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昨年は︑市民の利便を優先し左巾役所新庁舎の完成

して職務に専念してまいりたいと存じます︒
した︒皆さんの期待にｙ︸たえるべく︑これまでにも増

け︑引き続き市政を担当させていただくことになりま

ＪＲ宇治駅の橋上化や観光回遊道路・

新年明けましておめでとうございます︒私・は︑昨年

十二月の市長選挙で四度︑市民の皆さんのご信託を受

そして今後︑

源氏物語ミュージアムなどの公約事業
の実現に努め︑府南部の中核都市とし

て︑緑豊かな︑住みたい︑住んでよか
った個性ある都市づくりに全力で取り

組んでまいりたいと存じますので︑市

民の皆さんの変わらぬご支援をお願い

申し上げます︒

新年のごあいさつ

市民の皆さん︑明けましておめでとうございます︒

輝かしい新春を迎え︑市議会を代表し︑謹んで新年の

昨年︑二十一世紀に向かって発展する市政のシンボ

ごあいさつを申し上げます︒

ル・新庁舎が完成しました︒本市が府南部の中核都市

として着実に発展していますのも︑皆さんの温かいご

市議会は︑市民の皆さんの信託を受け︑地方自治の

理解・ご協力のたまものと深く感謝申し上げます︒

本年は︑時代の激しい変化の中で︑不況感が強く︑

振興と宇治市発展のため︑行政とともに市政の両輪と
しての役割を果たすべく努力してまいりました︒

厳しい行財政事情が予測されますが︑高齢化︑国際化︑

情報化社会に十分対応する行財政運営を図り︑市民生

活の安定と福祉向上︑人間性豊かな潤いのあるまちづ

意で臨むとともに︑皆さんのご意見︑

くりを推進するため︑市民の代表機関として新たな決

本年が皆さんにとって︑幸多く︑実

ご要望を積極的に行政に反映していく
所存です︒

りある一年でありますよう︑心からお

祈りいたしますとともに︑今後一層の
ご支援とご協力をお願い申し上げます︒
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ち宇治

二日うか︑すごくのんびりし
てて︑建物も人も少なくて︒
あれだけの土地に住んでいた
ら︑人間もおおらかになるだ
ろうなあと思いました︒リバ
ーサイドパークつていう公園
があるんですけど︑それも広
くて︑リスがいて︑日本の公
園とは全然違いました﹂︵大
岩君︶﹁設備も整っていて︑
いつでも自由に使っていいん
ですよ︒近くにこんな公園が
あればいいのにって思いまし
た﹂︵岩間さん︶
体当たりでコミュニケーション！

﹁向こうの人と打ち解けた

から︒折り紙を教えてあげた

のは︑一緒にキャンプをして

表現するのは難しかったです

誕生日もお祝いしてくれまし

くりと話してくれた︒

やさしい言葉でゆっ

しビス精神おう盛で︑

も知れないけれどやってみよ

君︶﹁わたしは︑失敗するか

うとぶつかっていくカナダの

レンジ精神を見習いたいと思

人たちの姿を見て︑そのチャ

﹁今年も募集があると思う

いました﹂︵岩間さん︶
ので︑行ける人は︑ぜひ応募
してほしいと思います︒ぼく
も機会があれば︑ぜひまた行
きたいと思います︒できれば︑
今度は冬に﹂ ︵大岩君︶
﹁帰ってから︑カムループス

