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特に平成トー．．年存の完成を目指し

にお応えしてまいる所存です

て﹈々着々と進行しているＪＲ宇治

駅改築︑宇治・新田開新駅設置上が︑

奈良線複線化丁事に加えて︑京都巾

地ド鉄東西線の六地蔵までの延仲エ

事も本格化してまいります二元ら

のが業が完了すれば︑市民の皆様の

新年明けましておめでとうござい

ております．他方︑宇治横島線や黄

利便性向上と地域経済の発展に人き

梁山手線︑ 新宇治淀線などの幹線道

ます︒市民の皆様には希望に満ちた

景気の低迷が続き︑私たちを収り

路網整備や産業振興対策︑少子・高

く寄９ するものと人いに期待を寄せ

巻く環境は大変厳しいものがありま

齢社会への対応︑地球環境問題など

輝かしい新存をお迎えのことと心か

すが︑国の経済対策による︒︲も早

収り組むべき課題は山積しています

らお慶び申しトげます︒

い晨気回復を強く期待し︑本巾とし

が︑私はあと．年に迫った一半．世

スの水準を低下させないよう努める

す．

とご多幸を心からお祈り申しトげま

願い申し上げ︑併せて皆様のご健勝

巾民の皆様のご理解とご協力をお

続き令力を傾注する決意です

紀への架け橋づくりのために︑引き

ても取り得る景気回復策を積極的に

本市財政も極めて厳しい状況にあ

講じてまいります︒

りますが︑経常経費の節減と施策の

とともに︑不断の行政改革を進め︑

効率化・販点化を図り︑行政サしビ

財源を有効に活用して皆様のご要望

年紀の輝かしい新春をお迎えになり

の︑そして内暦☆ゾノ︶年という千

ます︒市民の皆様には︑平成トニ年

新年明けましておめでとうござい

う７ にＥどもたちの教育とその環境の充

普及などの都市基盤整備︑末来を担

宇治淀線の築造︑公共下水道の緊期

都巾地ド鉄束一四線の六地蔵延陣︑新

ＪＲ宇治駅の改築︑新駅の設置︑京

の新たな対応︑黄槃山手線の築造︑

新年のごあいさつ

ましたことを︑心からお慶び申しＬ

状況は︑人変厳しいものがございま

おりますが︑私たちを取り巻く社会

まな淑業を行実に取り組まれてきて

り巾民の皆様により信頼される議会

に︑そして察Ｌ公胚な議会運営によ

享受し︑歴史と文化の薫る街づくり

巾民の皆様が豊かでやせな斡らしを

の課題に積極的に取り組むとともに︑

巾議会といたしましても︑これら

題があります︒

の地方分権の暗立に向けてなどの課

実︑宇治巾の独自性が発揮できる真

げ︑謹んで新春のご挨拶を申しＬげ

宇治市におきましては︑新しい時

ます︒

代を展望し︑ヱるさと宇節一の輝

す︒さらに︑少７ ・高齢化時代を迎

を目指して︑なお︒層力を沁いでま

かしい発展の礎を築くためのさまざ

える中におきまして︑地域柚祉の充

といたします︒

お祈り申しあげ︑私の新春のご柁拶

輝かしい︒年となりますよう心から

皆様にとりまして︑本年が幸多く

いる所存でございます︒

実をはじめ地球規模での環境問題へ

り
ふ
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宇治市政だより

第1228号

〜9時[>ところ…アクトパル宇治

＜親子天文教室＞D〉とき…１月

Ｄ内容…｢冬の星座の楽しみ方｣

14日(金)、午後7 at半〜9時半[〉内

のお話と天体観察ﾚ定員…40人(

容…冬の星座観察レ対象…小・中

＜ワープロ初級ワード＞I>とき

多数の場合は抽選バ〉参加費…巧

学生とその保護者》定員…50人レ

…２月９日〜３月１日の水曜＝午

00円(夕食代含む)圃I月12日

参力0費…無料。

後6㈲半〜9時。土曜＝午前９時

市役所への電話･郵便は

情報

022‑3141

(代表)

〒6n‑850i(翻番号のため住所不要)

