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性にとらわれず いきいきと暮らせる
時代を築こう

宇治市女性施策推進プラン
〜UJIあさぎりプラン
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従来、男性の職場Ｗ
上 ・
と考えられていたところでも、女性の活躍が目立ちます、

男が料理をする。なにもおかしくありません。
(男性料理教室から)

問い合わせ
I

女性政策室(内線2091)

男女が平等にいきいきとした生活が送れる社会を目指して
近年、女性の意識の変化や高学歴化などを背景に、働く女性や社会的活

こういった状況の中、市は「U

J Iあさぎりプラン」を策定し、男女が

動に参加する女性が著しく増えています。また、21世紀に向けて、高齢社

平等でいきいきとした生活が送れる社会を実現するために市の女性関連施

会の到来、高度情報化、産業構造の変化、価値観の多様化・個性化、個人

策の基本方針や体系を明らかにしました。今後、市ではプランで定めてい

の選択の重視、新たな家族観など急激な社会変化の進行が予測されます。
しかし、女性が社会に進出する上で、「男は仕事、女は家庭」といった従
来の性別による役割分業の考え方はまだまだ根強く、女性の地位向上のだ

基本理念
◆基本的人権の尊重と男女の本質的平等

◆平和で豊かな地域社会の創造

◆この宇治市政だよりは︑再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆
483

めの具体的な環境の条件整備・男女双方の意識改革が必要となっています。

基本目標
1.男女平等教育の充実
と啓発活動の推進

る「基本的人権の尊重と男女の基本的な平等」「平和で豊かな地域社会の
創造」を基本理念として、６つの柱（下図参照）を軸に、さまざまな施策
を推進していきます。

お茶くみは女性の仕事？

男女平等をめぐる法律・制度は整備されてきており、また世

間でも女性の活躍がクローズアップされています。しかし現実はどうでしょうか。女性に
対する偏見や伝統的・固定的な役割分業と、それに基づく社会通念・制度・慣習などが依
然として残っています。今後、男女平等教育をさらに充実させ、啓発を推進します。

2.女性の自立と
社会参画の推進
3｡女性の雇用・
労働環境の整備

各種審議会などのメンバーにもっと女性を／

そのほとんどが男性によって占められています。さらなる女性の登用を目指し、広く人材
を求め、目標値を決めて、それに近付けるよう努めます。
まだまだ出産・育児は大きな力べ

4｡母性の保護と
女性の健mの増進
5｡高齢社会に向けての
福祉の向上
6.男女共同参画による
豊かな地域社会の
創造

社会の形成に重要な役割を果たす政策・

方針などを決定する場への女性の参加は、少しずつ増えてきているとはいえ、依然として

女性の結婚退職は以前より少なくなり、子育て中も

仕事を続ける女性は次第に増えています。しかし、結婚・出産・育児を機に退職し、その
後、再就職するという傾向には変わりありません。女性が職業と家庭との調和を図りなが
ら、生活設計について多様な選択ができるよう、社会的支援システムの整備に努めます。
マルチに生きる女性…しかし男性は

地域社会は人と人とが交わり、互いに支え合う場、

生活文化創造の場として大きな意味を持っています。特に高齢化が進む中で地域福祉の充
実が必要となっています。これまで地域福祉の担い手は主として女性でしたが、今後、男
−性の役割が重要になってきます。男女が共に地域社会へ参加していけるよう努めます。

五月三日は︑憲法記念日︒日本国憲法は︑侵すことのできない永久の権
利として︑私たちに基本的人権を保障しています︒人権の尊重−それは︑
私たち一人ひとりが幸せに生きていくためになくてはならないものです︒

