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新年明けましてお
めでとうございます︒

市民の皆様には︑本
年が平和で心豊かな

年となり︑低迷する

景気の回復を祈りな
がら︑期待と新たな決意をもって

健やかに新年をお迎えいただいた

ことと存じます︒
昨年は︑二十一世紀の第一歩を

記す輝かしい年であるぽかりでな
く︑宇治市にとりましては︑市制

施行五十周年の大きな節目の年で
した︒また︑今後の市政運営の指

針となります第四次総合計画を策
定し︑新世紀のまちづくりがスタ

ートした年でもありました︒
しかしながら︑社会経済情勢は︑
依然として深刻な状況で︑本市の

財政も誠に厳しいものがあります︒
こうした状況ではありますが︑都
市基盤の整備促進や市民生活の安

定と安全確保はもとより︑福祉・

教育の充実や地域経済の振興︑環
境問題など︑多様で増大する行政

課題への対応が強く求められてお
り︑機敏にして積極的な施策展開

を図ってまいらねばならないとこ

ろであります︒
そのためにも都市経営の視点に

立って︑徹底した行財政改革を進

めるなかで︑効率的・効果的な行
政運営を一層推進し︑確かな財源

見通しをもって︑緊急度や優先順
位︑将来への財政負担等を十分に

見極めた上で︑事業実施を図り︑
市民の皆様方の期待とご要望に応

えてまいりたいと考えております︒
引き続き︑市民の皆様の温かい
ご理解と一層のご支援・ご協力を

いただきます︒

お願い申し上げ︑皆様方のますま
すのご健勝とご多幸をお祈りいた
しまして︑新年のご挨拶とさせて

014001の認証取得をめざし
ております︒認証取得ができまし
たならば︑さらには市内企業をは
じめ市民の皆様方にもご協力をい
ただき︑地域ぐるみで地球に優し
い環境づくりが進められますこと
を期待いたしております︒
私ども議会も︑新しい時代にふ
さわしい議会運営のもとに︑市民
の皆様方が豊かな暮らしを享受さ
れるとともに︑歴史と文化の薫る
街づくりに邁進してまいりたいと
決意を新たにしているところでご
ざいます︒
皆様にとりまして︑本年が幸多
く輝かしい一年となりますよう心
からお祈り申しあげ︑新春のご挨
拶といたします︒

とその環境の充実に向けては︑さ
らなる努力を重ねてまいらなけれ
ばならないと痛感をいたしており
ます︒宇治市役所は︑本年中に︑
地球に優しい環境をめざしてＩＳ

新年のごあいさつ

新年明けましてお
めでとうございます︒
市民の皆様には︑平

成十四年の輝かしい
新春をお迎えになれ

ましたことを︑心か
らお慶び申しあげ︑謹んで新春の

ご挨拶を申しあげます︒
宇治市は︑二十一世紀の社会を

展望し︑﹁ふるさと宇治﹂の輝かし
い発展の礎を築くためのさまざま

な事業を着実に取り組んでまいり
ました︒今後もさらなる発展のた
めに︑豊かな事業の展開を図らな

ければならないと存じます︒しか

し︑最近の景気低迷により︑市の
財政も厳しくなってきており事業
の実施に大きく影響を及ぼしてお
ります︒そうしたなかでも︑地域

福祉の充実︑地球規模での環境問
題への対応︑道路網整備や公共下

水道の早期普及などの都市基盤整
備︑未来を担う子どもたちの教育
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募集要項」をご覧〈ださい。【〉申