BOX

2000年（平成12年）１月１日発行（２）

(水)(消印有効)までに往復はがき

圃は問い合わせ､圃は申し込み。
圃の書いていないものは直接会場

代表者の住所・氏名・年齢・性別

後３時レ内容…午前は凧作り、午

・電話番号と参加者全員の氏名一

後は凧あげ大会ﾚ対象…小・中学

‥･２月20日〜３月26日の日曜、午

へお越しください。

年齢･性別を記入し、アクトパル

生とその保護者レ定員…25組レ材

後１時〜3時半。6回t>受講料…

宇治(〒601‑1392西笠取辻出川西

料費…1人200円。

１万1000円。

１、S075‑575‑3501)へ。
■大久保青少年センター

＜講習会・押し花のコースター
■ツベルクリン反応検査

スターを3種類作ります。

圃親子天文教室、親子凧作りと

クリン反応検査の2日後に判定)。

歳未満の子ども

■地球環境講演会

匯保健推進課(s

内線2262)。

前9時半〜午後3時半。

…小・中学生D〉定員…20人レ参加

講料…１万2600円。

44‑7∠14ﾜ)へ。

費…無料。
官公署・その他

満1歳にな

…｢山ねずみのロッ半一チャック

■城南勤労者福祉会館

りました

｣｢あしたぷたの日ぶたじかん｣

圃1月５日(水)から同館046‑

ツベルクリン1/11(火) 1/25火
反応検査日
講演会。レとき…１月12日(水),午
判 定 日 l/13(木) l/27t木) 後2時〜レところ…市役所８階大
陰性者にBCG

レ対象…幼児〜小学生D〉参加費…

催し

１月８日出、午前9時〜正午C〉内

20‑2111)。

後IE持半〜3時半レ定員…先着50

番目の干支である辰︵たつ︶

今年は辰年︒十二支の五

竜の性格や役割も︑悪役に

で描かれています︒また︑

それに翼を組み合わせた形

もった猛禽類か猛獣の頭︑

れ︑雨によって五穀豊穣を

雨を降らせる力があるとさ

扱われています︒雲を呼び︑

神格化した半蛇半神として

インドでは︑竜はヘビを

は︑士一支中ただ一つの空

なったり︑神聖な動物とし

もたらすと信仰されていま

れる話か残っています︒

想上の動物です︒一般には

て扱われたりと︑地域によ

﹁竜﹂と書き︑﹁タツ﹂ま

ってさまざまです︒

﹁竜頭蛇尾﹂ ﹁画竜点晴﹂

たは﹁リュウ﹂と呼ばれて

英語やフランス語ではド

﹁登竜門﹂など︑中国の故

います︒

竜の伝説は世界各地に分

ラゴン ︵今高目︶と呼ば

噺ヽ亀AJともに四霊と呼ば

す︒

布しており︑さまざまな形

れる竜︒ヨーロｙパの神話

事に由来する一言葉がよく知

中国ごヽ竜に眩吟鳳

で伝えられています︒

れています︒竜は淵にすむ

関係するとされています︒

﹁登竜門﹂は︑黄河上流

られています︒

CO

の急流の峡谷︑竜門をのば

ノ

また︑竜は天子のシンボル

圃中央図書館(S20‑1511)

りきった魚が竜に変わった

圃文化自治振興課（S内線2223）

とされ︑天子の顔を竜顔な

＊12年度の出演者募集は､1月21日号で
お知らせする予定です。

という伝説から︑成功への

ピアノソロ
小西奈津代さん

どと表現していました︒

3 /15
休)

児童書テーマ展示
｢2000年、あけましておめでとう｣ /Jミフ吉２
と題して、今年のえとの｢たっ｣の ぐき突゛犬
本やお正月の本を集めました。
/l゛lﾐぜぷ
'yで ｀ つ
期間：１月５日(水)〜30日(日) 。ﾚｽﾞr諧て

一歩となる難関という意味

2/18 ２台のマリンバとピアノ連弾
(金) ＤＵＯ−ＤＵＯ(デユオ･デユオ)