けい子ちゃんのこと
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差別を

として気付かないか︑気付

にあるこうした差別を差別

れるでしょうか︒身の回り

かわりがなかったと言い切

自分のこととして
政治的につくられた
身分差別

いても深く考えず︑当然の

同和問題は江戸時代︑徳
川幕府によって民衆を分断

済ませたりしているのでは

こととしたり︑関係ないで

人権は︑一人ひとりのも

ないでしょうか︒

支配する必要から政治的に

く差別により︑同じ日本国

つくられた身分制度に基づ

﹃おとな﹄になればきっ

母 ﹁あのね︑あなたも

こんな会話
身近にないですか

憲法記念日を機会に︑お互いの人権について今一度考えてみましょう︒

ちに保障しています︒

利として基本的人権を私た

身近にある差別
﹁友だちになりたい﹂︑

しかし︑憲法でこのよう

﹁愛する人と結婚したい﹂︑
﹁健康でありたい﹂︑﹁希望

のであるとともに︑社会み

民の一部の人々が現在もな
お就職や結婚などでさまざ

とわかるけど︑隣町に住
んでいる人は︑私たちと

新学期から︑けい子ちゃ

う︑基本的人権にかかわる

ないという態度では︑私た

んと席が隣になりました︒

に基本的人権が保障されて

重大な社会問題です︒

ちの社会から差別をなくせ

いるにもかかわらず︑私た

でいる人とかかわるとロ

同和地区の出身という︑

ないばかりか︑自分の人権
なる︒とにかくダメなの

って︑この会話のように︑

もまた奪われたりすること

対象にし︑その子や回りの

小さな子供までもを差別の

市では︑同和問題の解決

を市政の重要施策に位置付

け︑市民の皆さんに同和問

題をより深く理解し︑認識

していただくために︑広報

作成するとともに︑﹁同和

紙や冊子︑パンフレットを

問題を考える市民講座﹂や

﹁人権週間記念講演会﹂を

積極的に推進しています︒

開催するなど︑啓発事業を

日本国憲法︵抜粋︶

人種︑信条︑性別︑社

問題としてとらえ︑この会

見つめ直し︑だれもが幸せ

を尊重することの大切さを

来の国民に与へられる︒

利として︑現在及び将

とのできない永久の権

基本的人権は︑侵すこ

︵以下略︶

差別されない︒

は社会的関係において︑

り︑政治的︑経済的又

しょう︒

祉に反しない限り︑立

については︑公共の福

求に対する国民の権利

生命︑自由及び幸福追

︵以下略︶

ばならない︒

より︑維持されなけれ

として︑相互の協力に

利を有することを基本

立し︑夫婦が同等の権

の合意のみに基いて成

法その他の国政の上で︑

個人として尊重される︒

最大の尊重を必要とす

る︒

み
ド

こ

する仕事につきたい﹂︑﹁好

クなことがない︒あんま

個人に責任がない︑どうす

きな勉強がしたい﹂⁝︒人

りしたり︑遊んだり︑学校

り親しくしていると︑う

ることもできない理由によ

んなのものです︒

出身者に対すろ差別を殆め︑
へ行くのが楽しみです︒そ

ちも同じだと思われて︑

まな差別を受けているとい

障害者や女性︑在日韓国・
して︑次の土曜日︑けい子

世間から相手にされなく

は違うのよ︒隣町に住ん

で︑だれもが自然に持つ願

朝鮮人に対する差別などま

ました︒

ちゃんのお誕生会に呼ばれ

休み時間も二人でおしゃべ

いです︒

だまだ多くの差別が存在し

ちの回りには︑同和地区の

わが国の憲法は︑こうし

ています︒

だれかの人権が侵害され

た願いをすべての国民が等

母 ﹁あの子の家は︑隣町

につながりかねません︒

ているときに︑自分は関係

しく実現できるように︑永
久に侵すことのできない権

明るくて良い子と評価した

は仲良しだし⁝⁝︒﹃土

私 ﹁でも︑けい子ちゃん

差別に

よ﹂

てはいけない︒もう︑あ

だったの？ 隣町へ行っ