る日本の人と文通もしている

の人や︑向ふつに留学してい
し︑また︑ぜひ行ってみたい
ですね﹂︵岩間さん︶

生きがいと仲間を
持てる場があれば

勝負より温かい大会に

今年宇治言付かれる︑ねん

りんピックのソフトボール大

会では︑ベスト４を狙います︒

そI Iまでいけば優勝したい気

で≒勝負はもちろん真剣

も︑ひそかにありますが︵笑︶︒

にやりますが︑勝ち負けにこ

だわるより︑全国から来る選

手に﹁宇治はいいまちだった

なあ﹂と思って帰ってもらう

クヨクヨしないことと︑食生

とっても元気でいる秘けつは︑

できましたしね︒市民の皆さ

ていただいて︑いい思い出が

会では地元の皆さんによくし

す︒わたしも︑昨年の山梨大

ことの方が大切だと思うんで

活を自己管理し︑適度に運動

突然のチーム結成

わたしたちのチーム﹁宇治

もし︑自分の健康は自分で守

た﹁宇治クラブ﹂ですが︑今

そんなふうに唐突に始まっ

祉祭︒スポーツ︑文化︑福祉︑

︵注︶正式名称は全国健康福

◇

きたいと思います︒

たちを︑温かく迎えていただ

んにもぜひ︑全国から来る人

クラブ﹂は︑﹁平成五年のね

ることだと感じましたね︒

より多くの人に

んりんピック︵注︶京都大会で

宇治がソフトボールの会場に

なるから︑ぜひ宇治市からソ

ことで︑急きよ︑昨年の春に

みんなで長寿社会を考えよう

健康などのイベントを通じ︑

生きがいを

結成したんです︒昔︑ソフト

ではわたしにとって︑大げさ

フトボールチームを﹂という

ボールをしてた人を集めてね︒

そこで思うんですが︑これ

かれており︑今年十月には京

全国持ち回りで︑年に一回開

させるなら︑練習場
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﹁でも︑相手の言うことは理

た︒みんな優しかった﹂︵岩

その心遣いがとても

から高齢化社会を迎える中︑

というもの︒国体のように︑

ピック山梨大会の京都府予選

より多くのお年寄りに︑わた

んな大切な仲間です︒

ではなく生きがいですし︑み

で勝ち残ってＩと言っても一

ところが︑昨年のねんりん

で︑練習も全然してなかった︒

試合だけですが︵笑︶−突然︑

いや仲間を持ってい

しのように︑生きが

所も増やさないとね︒

都大会が開催される︒

山梨の本大会に行くことにな

ただきたい︒だから︑

りましてね︒最初は︑実力も

ないし︑お断りしようとまで

市にはぜひ︑お年寄

いただきたいんです

られる組織を作って

軽にスポーツを始め

りが︑初心者でも気

思ったんですが・⁝
全国に仲間が

本当によかった︒ペスト８に

グラウンドゴルフな

よ︒ゲートボールや

でも︑結果的には︑行って

残れたと言うこともあります

へお年寄りもト分

が︑何と言っても︑大会を通

じて︑全国に仲間かできまし

楽しめますしね︒

ん豪快で︑よく食べるし︑よ

ｙ﹄れは切実ですよ︒

また︑組織を充実

たからね︒選手はほとんどが

く飲む︒同じ宿舎だった鹿児

六十歳以上なんですが︑皆さ

島の選手に︑しょうちゅうを

は取り合いですから

今でも︑グラウンド

ね︵笑︶︒

勧められたりね︵笑︶︒楽しか

皆さんと話していて︑年を

ったですよ︒

思いがけず出場することになった、昨年のねんりんピック

解できても︑自分の気持ちを

間さんＪ ﹁カム印Ｉプス刀人

うれしかったし︑自

カムループス市の市長さん（後列中央）も入っての記念写真

きてうれしかった﹂︵大岩君︶
語でもコミュニケーションで

も︑日本には興味かおるよう

分もそうなれたらと

ソフトボールチーム｢宇治クラブ｣
監督兼選手。昨年のねんりんピック
山梨大会では、ベスト８に進出。

ヤーと単語を並べただけの英

⁝
問を
いと思いましたね﹂

︵大岩君︶﹁そう︑

た訪
食べ物もおいしいし
︵笑︶︒向こうではハ

かりで︑ちょっと太

ンバーガーとかばっ

かま

っちゃった︵笑︶﹂︵岩
間さん︶

いつ

でした︒ぼくらが英語を覚え

思いました﹂︵大岩

﹁向こうの人はサ

る何倍もの早さで︑日本語を

ら︑喜んでくれて︒わたしの

覚えるって感じで︒ジェスチ

坂田耕作さん(59)宇治山本

カナダへ行って知った
ふれあいの温かさ

ループス

ったカム
知らなか おらか
で知り︑前から留学してみた

かったので︑チャンスと思っ

て応募しました﹂︵岩間さん︶

土地は広
﹁カムループスではホームス
テイをしたんですけど︑家も

わがま

ｲﾀｳﾝ

昨年８月、宇治市の友好都市であるカナダ・カムル
ープス市を、中学生派遣事業のメンバーとして訪問。

︵岩間さん︶ ﹁まちも田舎っ

ムループスという名前も知り

﹁わたしも派遣のことは学校

庭もとても広かったですね﹂

したんですが︑それまではカ

の派遣があるのを知って応募

からカムループス市へ中学生

﹁ぼくは︑学校で︑宇治市

名前さえ く人もお

大岩宏治さん(15)岩間明子さん(15)

ませんでした︵笑︶﹂︵大岩君︶

二十一世紀を間近にして︑宇治市は今︑府南部
地域の中核都市として︑着実にまちづくりを進め
ています︒また︑昨年十二月の市長選挙では︑池
本正夫市長が四選︒第十二代市長として︑向こう
四年間の市政を担当することになりました︒