し ｀て呼
りりはりホメ本 ゜
て日古び ぬ ｀八やがデの・紋
残本く ヽ 一日尿あえ産湯
つ各か雨 と本のりノ屋ぶ￣

日本では︑竜は神聖視さ

コーラス〜ジョイントコンサート〜
コールせせらぎ
宇治朝霧コーラス

J也らを
記書ワまミでに
が
に信降まさ紀ニすコのは一登
竜仰らたれににが卜変 ｀古場
神させ ヽてはな ヽが身ト吏し
・れる竜いっつ古見をヨ弓て
水て神はま竜た事るヒタ い
神おと雲すとと記くコマとま
とりしを ゜なあでだホヒ百す

れており︑古代神話にも竜

1 /18
(火)

﹁竜﹂のつく言葉では︑

１月〜３月の予定は次のとおり。
時間…午後O時15分 45分
場所…市役所1階市民交流ロビｰ

ています︒

(S内線3001〜3006)

神秘的な動物で︑水や雨に

ロビーコンサート

缶・びん・ペットボトル
・1／4(火)以降の各収集日から

では暗黒の化身のように扱

装でお越しいただきご心静かなひとときを

開席期間は︑一月十五日から十二月二十

お過ごしください︒

日までの毎日午前十時から千後四時までで

す︒観光センター内の案内カウンターで﹁茶

席券﹂をお買い求めのうえ︑ご入席くださ

い︒料金は季節の和菓子付で五百円︵税込

・l／4(火)以降の各収集日から

元気でやさしい子に
11年1月生まれのお子さん。11日
育ってください。
集㈹までに広報課(s内線2070)へ

市民交流

いずれも初日のみ特別体制で収集します。

もえないごみ

われ︑英雄や神々に征伐さ

設めぐ

その姿はおおむねヘビや

公共施

りその
み︶です︒なお︑二十人以上の場合は事前

に連絡をお願いします︒

1／4火から

募

金曜、午後e時半〜9時。９回Ｄ
トカゲのような体に︑角を

市営茶室﹁対鳳庵﹂

宇治塔川一−五

S23・3334︵観光センター︶

﹇対鳳庵﹈は︑全国的にもめずらしい市

営の茶室です︒本場の宇治茶を市民や観光

客の皆さんに気軽に味わっていただくこと

によって︑宇治茶の振興と茶道の普及を目

宇治川沿いにある宇治市観光センターの

的に建てられました︒

北側にあり︑平等院の鳳凰堂と相対してい

建物は数奇屋造りで︑本席と広間茶席︑

ることから﹁対鳳庵﹂と名付けられました︒

立礼席︵椅子席︶があり本格的なお茶室と

なっています︒抹茶席の日だけでなく月四

回程度は煎茶席の日もあり︑宇治市茶道連

盟の皆さんの丁寧なお点前で楽しむことが

できます︒茶道の心得がない人も気軽な服

1／6{木)から

午後の収集地域でも必ず午前９時までに出し
てください。

とき…２月８日〜３月10日の火・

…いずれも無料。

⑩

･月･木曜の収集地域り
・火･金曜の収集地域⇒

1R／宇治妙楽

＜ワープロ中級活用一太郎＞[〉

芝居(対象は幼児以上)【〉参加費

E〉とき…１月29日(土)、午後5時

年始のごみ収集
･もえるごみ

12.

S46‑0688)へ。

○午後3時半〜4時＝人形劇･紙

■天文教室

育て方＞t〉とき…リ

H10.

