市教育委員会は昨年︑市内の数ヶ所
で発掘調査を行い︑庵寺山古墳での鏡
の出土など多くの成果を得ました︒今
回は発掘の成果をお知らせします︒

庵寺山古墳(広野町丸山)

過去三回行われた発掘調

れていたことなどが分かっ

呼ばれる埋葬方法で埋葬さ

4世紀後半の鏡が出土

査では︑この古墳が直径五

ていました︒

月から行われていたもので︑

して整備するのに先立ち七

今回の調査は古墳公園と

土ハメートル︑高さ九メー

円筒の埴輪が方形に並べら

十一月六日に現地で成果が

トルの大型円墳で︑頂上に

が屋敷のように置かれてい

れ︑その内部に家型の埴輪

発表されました︒
粘土郭の大きさは長さ約

たこと︑被葬者は粘土郭と

八・四メートル︑幅約二・
〇メートルとかなり大型の
ものです︒粘土郭は木棺を
粘土で覆う埋葬方法で︑や

した︒また︑粘土床に残る

(0774)22‑3141
a
92,035人

99了)

礎石建物跡︑区画溝の遺構

穴のほか︑十四世紀ごろの

ろの土地造成跡︑土器廃棄

赤塚遺跡では十二世紀ご

有力者のものと見られ︑栄

跡の形状から建物は地域の

足していたこと︑また建物

ればならないほど土地が不

新たに造成して確保しなけ

した︒当時︑この辺りでは

に関係するものと思われま

土︒これは堂建立時の地鎮

︵十一月二十日発表︶

白川金色院は平等院を建

す︒

を巡る溝か残っており︑こ

遺物から︑古墳が造られた

木幡古墳群は木幡地域一

時期は︑古墳時代後期︵六

が出土しました︒これらの

ています︒しかし︑ほとん

の中から埴輪片や須恵器片

どを宮内庁が陵墓地として

︵十二月二十日発表︶

世紀中頃︶と分かりました︒

帯の小規模古墳の総称で︑

保護管理しているため︑詳

約百二十基ほどが確認され

6世紀末の円墳跡を確認

や炭︑短刀がかたまって出

木幡古墳群︵木幡南山畑・南山︶

また文殊堂の北西部に土器

あることが分かりました︒

た一間四面堂という様式で

物が平安時代末期に流行し

を確認︒今回の調査では建

中心建物であった文殊堂跡

一月発表︶行われた調査で︑

されています︒前回︵昨年

年︶に建立したと文献に記

寛子が康和四年︵一一〇二

泉天皇の皇后である四条宮

てた藤原頼通の娘で︑後冷

白川金色院︵白川姿婆山︶

文殊堂の全容が明らかに

埋蔵文化財発掘調査
のあらまし

のほか︑平安時代末に使用

華を誇った藤原氏との結び

細が不明でした︒今回の調

査は最も多くの古墳が集ま

っている地域の隣接地での

共同住宅の開発に伴うもの

その結果︑直径約十八メ

でした︒

ートルの円墳の一部を確認︒

古墳は墳丘のほとんどを削

られており︑埋葬施設は残っ

ていませんでしたが︑古墳

再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆

▲出土した半円方形帯神獣鏡

る四世紀後半
ごろのもので
す︒紋様や銅
質など︑日本
製の鏡として
は優れたもの

粘土郭の全

です︒

容が分かり︑
埋葬手順が明
らかになった

あったことが再確認されま

ことは︑当寺
の祭祀の状況を知る上で重

した︒

今後︑庵寺山古墳は古墳

要な資料となります︒また︑
出土物などから古墳の築造

公園として整備を進めてい
く予定です︒

時期が古墳時代前期の後半

埋葬者がかなりの有力者で

︵四世紀後半︶であること︑

平安末期の集落跡を確認

せ白
い磁
はの
く合
じ子︑
ご青
う磁
す
された青

赤塚遺跡︵木幡御園︶

椀︑白磁椀なども出土しま

付きも考えられます︒

︵十月二十三日発表︶

ト出土した磁器片

.､＿Ｊ
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宇治の昔を掘る

AＷ寺山古墳の粘土郭

議長に菅野多美子さん

がて棺は腐り︑粘土だけが
残ります︒木棺も粘土郭と