の子とも遊んだらダメ﹂

同和問題を始めとするさ

なければなりません︒そし

気付いていますか

まざまな差別は︑すべて人

人々の幸せに生きる権利を

によってつくられたもので

いかに不当であり︑人権を

て︑差別に気付き︑それが

侵害七たり︑この母親のよ
うに自らが持っている偏見

あり︑つくられた差別は必

曜日には︑プレゼントを

をわが子に植え付けたりす

ずなくすことができるはず

持って行ぐ﹄つて言った

ることで︑今もなお私たち

です︒

ちへ遊びに来たとき︑

母 ﹁だめと言ったらダメ

の社会の中で︑同和地区の

私 ﹁どうして？ 前にう

なのよ︒もう︑あの子と

人々に対する偏見や差別意

って︑差別をなくすために

ての基本的人権の享有

会的身分又は門地によ

のに⁝⁝﹂
て言ってたじゃない︒

仲良くしたらダメよ︒わ

差別をなくすためには︑

何をすべきなのかを考え︑

を妨げられない︒この

﹃明るくて良いそたね﹄つ

﹃けい子ちゃんは勉強も

かったわね﹂

まず差別を見抜くことが必

行動することが大切です︒

話にみられるような差別す

に生きることのできる社会

法の下に平等であって︑

私 ﹁私も︑けい子ちゃん

要です︒差別を他人ごとと

憲法が国民に保障する

第一四条 すべて国民は︑

言ったら︑﹃良いお友だ

も︑土曜日を楽しみにし

私たちはともすれば︑

一人ひとりが︑今一度人権
を持っていない︒だから︑

の実現に向けて取り組みま

第一一条国民は︑すべ
ちができて良かったね﹄つ

てたのに⁝⁝︒けい子ち

してではなく︑自分自身の

同和問題や差別とは関係な

る立場︑差別をさせる立場

す︒
て︑お母さんも言ったじ

﹁自分は︑偏見や差別意識

︵本市の同和問題啓発パ

に立っていないか︑さらに
は差別に無関心を装う立場

しかし︑本当に私た似は︑
同和問題やこうしたさまざ

に立っていないかを点検し

第二四条婚姻は︑両性

い﹂と考えがちです︒

まな差別とこれまで一切か

第一三条 すべて国民は︑

ンフレット﹁明日に向
かって﹂から抜粋︶

・・・﹂

ゃんになんて言ったら⁝

侵害するものであるかを知

よくできるし︑いろいろ

育
課
兪
Ｓ

和っ￣啓家場
対て部発庭や
策い担映で地
室ま懇画の域
かす や学｀
社 ゜のビ習学
会申貸デ材校
教ししオ料｀

をひ社見
お積会抜
願極をき
い的実｀
しな現と
まごすも
す参るに
゜加た差
ゃないの﹂

隣町の子とは友だちにな

母 ﹁いくら良い子でも︑

ったらダメなのよ﹂
私 ﹁そんなの無茶苦茶だ
わ︒なぜダメなの﹂

考えてみよう基本的人権

識が再生産されているので

54分
52分
54分
55分
55分
54分
56分
41分

16ミリ
き 16ミリ
16ミリ、ビデオ
ビデオ
ビデオ
ビデオ
ビデオ
ル ビデオ

と

おばあちゃんの遺言
波 き ら め く
獅子頭に雪が降る
結
婚
君にこころのパス
淳−よ／明日の空へ
太 郎 の か が
明 子 の ハ ー

些
薮

とめ別 育込出−とさま
ごにの差課みし右しらた
利 ヽな別へはを呑てに ヽ
用ぜいを ゜同行に ｀は職

詔
梨
室
八
霖
１
１
Ｗ

ご利用ください
啓発映画・ビデオ
教えてもらってる﹄つて

同和問題の解決を

題
名
規
格
生
16ミリ、ビデオ 55分
誕
54分
美
し
い
季
節 16ミリ
結
婚
16ミリ
55分
ひ
ま
わ
り 16ミリ
55分
早
春
16ミリ
54分
ち い さ な 指 輪
ビデオ
55分
出
会
い ビデオ
55分
約
束
ビデオ
55分
私たちの人権（職場編）
ビデオ
29分
千鶴子か微笑った
ビデオ
54分
日本の歴史と部落問題Ｉ〜Ⅲ ビデオ
各60分
橋
の
な
い
川 ビデオ
139分
父 の 一 番 長 い 日 ビデオ
54分
輝 け る 日 々 へ
ビデオ
42分
愛 は 海 よ り 深 く ビデオ
55分