圃１月５日冰)から同センター(

なし(対象は幼児とその保護者)、

圃文化センター(s

新井裕也くん

■城南地域職業訓練センター講座

日(水),○午前11時〜11時半＝おは

今年は
辰年

＜講習会一実をならせる果樹の

料…2000円。

〈おはなし会〉とき…1月12

宇治、立命館宇治各高等学校卜

11時半。

園前までの幼児とお母さんC〉受講

料。

ンター小ホールレ出演…菟道、東
入場料…無料

ずれも水曜、午前10時

４回E〉対象…満２歳から幼稚園入

ﾚ対象…小・中学生[〉参加費…無

レとき…１月16日(B)、午前9時
半〜午後4時半レところ…文化セ

C〉とき‥･1月10日(槐〜30日旧)。

２日・９日・23日、３月１日、い

容…マフラーなどをゆびで編もう

■高校演劇フェスティバル宇治

点と一般公募作品を同時に展示。

＜親子体操教室＞D>とき…２月

＜みんなであそぼう＞[〉とき…

無料圃環境企画課(s内線2256)。

＜押し花展＞押し花作品約50

〇ﾜ80)へ。

無料。

会議室》定員…先着30人C〉費用…

圃講習会は同園(容45‑0099)へ。

12回レ受

ワ日(金)、午前lOBf半〜正午レ内容

＜冬休み映画会＞[>とき…１月

最近、注目を集めているダイオ

いずれも入園料が必要です。

中高年コース)＞レとき…２月14

は１月４日(火)から同センター(S

キシンや環境ホルモンについての

■植物公園

＜表計算初級エクセル(女性・

…１月30日旧)、午前9時半〜正午

日〜22日の月・火・木・金曜、午

午後1時半〜3時半レ定員…各先
着30人卜材料費…2800円。

＜ケニアの国を知ろう＞レとき

どを知る。おやつをつくるじ〉対象

…1月22日出･23日(日),いずれも

いずれも午後２時〜3時半レとこ

＜ワープロ初級ワード＞[〉とき

卜内容…ことば・うた・ゲームな

Ｄとき

ろ…保健医療センターレ対象…4

00円。

凧あげ大会、ケニアの国を知ろう

作り＞押し花を入れた美しいコー

Ｄとき…下表のとおり(ツベル

ごみ減量推進課

半〜正午。6回》受講料…１万10

＜親子凧作りと凧あげ大会＞レ
とき…１月拓日旧)、午前9時〜午

人t〉費用…無料。

圃環境政策室事業課

スト代)。

に｢天文教室参加希望｣と書き、

お知らせ

(チラシ・看板で確認を)

受講料…１万4500円(要別途テキ

犀

1154

（３）

■法律相談

８

毎週木曜、午後1時半〜

相談あんない

■宇治こころの電話

□

毎週月曜〜金曜、

18日㈹、午後1時〜４時

｀●゛7

みなどお気軽に。容24−0800。

ん。a43−0898o
５日(水)・19日(水)、

■家庭児童相談室

Ｉ

■

午前9時〜午後5時、青少年問題の悩

宇治公民館。圃保護司会・向井正存さ

毎週月曜〜金曜、

15

13

11

｜

Ｉ

16

W￣

する困リごとなど。a23−8698．

19

■

･‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑･‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑･‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑･‑‑‑‑

19日(水)＝小倉公民館

午後１時半〜４時。年金・健康保険な
ど。圃国民年金課(a内線2311)。
■暴力にかかわる困りごと相談

市、社会福祉協議会では、こ
のほかにも各種相談事業を実施
しています。詳しくは11年度版
「市民カレンダー」をご覧＜ださ
い。

(匡邑)カギをヒントにマスをうめ、二重わくの中の文字を並べ替えて言葉
を作ってください。ヒント…茶まっりはここから名水が汲み上げられます。

11日

中央20‑1511/東宇治32‑2232/西宇治2

2‑8240
月曜・祝日・月末休館
そよかぜ号巡回日程
日 地
６日園

区

駐車時間

おはなし会
‐中

駐車場所

12日C水)・26日(水)
５日(水)

■西宇治

19日南

いずれも午後3時半〜4時
対内

くぐ

11日(火)

明星町 14:50〜15:50汚水処理場横

央

■東宇治

六地蔵 13:50〜14:20六地蔵公会堂前

御蔵山 14:40〜15:50御蔵山小学校
7日倒 木 幡 14:00 15:30木幡公民館前
志津川 14:oO〜14:30器具庫南側

13日閑

⑨
⑩

象）３才以上でひとりで話が聞ける子供
容）手あそび、読みきかせ、紙芝居など

（参加費）無料

①

英語でいえばハッピー

④
⑥

土地の小高い所
ちょっとの問。わすかな時間

⑧

昨年笠取にオープンした総合野外活動

⑩
⑥

センター○○○○○宇治
妻と子
サケ・マスなどの卵を塩に漬けた食品

18日次）

●中

央

広

●東宇治

26日(水)