しては珍しい大型の箱形木

朱などから︑粘土郭の埋葬

棺であったことがわかりま

議長の選挙が行われ︑第

手順が確認されました︒
副葬品として︑棺の中か

子前副議長が選ばれまし
た︒また副議長の欠員に

らは銅鏡一面が︑外からは

二十四代議長に菅野多美

伴い︑引き続いて副議長

鉄刀︑鉄剣などの武器類や︑
て｀ぷ すきさき
鉄斧・鋤先晋の農耕具瀕

選挙が行われ︑第二十三
代副議長に佐藤京子議員

が出土しました︒鏡は﹁半

●

え方
ん形
ほ帯
う神
け獣
い鏡
た﹂
いと
し呼
んば
じれ
Ｉうぎょう
円

ｉ

となっていた

員辞職に伴って欠員
野口一美前議長の議

佐藤京子副議長

副議長に佐藤京子さん
土八日田に開か

会

▲文殊堂の想定復元画

確ts

▲円墳の一部を

12月定例

れた十二月定例市議会で︑

菅野多美子議長

市議会
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＼
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94, 679人
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186, 714人（前月比22人増）
男女

が選ばれました︒

Ｌ

◆この宇治市政だよりは︑

725

65. 667世帯（前月比66世帯増）
人

口
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…２月23日(日)、午前10時半にJ

を添え、１月27日側〜30日困の午

コサージを作りませんか。I〉とき…

宇治駅前集合、午後３時解散Ｄ内

R

前９時〜午後４時に消防本部予防

２月22日出、午後１時半

容…大津市内のホテルで会食会E〉

課(a内線2657)へ。

卜定員…先着25人[＞材料費…1500

対象…寝たきりや痴ほうのお年寄

■市立幼稚園こども展

円E〉講師･‥フラワーデザイナー・

りを介護している人[〉参加費…無

園児の絵画や製作物、写真を展

福

祉

市田恵美子さん。

示しますt〉とき…１月31日出〜

お知らせ

の事業に参加の人は応募できませ

２月２日(日)、午前９時〜午後４時

■ツベルクリン反応検査。

ん)[5]2月３日(月)までに所定の

C＞ところ…中央公民館

用紙で長寿社会対策課(a内線23

育課(a内線2624)。

47)か宇治明星園(S23‑6922)'＼,

■歯の教室

催

回学校教

BCG予防接種
C＞とき・ところ…下表のとおり。
時間は午後２時〜３時半。μ対象…

E＞とき…１月31日出、午後１時

４歳未満の子供[＞受けられない子

4時[〉ところ…宇治保健所C〉対

し

供…○三種混合、日本脳炎予防接

象…２歳児とその保護者に〉内容…
■広野公民館

■手足・耳の不自由な人の

■ビデオシアター

巡回更生相談

〈幼児家庭教育学級〉[〉とき・
テーマ…下表のとおり。午前10時
９時半〜午後２時E＞参加費…無料

内容‥･○身体障害者手帳の交付や

き…２月25日(火)、午前10時

(ただし、調理実習材料代600円必

再交付に必要な診断

ころ…生涯学習センター。

要)[＞定員…先着30人

交付や修理に必要な診断[＞持ち物

間以内

■植物公園

〈プオーエバーフレンズ〉[＞と

○補装具の

接種を受けるか、治ってから４週

目宇治保健所(登21‑2191)。

〜３時[＞ところ…総合福祉会館[＞

囲保健予防課(a内市叙261)へ

(容45‑0099)申し込みを。いずれ

〈ハリウッドにくちづけ〉[＞と

も別に入園料が必要です。

車での来場はご遠慮を。

(S41‑7450)。保育あり(おやつ代

…○手帳の交付・再交付＝印鑑・

き…２月28日團、午後１時半〜[＞

１回100円必要)。

顔写真(4×3r)