＼

みんなの手で

間が人間として生きるうえ

腰を落とし、ぐっと足を踏ん張り懸命に打ち鳴らす
(河原の和太鼓サークル｢ホタル｣の皆さん)
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差別。 他人ごとではありません
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ル、インディアカほか。上靴持参

ン

0220）へ。

で

年齢・電話番号を書き５月20日出

■七宝焼を楽しもう

生涯学習センター＞1200〜2200円
（材料代込み）[H同センター（s

今年10月１日は国勢調査︒

そ
申し:込み方法φ#

l.ヽ
.
■

Ｉ
一り
心ｰ ¶"

．

公民館・青少年センター

へ

しん・水痘・おたふくかぜの予防

福祉

〈ちまきづくり教室〉[〉○淀川

○三種混合予防接種を受けて１

(内線2621)。

ホーム」○午後１時半〜＝「フラ

■トレーニング機器実技講習会

イト・グリーン・トマト」

・消費者月間記念講演会

半〜の２回、黄聚体育館[＞対象…

＞5月23日（火）午後１時半〜、生

15歳以上の人(中学生は除く)c

保健予防課（内線2261）。車で来

(先着15組)○ちまきづくり教室＝

前9時から同館。顔写真(3×2.5

かな選択、ひろがるくらし〜今、

場しないでください。

28日(日)(先着30人)。いずれも午

r)が必要

真の豊かさとは〜」＝京都新聞社

講座・教室

４万円、高校生＝6万円、高校入
学支度金３万３千円

圃申請書を

福祉総務課(内線2307)か母子福

■城南地域職業訓練センターの教室
圃同センター（346−0688）。

先着10人。おやつ代100円。

ただ今︑

くパソコンロータス123初級・

曜、午後６時半〜９時[＞9000円。

曜、午後３時〜５時。黄槃コート

申請は毎年度必要です。

■第９回歴史散策「久津川古墳群

[〉対象…30〜60歳の初心者[回市

調査員を募集しています︒

と正道官衙」

車塚古墳・正道官面ほか、J

話など[〉対象…手話に興味のある

陽駅解散。約３牛口

人

館(S20‑1311)。先着50人。

回社会福祉協議会(322−56

R

■青空アウトドアスクール｢食べ

新田駅集合[〉行き先…芭蕉塚古墳‑

館C＞内容…指文字・簡単な日常会

50、FAX22‑5654)。先着35人。

[〉５月20日〜６月４日の土・日

民体育課(内線2621)。先着30人。

【〉５月28日【日】午後１時半、J

回歴史資料

■コンピューター・英会話連続市民講座

[＞5月28日(日)午前９時〜、炭山
キャンプセンター[〉対象…小学４

曜、午後６時半〜8時半。生涯学

■ポリオ生ワクチンの服用
E〉対象者…生後３ヵ月以上４歳
未満で２回服用していない子供C＞

勤でla歳以上の初心者。コンピュー

演｢世界文化遺産と古都京都｣＝

記念講演｢国際社会における東洋

康手帳持参でE〉次の場合は服用で

電話番号、職業、応募の動機を書

きません

き５月17日困(必着)までに同セ

実施中
春の全国交通安全運動
｢守ります￣｀

国際日本文化研究センター顧問梅

ベルトとこどもと高齢者｣

原猛さん○パネルディスカッショ

うちの人気者

[目市民体育課(内線2621)福

小島

敬太くん（1歳10ヵ月）

山(S24−1806)。
（大久保町上ノ山）

・地域巡回ニュースポーツひろば
[＞5月15日(月)午後７時〜９時＝
御蔵山小学校。

あなたの家庭の人気者をmm。「うちの
子をぜひ」「おじいちゃんの誕生日の記

18日俐＝木幡小学

念に…」なんて人はどしどしご応募を。
画広報課（内線2070）。

校・19日出＝岡屋小学校・22日(月)＝
宇治小学校、いずれも午後７時半

緑と自然を満喫していま

H8
１ ／13(±)