西大久保

20日園
27日園

平
檎
吹

13:30〜14:20西大久保小学校

盛 14;40

(対

象)

14:30南落合12通り
八木ガレージ

(内

容)

島 13:30
前 14:50〜15:50横島小学校

(参加費)

28日m 北橘島 14:00〜15:30北横島小学校

子供から大人まで
主にストーリーテリング(素話)
無料

1/21

1/24

1/25

⑩

1/19

1155

＊

でに市役所広報課（〒61

＊

1‑8501住

A賞…植物公園の入園券をペアで20組、

かせる
昨年は、川上弘美さんのこの作品が紫

Ｂ賞…源氏物語ミュージアムの入館券

式部文学賞を受賞しました

を20人にお送りします。

I心･･ﾐ ｡｀｡■■
タテの力穿ﾑ
ｰ｡｡ﾊﾞｰ｡−Ｊ｀｡･
前足の強い爪でアリの巣を壊し、アリ
を食べる哺乳類

③
④

○○○詰まる。最後のどたん場になる
刃のあるくさび形の鉄に柄をつけた道

⑤

具。木を割ったり切ったりする
○○○○幕府。源頼朝が開いた日本最

⑦

初の武家政権
溶岩が急に冷えて中のガスが逃げてで

⑧

きた穴の多い石。水に浮く石たえたえ
「○○○○○ 宇治の川霧 絶々に
あらはれわたる

瀬々の網代木」

植物公園
(Ａ賞)

源氏物語
ミュージアム
(Ｂ賞)

‑

￨≧≧畠￨

1月し尿収集日程

寺界道、古川、西田、北ノ庄、大林、
･iE‑il?
'^゛∃^fi9
.
芝ノ東(JR以西)
野添、谷前、梅林、五ヶ庄西浦(JR以西)、
新開(JR以西)、平野(JR以西),
折坂(JR以西),笠取、池尾
宇治･神明･広野･開･大久保一白川一志津川
福角(jR以西)、日皆田、岡本、上村、
1/24 1半白、白川、金井戸、志津川
大八木島、一里塚、戸ノ内、
乙方、山本、東内、又振、山田、紅斉
平町(京滋バイパス以北)、荒植、田中、大垣内 1/25
1/5・ 26
蔭山
谷下り、出口、森本、中筋、大谷、東中、

車田、丸山、平町(京滋バイパス以南)

1/12､2/2

＊

所省略可）へ。正解者の中から抽選で

1/6 ・ 27

1/11､2/1

＊

を書き、1月11日（火）（消印有効）ま

西中、藪里、段ノ上、東隼上り、西隼上り、 1/11、2/1 戸ノ内、矢落(JR以北)、若森(jR以北)、
大久保町(近鉄以西)
門前、菟道河原、只川、妙見、池山、岡谷

1/8 ・31

＊

高さ約１メートルの越年草。５月ころ
に深紅・白・紫色などの大きな花を咲

1/5 ・ 26

1/7 ・ 28

＊

はがきに答えと希望の賞､住所･氏名･
年齢・「市政だよりへの意見・感想」

※図書館は5日(水)から開館します

一一一一一一

六地蔵･木幡･五ヶ庄･菟道･炭山･笠取

家の中で家族がふだんいる部屋

⑩

いずれも午後3時半〜4時

15:50平盛小学校

用いる道具
⑩

楽しみの満ちあふれた所。パラダイス
財産。一代で○○をなした

②

野 15:00〜16:00大久保小学校

金を主な成分として鋳造した貨幣
髪をといたり、髪を飾ったりするのに

⑥
⑥

南陵町 15:00〜16:00南陵第2児童公園

15日(土)

縁が白くくまどられる
⑩
⑩

塔の島にある最も古い石塔で重要文化
財。○○○○十三重石塔

大久保 13:30〜14:30旦 椋公会堂前
福 角 13:50〜14:40五ヶ庄福角市営住宅
三室戸 15:10〜16:00府営三室戸団地内
13:50〜14:40日産開アパーﾄ西側
開