ところ…南宇治コミュニティセン

ラワーに向く植物や、作り方など

交付・修理申請＝印鑑。なお、現

ター[＞上映後トークの時間あり。

も紹介。[＞とき…１月23日出〜２

在補装具を使用されている人は、

■青少年健全育成推進大会

月４日吹]。

1/28
㈹

子供の心の成長
京都文教大学講師
高田 夏子さん

○補装具の

文化財﹂

ト代…4000円

1 /30附

﹁火災から守ろうみんなの

格を取得しようとする人c〉テキス

護者間の交流を深めます。[＞とき

1 /23困

1月26日は文化財防火デー

住か在勤で、甲種防火管理者の資

日ごろの介護疲れを解消し、介

圃各消防(分)署に

ある申請書に顔写真(4×3r)
ンターを開設しています︒

環としてリサイクル情報セ

市では︑省資源対策の一

ター︑・空気洗浄器︑工具セ

ー︑カメラ︑ランタン︑ギ

カセットレコーダー︑カヌ

ー︑温室︑カセットデッキ︑

ペビーバス︑オイルヒータ

リサイクル情報センター

譲りたい品物︑譲ってほし

ット︑ コピー器︑Ｔプロ︑

ンス︑電話︑事務机︑除湿

い品物がある人はどしどし

器︑スピーカー︑炭用コン

三脚︑三輪車︑将棋盤︑食

編み器︑回転いす︑食器

ロ︑石油ストーブ︑洗濯機︑

登録を︒

洗い器︑電子オルガン︑ベッ

扇風機︑ラジオ︑テレビ︑

器乾燥器︑食器棚︑整理ダ

ドマット︑自転車︑学習机︑

﹁譲りたい﹂

食卓︑餅つき器︑パイプい

ト︑パソコン︑物置︑ペビ

テレビデオ︑電気カーペッ

＊無償で差し上げます＊

す︑ピアノ︑マッサトジ器︑

ーカー︑本箱︑ピアノ︑バ

本箱︑ベビーダンス︑火鉢︑

イオリン︑二段ペット︑バ

ンダイカラオケ

掃除器︑

足浴器︑ガスレンジ︑自

＊有償で譲ります＊

転車︑冷蔵庫︑パイプベッ

ド︑棚︑トースターレンジ︑

ベビーカー︑レンジ台︑編

子供自転車︑ハイチェアー︑

み器︑ガススドブ︑食早︑

︻譲ってほしい︼

食卓用いす︑レンジ台

オーブン︑トースター︑

癩
ず

涯学習センター[＞対象…市内に在

フレッシュ事業｢会食会｣

1 /21 吹） 1 /28吹

１月26日は文化財防火デーです︒消

倒

午前9時〜午後４時E〉ところ…生

防本部では﹁火災から守ろう みんな

2/28

[＞とき…２月25日吹]・26日出、

匝]１月29日困までに社会福

子ども中心の楽しい食卓を囲む料理実習 祉協議会(322‑5650､FAX22‑5654)。
管理栄養士
■在宅寝たきり老人等介護者リ
司馬 正子さん

晴れ着は、まず、母親が…
宇治市社会福祉協議会会長
笠嶋 教瑞さん

から29日㈲まで文

㈲

15人

化財特別査察や社

■甲種防火管理講習

習I＞参加費…500円[＞定員…先着

寺消防訓練など防

予防についての話、お菓子作り実

子どもの体と心
京都文教短期大学教授
(月)
金井 秀子さん

火運動を実施しま

さん囲青少年課(a22‑5162)。

す︒市民の皆さん

る｣＝京都文教大学講師・香川克

のある人c＞内容…骨粗しょう症の

2/17

2/24

践活動報告、講演｢いじめを考え

も火の取り扱いに

圀

てる心豊かな青少年｣[＞内容…実

4時[＞ところ…

総合福祉会館[＞対象…身体に障害

幼児期運動の必要性について
京都文教短期大学講師
森井 秀樹さん

B C G

〈講習会・コサージの作り方〉

十分注意して︑貴

2/14

團、午後１時半

保健医療
センター 木幡公民館