生涯学習のススメ
栗田 修（生涯学習センター所長）

消費生活モニター
決まる
市民の皆さんも︑モニタト

が調査などに訪れたときに

今年度のモニターは次の

は︑ご協力ください︒

人たちです︵敬称略︶︒詳

しくは商工課︵内線221

木村治子・川端啓子采

8︶へ︒

幡︶︑小川英子・福井泰代

元岡幸長・堀口あつ子・糸

文化センター内S20‑1311）

７年度

︵五ケ庄︶︑藤野直子︵苗造︶︑

問い合わせ…歴史資料館（折居台1‑1

岡文江・浜洋子・北村恭子

津絵貼交屏風など

モニターは︑消費者の立

人形、端午節句飾り、大

高須良子・辻紀子︵琵展８︑

[主な展示品]源氏小鏡、
源氏物語投扇子図絵、雛

︵宇治︶︑日原芋︵折居台︶︑

心に展示しています。

場から︑意見や要望・苦情

品、節句の人形などを中

谷本千鶴︵広野町︶︑北森

今回は、伏見の商家の
史料や源氏物語関係の物

などを市に報告してもらう

月曜休館・入場無料

浩・山寄公子︵伊勢田町︶︑

５月16日(火3〜6月25日(日)午前９時〜午後５時

もので︑市ではその内容を

歴史資料館収蔵品展

住所・氏名・性別・年齢・

最近の古代史上の大発見
和田 奉（京都教育大学教授）

14︶へ５月25日俐までに
︵当日消印有効︶︒

12/9出

全講義を受講した人に修

高齢化社会に生きる
岡本民夫（同志社大学教授）

久野美幸︵槙島町︶︒

在宅福祉サービス〜

11/n出

市民の生活を向上させるた

〜空き教室を活用した

内外情勢をどうみるか
−その視点一
尾関史郎（京都文教短期大学教授）
「見ることの発見」今日の
美術表現の理解のために
10/14(土)
佐野 E （京都市立芸術大学教授）
9／9(土)

４︒端午節句飾り

暮らせるまちづくり

医療と法律
大谷 賓（同志社大学教授）

めの施策の資料とします︒

やか宇治

7／8出

︵022・0220︶︒

T≪たきりのお年寄りなどが横になった
まま入れるお風呂について説明を聞く
池本市長︵中央︶

卜関係者らがテープカッ

高齢者が安心して

北極の人と動物たち
日高敏隆（滋賀県立大学学長）

した。・

４月26日南、小倉小学
校の空き教室を利用した小倉デイサー
ビスセンター・小倉在宅介護支援セン
ター、デイホームか完成、竣工式が開
かれました。

テレビ広報さわ

6/10(土)