年齢がほかより多いこと
ササの一種。葉が大きく、冬になると

⑩

おはなしたまてばこ

14日e金｝

18

20

｡･ヨコのカギ

図書館

17

｜

j●,i

来庁順に相談。圃宇治地方振興局S21
−2101．

12

14

午前10時〜午後4時。児重と家庭に関

午前9時〜i時半、午後I時〜4時、

■社会保険相談所

□

９

J,,j

ヘ電話予約を。

・府交通事故相談

７

3時半、社会福祉協議会。323−0857

3時半＝アルプラザ宇治東。

・青少年相談

５

8930）では電話での相談も可。

１時半〜3時半＝保健医療センター。
●27日(木)、午前10時〜正午、午後I時〜

S･‥･･1 ６

･,ld

追放運動推進センター（S075‑451‑

●20日【木】、午前^o時〜午'mm半、午後

４
ノ．−

圏宇治地方振興局S21−2101．府暴力

献血

３

２

クロスワードパズル

１

保健・衛生・相談

第1228号

プレゼントがあたる
恒例のお年玉つき
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宇治市政だより

小倉･伊勢田･横島･羽拍子･安田
1/21
1/24
1/25

南浦(28〜33、80〜98、100〜110),
大京団地、蓮池
！山際
寺内、久保、老ノ木(府道以北),西浦、西畑、
中畑、西山(府道以東)、天王(府道以北)

1/5 ・ 26老ノ木(府道以南),天王(府道以南)、東山
1/6 ・ 27

南堀池(本通り以北・以南、大和32〜36),堀池

1/7 ・ 28

南堀池(田中､大和､大和一部西2号通り以北),
南遊田、遊田、砂田、毛語一部
中ノ荒、井尻、中ノ田、浮面、名木、安田町

1/8 ・ 31 I中山(近鉄以西),毛語、南山、ゥトロ
蛇塚、石塚(心華寺通り以西)、
神楽田(山中含む),西山(府道以西),中央台、
東裏(JR以西と府道以南)、寺山(JR以西)、
1/11､2/1
新開(JR以東)、平野(JR以東)、
北山Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ団地、毛語(府道以北)
1/12､2/2 西裏、茶屋裏、丸山、一里山(府道以南)、
折坂(JR以東).福角(JR以東)、一番割、
桐生谷(JR以西)、
1/12､2/2 中山(近鉄以東)、大谷、羽拍子町
二番割
大久保町(近鉄以東｢久保(JR以東)除く｣)
南山(A).広岡谷、芝ノ東(JR以東)、
春日森、−ノ坪、島前、大町、
1/14､2/4 石橋(大川原線以西)、中川原(大川原線以西)、
五ヶ庄西浦(JR以東)、三番割
弐番(府道以北)、池森、樋ノ尻、
大川原、東目川、西目川、若林、落合
南山(B),南山畑、中村(jR以東)、
1/13､2/3 里尻(JR以北),小桜、石塚(心華寺通り以東)、
宮北一部、寺山(JR以東)、宮谷、
1/17､2/7 ！ 南落合(〇の通り〜13の通り)
南端(jR以東)
尖山一部(4番地)、中島、久保(JR以東)
薗場(大川原線以北)、大幡、北内、門口、
六地蔵(JR以東・以北の全域)、花揃、赤塚、
1/18
幡貫､郡､石橋(大川原線以東)、吹前(市営住宅)
陣ノ内UR以東)、正中(JR以東)、御m.
1/14､2/4 東裏(JR以東の府道以北)．一里山(府道以北)、
桐生谷UR以東)、開町
東中(JR以東)、北畠、檜尾、平尾、須留、
中川原(大川原線以東)、十一(大川原線以東・
1/17､2/7 i 宮東ヽ宮西ヽ宮北
金草原、御蔵山、畑山田、北山畑、
1/19
国道以東),十六(国道以東)、十八(国道以東)、
大瀬戸(JR以東),炭山
1/18 1小根尾、大開、尖山一部(2番地・6番地)
吹前(市営住宅除く)
六地蔵(JR以西･以南の全域)、陣ノ内(JR以西)、
1/19
正中(JR以西)、木幡河原、北島、
東中(jR以西).西中、大瀬戸(JR以西).
内畑、熊小路、中村(JR以西),木幡西浦、
1/20
南端(JR以西).檀ノ東