しました︒

の宇治市に掛ける期待や新年の抱負などをお伺い

されている皆さんに登場していただき︑これから

︲そこで︑新春にあたって︑いろんな分野で活躍

市
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︒ぶにできる集中力がいるわけ

失敗します︒頭四中をカラッ
念が頭白Ｔ営よぎ扶べ必ず
あっきＩＪ︒矢を射る瞬間こ雑
加促進功労で厚生大臣表彰も受ける。
昨年のパラリンピックのアーチェリ

﹂で終わりました︒

わたしの障害は確かに軽い
方かもしれませんが︑障害者

まだまだ続けます

昨年12月６日に行われた市長選挙で４選を果たした

ないのが寂しいですね︒

て︑積極的に出てくる人が少

いいのです︒自分で壁を作っ

るのか︑やれる方法を探せぱ

のではなく︑どうしたらでき

やらないうちに諦めてしまう

いうニとはないと思います︒

ック北京大会︵注２︶︑アト

ンジするためにも︑ワニスピ

また︑自分の可能性にチャレ

臣杯の三連覇に掛けています︒

者アーチェリー大会・厚生大

今年は何と言っても全国障害

てのアヽ・チェリーを続けたい︒

ンタルトレ ニングを積白と

精神力を強くするには︑メ

かける方がいいようですが︒

自分で自分にプレッシャーを

と周りの人に宣言したりして︑

の場合︑ 今日は勝つぞ﹄︵笑︶

れるスブーツです︒底辺を広

だれでも楽しみながら始めら

害者にもハンディが少なく︑

競技人口は増えています︒障

もいい成績を収めていますし︑

念です︒最近は市内の高校生

リーの練習場所がないのが残

また︑宇治市内にアーチェ

スペインーバルセロナで開催︒

バルセロナ92大会は昨年九月︑

ク︵障害者のオリンピック︶・

︵注１︶第九回パラリンピッ

るよう︑がんばります︒

大きな大会でいい成績が出せ

ランタ≒勺プリンビッグと︑

ぜひ︑射場が欲しいですね︒

隅でもいいから︑身近な所に︑

来年︑中自・北京で開催予定︒

の身体障害者スポーツ大会︒

◇

いいようです︒例えば︑試合

しました。
︵注２︶極東・南太平洋地域

神力ですね︒七つともわたし

"｡ ‑Ｍ
V)"絶対必要々の⁚ぶ︑プ

まだしばらくは︑競技とし

池本正夫市長が、同月21日に第12代市長として初登庁

レッシャーに左右されこい精

だからスポ・ｉ︲スかでき々いと

初登庁する池本市長
げるためにも︑運動公園の片

知り︑八十七半こ始めました︒

Ｔ般国低・にも出られるニこを

じ﹃サ犬しかも上達Ｉ作ぱ

アーーチェリーー々ら健宗屠に三亘

足に障害があります︒ても︑

陵うＩビではないんですが︑

わたしは︑車いすやつえを

障害者もスポーツを

お勧めします︒

えますし︑試してみる Ｖ一を

する・ニIは仕事や勉強でも使

﹁咬功一する自分をイメージ

を思い浮かべるわけです︒

の会場で理想のフォーム二弓
極めていくと精神力
を引く自分や︑曖務してトロ
︲︲︒じ戸︑．Ｊ ．ｔｊ１ｎ︒︲ａｉＱ．１ｊ︑
フィーを受け取っている様子

的の真ん中に当たったとき

・の快感が忘れられなくてアー

チェリーにのめり込みました︒

Ｉヱスキ ッの難しさは︑

西井賢一さん㈲椛島町十一一

同じ 一とを何回も正確二浜子り

返すニこ几緊張感r"‑ｊ睡11に

ーで銀メダルを獲得。障害者の社会参

です︒そ哲二本番であがら々

ウン
'93新春イン

底辺を広げるためにも
市内に練習場所を

金を逃して本当に残念
パラリンピック︵注１︶は︑
︲つこしにとって二度目の匡際
大会だったんですが︑取・れる
はす丿金を取れ々かったのが
衣当に晦しくニ目分に恨が立
ってしようかといです︒皆に
﹃金メダル取ごドヽる﹄と言
った子印大笑︶︒七十メート
し種﹁ヨでは障害者の世界行記
録も出したんですが︑トーナ
イントつファイ・Ｔｙで三戸差