○申し込み・：往復はがきに

了証を発行します︒

きし、宇治の歴史と文化、

小倉ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

電話番号を記入し︑同セン

○問い合わせ⁝同センター

院をはじめとする史跡と
「名木百選」をそぞろ歩

生涯学習市民大学

れる人︒２０叉︵申し込

遺産の宇治上神社、平等

ター︵〒611宇治琵琶451

み多数の場合は抽選︶

二

受講生募集

に生涯学習センターで七回

○受講料⁝無料

六月から第二土曜の午後

シリーズの講座・生涯学習

市民大学がスタートします︒

受講してあなたの生涯学習

のきっかけにしてみません

か︒

○日時・内容・：下表参照

午後１時半〜３時15分

クラリーが行われました。
参加した500人は、世界

︵敬称略︶︒時間はいずれも

４月29日のみどりの日、
宇治川周辺で緑のウォー

○場所⁝生涯学習センター︑

カメラで
おじゃま

第一ホール

新緑の宇治を歩く

○対竿：市内在住・在勤で︑

〜９時半[〉種目…ソフトバレーボー

原則として仝講義を受けら

圖企画課︵内線2083︶

の場合は抽選)[＞2000円回主復
はがきに住所、氏名、年齢、生生3]、

（土）

東京芸術大学学長平山郁夫さん○

の参加は不可)。先着40人C〉500円

ター18人、英会話20人(応募多数

ンダーと手びき｣に掲載。母子健

5／11（木）〜20

市西京区桂坂)D〉内容…○基調講

習センター[〉対象…市内在住か在

日程・会場…７年度版｢市民カレ

○ＢＣＧ・麻しん・風

国際日本文化研究センター(京都

〜６年生とその家族(子供だけで

[＞5月24日〜７月５日の毎週水

健康

21−2103）へ電話で。先着80人。

文明と古都京都の歴史的意義｣＝

られる山野草と調理法｣
R城

京都府宇治地方振興局商工課（Q

[〉６月17日出午後１時〜５時、

■市民ソフトテニス教室

中級〉［〉６月８日〜26日の月・木

正午。総合福祉会

育…生後６ヵ月以上の乳幼児圃

■世界遺産登録記念シンポジウム
｢文化財保護と古都京都｣

けますが、支給は翌月から。なお、

曜、午前10時

論説委員室総務原田想爾さん［〉保

催し

スポーツ

でに同課に提出を。以後も受け付

C〉5月24日〜７月５日の毎週水

回同館(昔33−4001)。

0円)I〉保育…満2歳以上の幼児、

祉推進員に請求し、５月31日伽ま

・手話教室(昼間)

[*114日(日)午

涯学習センター［＞テーマ…「たし

けていない人[＞支給年額…乳幼児＝

後１時〜５時C〉600円(親子は80

各先着30人＞1000円

回女

性政策室（内線2091）。

[〉５月27日出午後１時〜と３時

高校生で京都府の他の奨学金を受

など完成

485

○午前10時〜＝「ロングウォーク

回市民体育課

○親子ちまきづくり教室＝27日出

１万円、/＼厚生= 2万円、中学生＝

○下痢をしている

5月25日困

［＞5月23日（火）､生涯学習センター

グラウンド・ゴルフ、ペタンクの

圃

[〉対象…母子家庭の乳幼児から

週間以内

河川敷で葦の葉採り=

（内線2617）へ。抽選で35人。
■ビデオシアター

笠取小学校(雨天中止)t＞内容…

■広野公民館（341−7450）

接種または治ってから４週間以内
■母子家庭奨学金の申請

回往復はがきに住所・氏名・

（消印有効）までに社会教育課

C〉5月21日(日)午前10時〜正午、

ルール説明と実技

22−0220）。先着30人。

いなtヽものは

回市民体育課(内線2621)。

■重点普及スポーツ

［＞5月27日出午i友1時〜４時半、

貴男c)書いでい秦いﾚちのは無りてTす↓

ｆｉ
辱接会り越吋
‑ ･叫 ∧

１人１枚に限ります。

犬S22−314r

!一一･.

圃は問い合わit・困は申し込み．＼

GBSB≫

ンター（宇治琵琶45−14、a22‑
〒611宇治琵琶33レ
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交差点