野神、大谷、琵琶、弐番(府道以南)、
矢落(JR以南)、若森(JR以南)、米阪、天神、
下居一部(権現町)
下居、善法、壱番、妙楽、里尻(JR以南),
蓮華、塔川、宇文字

1/20

1南浦、西浦一部、神楽田一部(近鉄以西)

※収集漏れは収集口側から確認し、翌日（土・日・祝日を
除＜）に同組合へ。

今年も健康に

てきて催促するそうです︒
軍の運転はしないので︑
よく散歩をします︒宇治ト
帖スタンプラリーにも参加

さん︵71︶と奥さんの敦子

長田さんご一家は︑能棚

子さんもお茶のサークルで

国語・太極拳︑囲碁の︑敦

龍佃さんは陶芸や絵画︑中

里に引つ越してきてから︑

の時間を自分なりに決めて

は︑﹁食事とかお風呂とか

禰さん︒奥さんの敦子さん

感じさせる町ですね﹂と龍

経っていないけど︑歴史を

もテントを建てるのは難しいです

いのお于伝は〜人でやります︒で

絵本です。

ユーカー著／別宮貞徳訳／東洋書林

物として５人の

作家が「日本の

☆「龍の子太郎」松谷みよ子著／

龍」「ゲームの

講談社

りわけユニーク

中の龍」「恐竜」

な存在の龍。動

など、さまざま

かのまずしい村

物学者で「龍学」

な面から描き上げる５つの龍物語。

に、太郎はおば

ですてきな龍の世界へ誘ってくれ

湖があり、ツユ

きてをやぶって３びきのいわなを

実在しない動物

る本です。

という娘と、イ

たべたために龍にかえられ、とお

ナトという若者

い湖にかくれてしまったのです。

がいた。ある日、

元気にそだった太郎は、一日に百

湖に「てんりゅ

里もはしる子馬にのっておかあさ

んをたずねて旅にてます。

き︒キャンプでの火の番と食器洗

のみずきさん︵Ｈ︶と︒

力あふれる生き

河田さんご︒家は︑双子の長女

ほさん︵Ｕが辰年︒おじいさん

いい姉妹です︒﹁子どもにキャン

﹂と積極的にお手伝いをする仲の

出すが…。迫力のある色づかいの

｢龍のファンタジー｣カール・シ

女のみず

の志郎さん︵73︶︑おばあさんの

プ生活を通して自分の役割を体で

美代了さん︵68︶︑おけさんのか
おりさん︵３７︶とお父さんの勝彦

覚えてほしい﹂とお母さん︒また
﹁近所の貸農園での野菜作りが楽

さん︵41︶の六人家族です︒

しく︑キャベツ︑白菜︑大根など

家族全員をアウトドアに巻き込

最近︑ご︒家は年賀状作りに目

買ったことがないぐらい古とお

覚め︑その年の干支にちなんだア

んだ勝彦さんは﹁週末の余暇の過

たり︑高原や湖畔でオートキャン

イデア衣装で登場︑人気を呼んで

ごし方は家の中より野外が多いん

プを楽しんだり︑空気のおいしい

いるそうです︒今年は﹁辰﹂に変

っしゃるおじいさんとおばあさん︒

静かな所でおしゃべりをしながら

身してポーズをとるとのこと︒皆

です︒海や川辺などに釣りに行っ

みんなで食事をしたりしていると

さんの家に送られてきた年賀状を

あさんは村のお

た幻想動物、龍。

ユを嫁にすると

きダ番の幸せで楽しい時間です﹂

昔、信州のいなの谷には大きな

退治される龍。そんな龍をただ退治

お楽しみに／・

を紹介した龍の博物誌です。奇妙

における龍の意味をさまざまな伝

双ｆのみずきさんとみずほさん

た。太郎のおか

ら恐れられてき

う」が現れてツ

とおっしゃいます︒

持ちＩ口ごろからランニ
ングやスイミングをされて
います︒このパワーを受け