い

図書館を活用してが
本い
のっぱ

ョンを

最初のころは﹁じっとして

でも︑ほかのことをして遊ん

聞かせる﹂のは無理ですよ︒

ニケーシ

んと聞いていますから焦らず

でいるようでも︑子供はちゃ

であげれば︑きっと子供は目

供と一緒に楽しみながら読ん

に︒親がイライラしないで子

のコミュ

第三土曜日に中央図書館で︑

を輝かせるでしょう︒

同名の催しを開き︑﹃すげな
し﹄をお話ししています︒

これは︑絵本などを持って

刀﹃涜み矧かせ と異なり︑

話し手の個性も生きて来ます︒

心がより溶け合うんですよ︒

本がない分︑聞き手との間で

お話しするんです︒ｙ︸れだと

あげる人もいるよう

めだけに本を読んで

つ︒子供の教育のた

が大切ですよね︒本もそのＩ

親と子が同じ話題を持つこと

ションを⁝といわれますが︑

よく︑親子のコミュニケー

とても楽しいものですから︑

ですが︑それはもっ

内容を覚えて︑何も持たずに

大人の人にもぜひ聞いていた

りＩとでしよ︒一冊

なんて︑とても楽し

本の世界を共有する

たいない︒親と子が

だきたいですね︒
読み聞かせで

本に親しむ子供に

の本で会話が弾めば

八歳になる息子もとても本

好きです︒漫画もよく読みま

すてきですよね︒

かせをしました︒男

夫も︑よく読み聞

すが⁝︵笑︶︒ ﹄れは︑小さい

性の声は迫力があり︑

h Iろから絵本ことを読み聞か

せてきたので︑遊びの一つと

知っているお話でも︑

印象︑か一変します︒

して︑ごく自然に本に親しん

﹁子供に本を読ませる方法﹂

でいたからでしょう︒

びしますよ︒お父さ

んもぜひ協力してく

子供は︑きっと大喜

ださいね︒

を尋ねられるI )とかおります

ら絵本に視しませる' JJ)‑Ｑら

まてばこ」のスタート時からの会員

として活躍中，

と思いますね︒

ようになり︑利用者も増える

うすれば︑もっと親しまれる

しを開いてほしいです只そ

館でも︑子供たちのための雀

す︒これからは︑車孚治図書

れ︑皆さんに親しまれていま

央図書館が主催︶ことか開か

テーマ展示やおはこし会︵中

中央図書館では︑兇童書つ

利用したいと思つていＩ一 ．ｊ≒

となので︑これからは大しに

寄せることもできるとりニー

ーで結ばれていて︑不を取り

中央図書館とはコンヒュ﹃−タ

と身近なものになりました︒

小学校東隣︶︑図書館がぐっ

かでき︵五ヶ庄三盾割・宇治

昨年十一月に東宇治図書館

用しています︒

てありますから︑安こして利

ているし︑内容今道人で置ト

央図書館は︑児考書︷礼実し

利用をお勧めします︒市・ｙ︒一

その点︑わたしはフヱ書腕ご

もちろん︑本は良 ゾ≒づて

図書館に

世界を楽しみましは
ょ良
うい本
こそ

界へよう

し﹂の世

﹁おはな

わたしは絵本が大好きで︑

中央図書館サークルの﹃おは

なしたまてばこ﹄に入ってい

中央図書館サークル「おはなした

本で親子

ます︒サークルでは毎月一回︑

重命朝子さん（32）気道池山

が︑このように︑小さい時か
始めてはいかがですか︒

大人のための「おはなし会」にもチャレンジしています

輝け、マイ
で思わ八組手に負け︑銀犬ダ
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昨年のバルセロナ．パラリンピックで

