
︿譲りたい﹀シングルベ″ド︑マ″ドレス︑ビデオ
ウォークマン︑電動ギャジベ″ド︑ベビーバス︑編

イドボード︑セミグブルベ″ド︑健康トレーニング

み機︑二段ベッド︑ステレオ︑写真現像則暗室︑サ

機︑ホームドライヤー︑冷蔵庫︑電子ハモンドオル
ガン︑すべり台︑車いす︑キャンプ用テント︑ガラ

︵自治振興課︶

シャンプー 液体ポリ容器22Occ
花上エッセンシャル

木幡公民館

スショーケース︑スチール本棚︑冷蔵ショーケース︒

25cm
X8m

1.9 3.9 283 152
173 13.8 18.5283 101
237
０ 3.0 237 236

アルミ
ホイル

214

サランラップ
3(X≫X20m

907 515
3.3 27.4670 343
8.7 22.5597 261

780

洗i≪用
粉石けん

iμ‑/クス・スコ･フテＯ

I 7

台所用
ラップ

A 0.3 ▲7.5

2.4kg

肉すき焼用
中程度100 B

ｔ

400牧入l柘

テ1
･yシュ
ペーzl−

6 2円
0

803

会所
集
川
自

会堂
午後2時

公民館
広n
4時

公
ii.Iv.

9／7
(村

伊勢田公民分館
午前9 時半
〜11時半

紫ヶ丘公尺分館
紫ヶ斤団地3 の岫'j1
午後2時
‑4lt.f

会所
集
り

館
会
攬
を

集会所

城*'荘姚会所

内小&
9／6
(徊

岡屋会館
西

最高 最dl.
価fti 価格

■＼f.l 価格状況
価格 封鉛i比Mm年比
687円Ａ ％1 . 0 ％ 0 . 1

18f店頭
油
18≫
Kit
u現金
ガソリンレギュラー1
売り

703 ▲3.7 ▲4.5 793 670
０ 7.0 127 112
123
０Ａ 5.3 163 102
143
灯

カメラルポ

三iii戸集会所

･p後2時
〜4時

術島公民分館
（宇治川堤防近く）
9／5
(火

宇t'n 公民館
午前9li.J半
〜11時半

開公尺分館
9 ／4
㈲
午後2時
〜4 時
午i*2昨
‑ 3時半

支給会場
支給時間

集
笠取
午後2時
‑
3時半

A‑ fll田，公会堂
午前９時半
‑11時半

Si部fti角渠会所
午後2時
‑ 4時

金
9／1
(剥

六地蔵公会堂
午前9時半
〜li時半

笠取南si;
集会所
午前9時半
〜11時
9／8
(旬

格
規
□
品

敬老祝金の支給日程表
支給日

市役所自治振興課･内線385
8月31日まで

に︑長寿を祝シため敬老祝金
五千円を支給しています︒

9月1日から市内23ヵ所で
前期分
不用品情報センター

敬老祝金を支給
今すぐこちらへ

譲りたいもの・譲ってほしいもの

Ａ 印 は減

1018