を400字程度で。写真も歓迎◇昔めぐり…市内で撮った懐

市民情報・短信…市民サークルの催しや会員募集などを。

前月20日（必着）までに。営利・宗教・政治活動は掲載で

演奏会 ５月14日剛午後２

ブルフローラ第２回定期

◆宇治マンドリンアンサン

先着80人︒保育室あり︵２

童文学作家・扮藤竜二岑ん︒

半︑中央公民館︒講師は児

希望者のみ５月26日面まで

歳以上︑先着15人︑おやつ

ojcooao

に︒岩本さん＆22・０４２

使中田武仁さんの講演会

◆フォークダンス講習会

λ旱︑文化センタ十小ボト

５月26日面午後１時15分〜

ル︒先着400人︒国際ソロプ

６月５日剛午後轟Υ１時︑
宇治公民館︒上靴が必要︒

西さん＆22・6069．

文化センター小ホール︒大

生涯スポーツに参加しませ

講習会 中国式健康体操の

◆練功十八法・入門太極拳

５百円︒水野さん≫33・７

◆児童文学講演会﹁子ども

６月10日田午前11時開演︑

◆第25回記念三曲演奏会

そ泌スト宇治・林吝＆曼・

募集

︒◆国連ボランティア名誉大

時開演︑文化センター小ボト

日㈲午前10時半〜午後Ｏ時

たちへの応援歌﹂ ６月２

かしい写真を。いずれも採用分には粗品をお送りします◇

代必要︶︒申し込みは保育

催し

（宇治琵琶33､容22・
きません。【送付・連絡先】広報

0

５月16日〜７月４日の火曜︑

治小学校体育館回Ｂコース＝

18日を除く︶︑午前９時半
〜⁚⁚１時半︑黄栗体育館か宇

日〜７月16日の日曜︵６月

んか︒○Ａコース＝５月21

サークルさあ来る1

朝霧橋手前に

宇治市歩こう会

山・哲学の道という約10牛口

歩こう会の案内は市政だよ
のコースで老いも若きも約20

り毎月11日号の市民情報・短
0人が参加しました。

信のコーナーに掲載していま

これは︑宇治十帖のヒロ

す有名な場面をモチーフ

四月二十八日面に朝霧

にしています︒

館︒いずれも上靴が必要︒

クが誕生︒ここには︑源

が小舟で宇治川に漕ぎ出

氏物語をモチーフとした

イン﹁浮舟﹂と﹁匂宮﹂

◆水彩画サークル・彩 毎

橋の︵宇治神社側︶のた

月第２・４水曜午後１時半

高さ二百一センチ︑幅二

散策の道を歩いてみませ

もとに新しくポケツ人−

〜３時半︑木幡公民館︒入

百二十センチのモニュメ

んか︒宇治上神社や宇治

新緑の季節︒源氏物語

会金千円︒月干５百円︒松

ントが建て公いています︒
◆体操サークルーチャーム

本さん＆32・1786．

ミズ 週に一度体を動かそ
う︒毎週金曜午前10時Ａ１１
時半︑宇治公民館︒月千５
百円︒河津さん＆24・６７

◆初心者弓道教室 ６月３
日〜７月29日の土曜︑午後
６時〜９時︑黄粟体育館︒
先着20人︒３千円︒申し込
みは５月26日倒までに︒西
垣内さん＆44・０２２Ｔ︒
◆舞踊・若竹会 日本舞踊
に挑戦しませんか︒毎週水
曜午後１時〜３時︑宇治公
民館︒定員10人︒綾部さん
容22°７８５ｎ乙ｏ