﹁宇治の素晴らしさを大切に﹂
健康ほのぼの家族・大仲さんご一家

﹁毎年︑お正月には︑今年

ですよ︒旅行は毎年二回くら
い︒今年は北九州方面を予定
しています﹂と︑じっとして

虫取りが大好きで︑かぶと

いるのが苦手なご様子︒

虫の幼虫を七匹も飼ってる貴
久くん︵七︶︑アンパンマンの

ん︵五︶も犬吉山一帯でよく遊

絵をかくのが好きな麻美ちゃ

びます︒おじいちゃん子の智

もうれしいことがいっぱいあ

也くん二︶も︑大きくなった

りますようにと︑みんなでお

さん︵三五︶・照代さん︵三五︶は︑

祝いしています﹂と語る幹夫

ら一緒にね︒
そんな皆さんの宇治市への

とり年夫婦︒幹夫さんが﹁み
んな元気なのが一番・と言え

うに︑整備が遅れている所が
あるし︑観光ＰＲも不足して

注文は﹁白川・もみじ谷のよ

いると思います︒また︑訪れ

ば︑すかさず照代さんが﹁家

配りたい﹂︲︲さすが結婚十年

た人たちを︑みんなで温かく

族の健康管理に︑もっと気を

おじいちゃんの武彦さん

目︑息の合った名コンビです︒

︵六八︶とおばあちゃんの佳子さ

ということ︒

迎えてあげて欲しいですね﹂

ん︵六こは﹁平成三年の宇治十

大仲さんご一家に︑今年もい

帖スタンプラリーに︑家族で
参加しました︒楽しかったで

いことがありますように／・

わがまちを愛する健康家族︑

すね︒大吉山へはよく介るん

ん︒県まつりで雌と信じて買

皆さん︑お正月は何をして過ごしますか？

公民館や青少年センターでは︑﹃学校週五日制﹄

に合わせて︑一月九日出に︑いろんな催しを開きま

︿ジュニアクラブ﹁小倉﹂﹀

小倉公民館

家の中にばかりいないで︑友達と一緒に︑元気に

す︒参加は無料︵一部実費負担あり︶です︒

体を動かしましょう／

中央公民館

①ペーパークラフト教室︵折り

︿なかよしクラブ﹀

紙で遊ぼう︶②子ども映画会・・・い

ずれも午前９時半〜佃時半と午前

宇治公民館

10時当に〜11時半の２回︑同館で︒
参加は当日︑直接会場へ︒

︿遊びの広場﹀

広野公民館

〜正午︑同館で︒参加は当日︑直

○小倉百人一首教室・：午前10時

接会場へ︒

①卓球遊び②ディスプゴルフ・

けん玉遊び③バードウォッチング

○おやつ・簡単な朝食づくり・：

︿子どもの広場﹀

なにつ︑同館へ電話か来館で︒

費は３５０円︒申し込みは４日側

小学４〜６年生︑先着悟人︒材料

午前10時〜正午︑同館で︒対象は

①囲碁教室ａ先着20人②連珠教

前９時〜正午︒

車・バドミントン︶⁝いずれも午

真立てづくり︶⑤自由遊び︵一輪

の福笑いづくり︶④木工教室︵写

③手づくり教室︵折り紙で立体

先着20人︒

半〜正午︒対象は中学・高校生︑

②ジャズダンス教室・：午前句時

〜10時︒対象は小学生︑先着20人︒

①リズムダンス教室：牛前Ｏ︶時