市役所への電話・郵便は

情報ＢＯ
Ｘ

1月16日・30日の水曜、いずれも

前9時〜正午一各小学校の育成学

322−3141（代表）

以上Ｅ〉参加費…無料

級○1月24日（木）・25日（金）、午前

あなたの夢を募集

＜おはなし会＞Ｉ＞とき…1月9

9時〜午後7時一市役所6階社会

日（水），午後3時半〜4時Ｄ対象…

教育課。なお、現在育成学級に在

幼児以上卜参加費…無料

「宇治市21世紀の夢」作品
応募は1月11Ｅ］（金）（消印有効）まで

籍している児童で、引き続き入級

＜ゆび編みでつくる手づくりマ

を希望する場合も申請手続きが必

フラー＞レとき…1月12日（土），午

要です。胆社会教育課

電話番号をよく確かめｒからおかけください，

詳しくは企画課へ
■城南地域職業訓練センター

前9時半〜正午［〉対象…小学生以
上＞参加費…無料（極太の毛糸を

催し・その他
生まれで、市に住民登録か外国人

お知らせ

齢・電話番号を記入し、同館（〒
611−0023折居台1−1公20−1411）

込受付と場所・■■○1月23日（水）、午午後3時半〜5時レ対象…小学生

画Ｉ月7日（月）から同センター

1玉持参）

（豊46−0688）へ。

登録のある人（事前の申し込みは

植物公園

消防出初め式

必要ありません）。圈社会教育

圈1111（雲45−0099）へ。。入園料 ＼＞とき・・・1月13日（日）、午前10時〜
＞＼＞とき・・・2月12日〜3月12日の

Ｄとき…1月ワ日（月）、午前9時

課。手話通訳を希望される人は事

半〜正午（雨天時は文化センター
で式典のみ）＞ところ…府立宇治
公園橘島Ｅ〉内容…式典、表彰、幼
年消防クラブによる鼓隊演奏、消
防団による訓練、自衛消防隊によ
る操法訓練、救助隊による救助訓