道すがら参加者に話を伺う

す。当日だけの参加ももちろ
と健康のためにという人や、

ん結構。雨具と昼食は各自お
友だちづくりにという人など

持ちください。次回は、５月
いろいろな動機で参加されて

14日(日)、太陽が丘体育館前に
いるようです。

開会式に参加した後、市内を
「一度来られると、何度も

午前8時半集合。市民総体の
続けてこられる人が多いです

歩きます(今回だけ雨天決行)。
ね」と事務局長の牧原さん。

問い合わせは牧原さん(S23‑
歩こう会の魅力をたずねると

2262)へ。

てはいかがでしょうか︒

ぜひ︑立ち寄ってみられ

ると足の瘤行もスッキリ︒

きら光る川面を眺めてい

ります︒道行く人やきら

朝霧橋︑前方は橘島があ

に座ってみると︑左には

宇治川に向かってベンチ

い︒記念篁具もバッチリ︒

クで休憩してみてくださ

た時に︑このポケットパー

神社︑平等院︒途中疲れ

源氏物語宇治十帖のモニュメントが

４月16日の歩こう会（第34 （歩いていると、車では気付
8回／）に同行してきました。 かないふとした発見があると

３千円︒神谷さん＆43・０

午後７時〜９時︑宇治公民

ころでしょうか｣
今回は、京阪三条から大文字

﹂ ︲

チームが二試合とも

結果は︑宇治市選抜ノ ︒︒

隆史くん︵宇治妙楽︶︑中

﹁訪問団﹂に参加した岡崎

３︲１で勝ちました︒ド

体が大きくてスタミＪ

ムの選手は︑みんな．．゛

− ｊ﹃ｉ ・ＪＩＩ｜ＩＩ

くんは︑﹁咸陽市チーい．

キャプテンの岡崎

尾勇太くん︵宇治蛇塚︶︑

吉川修平くん︵宇治琵琶︶

の三人から話を聞圭︸ した︒

熱烈な歓迎に

試合とも勝ったけど︑

ナがありました︒二

向こうはベストチー

びっくり

三人とも初めての外国旅

ムじゃなかったから

行︒﹁中国の印象は︑広く

ぼくらは︑いつもは

も見回竪・したい︒

て田んぼがいっぱいで︑人

や自転車が多くて車が少な

お互い違うチーム同

かった﹂と口岑そる兄ます︒

とまって試合ができ

士だけど︑みんなま

迎してくれたのでびっくり︒

た﹂と話します︒

は︑観客席からグラウンド

また︑どこに行っても︑咸

吉川くんは﹁感激しました﹂

は盛んじゃないみたいだけ

陽市の人たちがみんなで歓
三月二十八日㈹から四月

とその時の様子を話しまし

言葉は分がらなかったけど

と初めて試合をしたことと︑

ん︒中尾くんは﹁外国の人

は技の差かなあ﹂と吉川く

してくれました︒

と岡崎くんは照れながら話

れて初めてサインしたよ﹂

められてびっくり︒﹁生ま

たそうです︒サインまで求

うまくボールをけれなかっ

ゴール周辺はいっぱいの人︒

試合終了後のＰＫ合戦で

二日剛まで︑﹁日中青少年

た︒困ったのは生水が飲め

いです﹂とやる気満々︒
スポーツ友好訪問団﹂が︑

に観客の人たちが降りて︑

﹁咸陽市はあまりサッカー
友好都市である中国咸陽市

ど︑長距離走とかは早くて

咸陽チームの人と友だちに

体力もあるし︑勝った要因

なれたことが一番うりぶっ

﹁トイレはさくがしてある

咸陽市選抜チームとの交

た︒また︑絶対試合をした

だけでした﹂とも︒

流試合では︑観客席にたく

友だちできたよ

さんの市民がつめかけ応援︒

﹁中学になってもサッカー

を続けるの﹂と聞くと︑全

員﹁続けます﹂という元気

尾くんは﹁サッカーの魅力

の人たちとふれあうことが

スポーツを通して︑咸陽

◇

な声が返ってきました︒

は野球と違っていろんな所

く︑心の中にはいっぱい自

家族へのおみやげだけでな

分へのおみやげがあるよう

でき友だちもできました︒

走ることも好きだからこ

にドリブルして自分の考え

と話します︒﹁シュートを

団が訪れる予定です︒言葉

ら宇治市へ青少年友好訪問

今年の夏には︑咸陽市か

でした︒

はもっとうれしい﹂と︑今

や風習の違いを超えて青少

きます︒

・︒

年の友好の輪が広がってい

回二点も入れて大活躍した

励んでいます︒

のサッカーチームで練習に

帰国後はみんなそれぞれ

吉川くん︒

相手からボールを取った時

決めた時もうれしいけれど︑

で攻撃できること︒ぼくは

も小学校の低学年から︒中

サッカーの経験は三人と

続けます

中学になっても

また︑一緒にサッカーしたい

に帰って来た団員たち︒

六日間の日程を終え元気

した︒

歓迎会などで交流を深めま

チームとのサッカー試合や

小学六年生︶です︒咸陽市

選抜チーム︵代表二十人・

ツ少年団のサッカー少年団

ないこととトイレだとか︒

その2
察訪問︒これは宇治市スポト

うじっこ

たくさんの観客の中行われた︑交流試合︒多くの人に
感動を与えました︒
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岡崎くん

吉川くん

左から中尾くん

1
◇投書コーナー「私もひとこと」…身近な話題や提案など

（４）

1995年（平成７年）5月11日発行
り
よ
だ
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市民情報短信

皆さんとつくるページ
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3141内線2069）へ郵便か持参で。
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