ツベルクリン
反応検査

マ…｢明るい家庭と地域の輪が育

〈料理教室〉[＞とき…１月31日

京都府保健環境研究所
理化学職員

卜

身近にある植物を使って手作りの
重な文化財を火災

C月）

食品添加物の危険性と実験並びに知識

[＞とき…２月２日(日)、午後１時
〜4時[〉ところ…'産業会館[＞テー

から守りましょう︒

2/10

〈ドライフラワー展〉ドライフ

の文化財﹂をスローガンに１月23日俐

必ず補装具を持参してください
２／３ 家庭教育で何を育て、教えるか 回福祉総務課(s内線2306)。
京都文教短期大学教授
(月)
照屋 敏勝さん
■身体障害者デイサービス

○現在、とびひ、手足口

病、突発性発しんにかかっている

講習会は１月22日困から同園へ

＼>と

○麻しん、

風しん、水とう、おたふくかぜの

定員…先着25人C〉参加費…無料

策室(a内線2091)。

〜正午、ただし２月24日(月)は午前

圃同館

種を受けて１週間以内

歯科検診、歯の磨き方指導など[＞

いずれも参加費無料。[回女性政

[〉とき…２月３日(月)、午後１時

3時半

料μ定員…抽選で45人(昨年フ月

郵送可。
公民館

（２）

１月21日発行
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申請

所得税

手続
確定申告説明会・相談会
きは
を開催
お早

相談会では申告の受け付けもしますので、ご利用くださ

めに

い。なお、住宅取得等特別控除や医療費控除などの所得税
の還付申告は２月16日以前でも宇治税務署で受け付けてい
ます。郵送でも受け付けますので、手続きはお早めに。詳
しくは宇治税務署（a44‑4141）へお問い合わせください。

◆所得税確定申告説明会

消費生活展開催

１月29日南、午後１時半〜３時半。産業会館
◆住宅取得等特別控除説明会

ト

１月28日吠)、午後1時〜４時。東宇治コミュニティセンター

＝あすの暮らしはわたしの手で＝

◆住宅取得等特別控除相談会(申告受け付け)
２月６日南、午前10時〜午後３時。東宇治コミュニ

食・健康・環境・リサイクル・住まいなど、暮らしに役

２月１日(土)・２日(日)

立つ情報が盛りだくさん。また、くらしのクイズやパソコ

ティセンター
◆年金所得者確定申告相談会(申告受け付け)

午前10時〜午後4時

ン通信など、体験しながら楽しく学べます（クイズ全問正

(入場は午後3時半まで)

解者には正解賞あり）。
◆体温計のテストをします。ご家庭の体温計をお持ちください。

生涯学習センター

○産業会館=

2月３日(月)

○西小倉コミュニティセンター＝2月４日(火)
◎東宇治コミュニティセンター＝2月５日南
時間はいずれも午前10時〜午後３時

先着1000名様にプレゼントを差し上げます

入場無料

◆地区納税相談(申告受け付け)
○産業会館＝2月17日(月)〜19日(昶、３月３日(月)〜J日伽

＝主催＝
■宇治市・宇治市消費
生活展運営委員会

/ n
s n

○西小倉コミュニティセンター＝2月20日俐、21日面、

‑
n.
"
ハ
Ｓ
J

３月４日(火)〜６日俐

ヘ
ハ
八

○東宇治コミュニティセンター=

Ｑ
ゝ
八

W

巨商工課(a内線2218)

時間はいずれも午前10時〜午後３時

●八Ｉ
八
じ

2月19日南〜21日面、

３月５日南〜７日面

r
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