て、今年のえとの「うま」の本や、
お正月の本を集め、展示と貸し出

・子どもお茶席・模擬店レ参加費

業の従業員8人）ｔ〉費用…1万

内容…先着200人にパンジーの

…無料

7500円（別ｍテキスト代）

苗をプレゼントします。

＜みんなで遊ぼう＞［＞とき．．．1

＜押し花展＞暮らしを彩る芸術

しを行います。
1月5日（1）〜31日（木）
中央図書館（豊20・1511）

レ開席期間…1月10日（木）〜12月

回［〉定員…先着12人（内中小企

1月5日（土），午前9時から開園Ｄ

中央図書館児童書テーマ展示

圈頴
・ 市営茶屋「対鳳庵」の開席

火・金曜、午後6時半〜9時。9

た・はねつき・こま回し・餅つき

＜お正月プレゼント＞ｔ〉とき…

「うまーいおはなし」と題し

＜パソコン工事業会計（諸ＩＳ業）

午後2時ｔ；〉内容…たこ作り・かる

が必要です。

前にお申し込みください。

練、一斉放水などを行います。

＜西大久保新春三世代交流会＞

月26日（土），午前9時半〜正午レ内

性の高い押し花の作品約400点

容…ドミノにチャレンジ［〉対象…

と一般公募作品を展示します。レ

小学生以上Ｌ〉参加費…無料

とき…1月5日（土）〜27日（日）

■14年度育成学級の入級受付
育成学級入級の申し込みを1月

満１歳になりまし
た

＜スケート教室＞！＞とき…1月

＜植物公園俳句展＞植物公園で

27日（日）、午前8時40分〜午後4時

詠んだ四季折々の俳句を鑑賞して

Ｃ〉ところ…滋賀県立アイスアリー

20日（金），午前ｏ時〜午後4時（初

23日（水）から25日（金）までの3日間 お楽しみいただけます。［〉とき…

ナ［〉対象…小学生以上Ｅ〉定員…先

日の1月10日（木）は先着50人に記念

で受け付けます。［〉対象児童…14年

着30人レ参加費…880円（リン

品をプレゼントします）Ｄ＞利用料

4月2日現在、宇治市立小学校に

＜新春福引大会＞小学生以上の

金…1客500円置商工観光課

在学する1年生から4年生の児童

来園者を対象にコチョウランや鉢

で、保護者の就労や長期の傷病な

などが当たる福引きをします（空

平成14年宇治市成人式

Ｃ〉とき…1月14日（祝）、午後1時 どで放課後不在となる家庭の児童

1月29日（火）〜2月17日（日）

ク料・貸し靴料）
■たのしい人形劇教室
レとき…1月22日〜3月19日の

金田侑里香ちゃＡ，
Ｈ12．12．19生／伊勢田町南山

〈じなし）。Ｃ〉とき…1月22日（火）〜 火曜、午前10時〜正午。7回（2

から（午後ｏ時半開場）【〉ところ

Ｃ〉申込書類…人級申請書などは、

2月1ワ日（日）

月5日と3月5日は休み）ｔ〉とこ

…文化センター大ホールＣ〉内容

社会教育課か各育成学級で配布し

■ 大久保青少年センター

ろ…中央公民館Ｅ〉定員…20人（多

…記念式典、特別企ｌｉ（市内の新

ています。申請には両親の勤務証

画スケート教室は1月4日（金）

成人による企画・運営）Ｌ〉対象…

明書などが必要です。詳しくは書

から同センター（ｎ44−ワ447）へ。

昭和％年4月2日〜57年4月1日

類と一緒にお渡しする「入級児童

数の場合は抽選）レ参加費…500
円（材料費）ｉｌｌ月10日（木）まで

＜ドッジボール広場＞［〉とき…

に、往復はがきに住所・氏名・年

今年は

ます︒現在︑日本では︑北

いる馬を﹁在来馬﹂と呼び

とが読み取れます︒例えば︑

あり︑馬が貴重であったこ

馬を｀一んだ歌が八十首近く

いわれる﹁万葉集﹂には︑

す︒広い胸幅︑よく発達し

ねてつくミ

苓ぷうにと︑品種改良を重

サラブレッド︒より油く走

現代では︑競馬といえば

民は馬を納めることができ

しました︒しかし︑貧しい

神馬とて9ぶりに馬を献納

願してかなえ ｐれたとき︑

絵馬でＴ︒その昔︑神に祈

も関係がありポＴ︒それは

馬は︑人間の願いごとに

午年

その国や地域に大昔から

海道︑長野︑宮崎︑沖縄な

た後駆︑四百 Ｅグラムを超

講師＝瀬戸内寂聴さん

柿本人麻呂の歌︒

料

1月10日（木）までに広報課へ。

す体を支える細い叩たて

◆内容…『源氏物語の恋』

馬は︑古典にもしばしば

聴講無

登場します︒最古の歌集と

開催します。皆さんの参加をお待ちしています。
◆とき…1月26日（土）午後2時〜3時半
◆ところ…源氏物語ミュージアム講座室

13年1月生まれのお子さん。

皿

﹁馬には乗ってみよ︑人

どに計八種類がいます︒こ

源氏物語ミュージアムでの名誉館長冬期講座も3年目を迎え
ました。今年も、新年最初の行事として下記のとおり、講座を

％
人と馬との﹂