は当日︑直接会場へ︒

電話か来館で申し込みを︒③〜⑤

・②は４日側から︑同センターヘ

会場はいずれも同センター︒①

大久保青少
年センター

室＝先着30人Ｅいずれも午前９時

木幡公民館

は当日︑直接会場へ︒

午前９時半〜正午︑同館で︒参加

④ユリカモメと遊ぼう⁝いずれも

右下は中央公民館で、11月14日撮影)

︵菟道田中︶

﹁旅行とピアノが大好きです﹂

ったのが二年半前︒大きくな
るにつれ︑くちばしが目立ち︑

はコケコッコー⁝ ﹁こりゃ

トサカが立派になり︑ついに

半〜正午︑同館で︒申し込みは４

日月から︑同館へ電話か来館で︒

(写真上は大久保青少年センター、

幹夫さん・智也くん・武彦さん・佳子さん・照代さん

︵五ヶ庄寺界道︶

雄だ／﹂︒家族のピアノに合

﹁宇治に住んで五年︒旅行

.｀Iiり‑I･‑･‥Iこ

わせて鳴くんだそうです︒

寒さに負けずに、元気に体を動かしましょう

トのお子さんの里奈ちゃん

･Ｊ………

︵ご︶と︑お母さんの育子さん

.:?沸４り

先でも︑宇治茶︑平等院と言
えばすぐにわかってもらえま

.j……y･必l………j心.乙1･･

︵三五︶の二人がとり年の中西さ
んｙ二家︒

も︑狭い道路はなんとかして

す︒まあ住み良い所かな︒で

ほしいです﹂と宏行さん︒

﹁うちの家族は旅行が好き︒

へ︑山へ﹂と育子さん︒自宅

思い立つとすぐにでも車で海

で彫刻を造っておられるお父

表会のために練習しなくっち

幸せ家族の中西さん︒今年

l･'゜L.‑.jl..゜.:.jl゛･

･:1.1:，

新年の抱負︒﹁ピアノの発
さんの宏行さん︵三八︶の趣味は

クも頑張ります﹂ ︵里奈ちゃ

ゃ﹂︵杏奈ちゃん︶︑﹁六年

ん︶︑﹁みんな元気であれば

生になるし︑勉強もリトミッ
はエレクトーン︑妹の杏奈ち

難しいそうです︒里奈ちゃん

ゃん︵七︶はピアノが大好き︒

熱帯魚︒水草の色を出すのが

二人の影響でご両親もピアノ

・： このペースで暮らしたい﹂

もいい年でありますように／・

︵宏行さん・育子さん︶︒
そして︑もう一人︵？︶の

を始められたとか︒

家族︑にわとりのコツコちゃ

・

前列右から、麻美ちゃん・貴久くん、後列右から、

自然派家族・中西さんご一家

前列右から︑里奈ちゃん・杏奈ちゃん
後列右から︑宏行さん・育子さん

……ご

'l゛.･で.'＼………でダ

゛

･･

…………jJ.Iな･.･

ニＪ

………:
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宇治市政だより
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とり年ファミリー登場

お正月はみんなで遊ぼう

1月9日（土）は公民館・青少年センターへ

148