継いでか竜也くんも佑次く

／きたじましんぺい絵／岩崎書店

西洋においては邪悪な存在として

は﹁何でもできるお父さんが大好

哺右から竜也くん︑初世さん︑
佑次くん︑孝一さん
■" ≫＊４≫

竜也くんは小学三年生の

んもスポーツ人好き︒

ときからずっとサヴカーを
続けています︒また︑弟の
佑次くんもお兄さんの影響
で保育所の年長のときから
サヴカーを始めました︒佑
次くんの夢は中学を卒業し
たらブラジルに行ってサ︒

各地の神話・伝説から、その生態

台に語り続けられています。現代

哺右から美代子さん︑みずきさん︑みずほさん︵前
列︶︑勝彦さん︑かおりさん︑志郎さん︵後列︶

仲が良い朗らか夫婦
しましたし︑五十分くらい

さん︵70︶︑それに愛犬の

忙しい毎日です︒また︑愛

﹁兄弟︒人ともサヴカー

カーを勉強することです︒

が大好きで︑土・日曜はほ
とんど試合や練習です︒親

ですんでいまし

邪獣として昔か

主婦の友社

歩いて宇治巾源氏物語ミュ
ージアムにも行きました︒

チビ助くん︵Ｕの家族で

過ごしていると︑あっとい

宇治に住んでから二年しか

す︒能州さんとチビ助くん
犬チビ助くんの得意技はボ

う開に一目が過ぎていきま

長田さんご一家
︵白川鍋倉山︶

が辰年生まれで︑みんなで
ール遊び︒遊んでほしいと

楽しく暮らしています︒

す︒今は︑そらげを一坪農

もほぼ行動を共にしていま

☆［てんりゅう］しろたのぼる作

「ドラゴン殺し」荒俣宏ほか著／

登場

一年前に京都ゆうゆうの

園で栽培して楽しんでます﹂

す﹂とつきあうのが楽しそ
うなお母さん︒﹁本人たち
が好きでやっている間は応
援をしてやりたい︒スポー
ツを通じて何かをつかんで

れる著者が世界

で書籍やコンピュータゲームを舞

とのこと︒朗らかで仲の良

藤岡さんご一家
︵伊勢田町砂田︶

初世さんのお母さんの悦子
藤岡さんごご家は︑お父

中心の生活ですが︑市政だ

﹁子どもだちとサｙカー

より登場をキヴカケに今年

欲しい﹂と見守るお父さん︒

ご家族︒悦子さんは︑都合

は何かよいことがあること

さん︵５９︶も辰年生まれと

で撮影に参加できませんで

を期待しています﹂とはご

さんの尹さん︵３６１月

さん︵３５︶︑二男の佑次く

したが︑一昨年のホノルル

夫婦の声でした︒

問わず、聖獣・

なお私たちの間

い秘訣を尋ねると︑チビ助
くんのおかげたとか︒﹁︒
緒にいると心が穏やかにな
ります︒ｒどもがいないの
で︑私たちにとってチビ助
は家族の︒員です﹂と目を

ん︵１１▽の三人が辰年︒そ

マラソンを初参加で七時間

﹁タツ﹂にかかおりの深い
温かな雰囲気の長田さん

して︑長男の竜也くん︵14︶

半かけて完走したパワーの

１日生︶︑お母さんの初世

夫婦の好きな言葉は﹁平常

の名前には竜がついていま

細められます︒

心是道﹂︒今年もそのよう

す︒さらに︑ご近所に住む
うに︒

の専門家と言わ

でありながら今

今年も家族で
アウトドア！
西田さんご一家
(広野町小根尾)
に過ごせる年になりますよ

あさんとふたり

西洋・東洋を

んな本

ふかい山のな

あらゆる空想

こ

いう。イナトはツユを連れて逃げ

在ではなく、魅

あんな

されるだけの存
説から解き明かす一冊。
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