には添うてみよ﹂﹁馬の背

れらの馬の祖先が︑いつご

長いつきあい

をわける﹂﹁生き馬の目を

ろ︑︒ にういうル1トで日本

めてたくさんの絵馬が献納

抜く﹂など︑馬に関する慣

山科の︸ふ幡の山道を歩いて

役立たずの代表のようにい

列島に渡ってきたのかは︑

きたのです﹂という恋歌で

用句やことわざは数知れま

時代には︑役割ははっきり

す︒人麻呂のぷうに宮廷仕

されることでしょう︒

︷私には馬があるが︑あ

馬が最初に家畜化された

家畜りぷうに利用されてい

しないながら︑馬がすでに

われる馬の耳6私たちが何

なたを思う心に耐Ｘかねて︑

のは︑今から五千年ほど前

えする階級︷Ｔ︿が馬を所有

気なく使ってしまうことわ

まだはっき吋分かっていま

の中央アジアでのこと︒以

たようです︒古墳時代の遺

できたことが分かります︒

ざでＴ一が︑これは嶼解と考

せん︒しかし︑縄文・弥生

来︑人や荷を運んだり︑物

跡からは︑馬の埴輪も出土

皿走る芸術品皿

ってきたことが分かります︒

をひっぱったり︑農耕を助

しています︒

せん︒人と馬が深くかかわ

けたり︑戦場で働いた阿と︑

冬期講座

さまざまな場面で大きな役

瀬戸内寂聴名誉館長

割を果たしてきました︒

源氏物語ミュージアム

もう少しで歩けるネ。
春になったら散歩に行こう。

（源氏物語ミュージアム名誉館長）

競わせる行事は︑奈良時代

い李Ｔ︒馬同士を走らせ︑

た馬の姿かｉＳ︶連想され︷Ｊも

の耳に念仏﹂は︑悠然とし

機能を持ってい求Ｔ︒﹁馬

の距離を測るなど︑價れた

から行りれてい声した︒特

っては迷惑な話です︒

のなのでしょうが︑罵にと

馬を連耀Ｔる人も多いと思

に端午の節句︵五月五日︶

圃人間の願いごと皿

の競馬は恒例で︑ときの天

ないので︑代りりに馬の絵

皇が臨観したとの配録が残

を描いたり︑馬の形に作っ

っていまぎ一︒

がみをなびかせて走る姿は︑

山科の木幡の山を馬は

あれど歩ゆ吾が来し汝

た木片を献じたりしました︒

午年の今年も︑願い孝ぬ

われています︒

﹁走る芸術品﹂といわれる

一方︑﹁罵の耳に念仏﹂

﹁馬耳東風﹂と︑無反応︑

この一年を健康に︑無事

トル

に過ごせますように︒また

缶・びん・ペットボ

世界に平和が訪れまｔよう

み

にと心から願う｀︶のです︒

もえないご

馬の耳は︑前方にある物

も

市民交流ロビーコンサート

えてよさそうです︒

年始のゴミの収集
もえるご

を念ひかね

※応募は一人1通に限ります。

それが絵馬の始まりだとい

も住所・氏名を書いて、源氏物語ミュージアム
（〒611−0021宇治東内45−26、酋28−0200）へ。

だけあって︑ほれぼれする

・氏名・年齢・電話番号を書き、返信用の表に

馬と聞くと︑真っ先に競

◆応募方法…1月13日（日）まで（必着）に、往復はがきに住所

美しさです︒

◆定員…200人（応募多数の場合は抽選）
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相談あんない

6

時半、社会福祉協議会。ａ23−0857へ

■青少年相談22日（火）、午後1時〜∠1時、宇治公民館。箆保護司会・下岡範男さん（酋22−1249）。
電話予約を。

−

□】

7

9

□

11｀1

■府交通事故相談9日（水）・23日（水）、午前9時〜ｌｉ時半、午後1時〜4時、来庁順に相談。固宇治地方振興局（Ｓ521−2101）。
■宇治青少年こころの電話毎週月曜〜

ｎ

‥＾

□

4

8

ＦＩＩ・

ｙ

12

ル

8930）では電話での相談も可。
●25日（金）、午前ｌＯ時〜正午、午後1時〜3時半＝大久保サティ
・法律相談毎週木曜、午後1時半〜3

3

プレゼントがあたる
恒例のお年玉つき

献血

2

クロスワードパズ

1

保健・衛生・相談

第1300号

■社会保険相談16日（水）＝小倉公民館、午後2時〜4時。年金・健康保険など。圃国民年金課。・暴力にかかわる困りごと相談ワ日（月）、午前9時〜午後4時、来庁順に相談。圃宇治地方振興局（ａ21−2101）。府暴力詰馥
金曜、午前9時〜午後5時、青少年問

題の悩みなどお気軽に。ａ24−0800．

111

■家庭児童相談毎週月曜〜金曜、午前
ｌＯ時〜午後4時。児童と家庭に関する
困りごとなど。ｎ23−8698．

15

18

｜

同
｜ｒ□

19

Ｊ＾

《解ご蓬ｊ》カギをヒントにマスをうめ、二重わくの文字を並び替えて言葉
を作ってください。ヒント…ワールドカップサッカーの決勝戦
ヶ＝ヨコのカギ………

⑩⑥

−ｌｊ

1ています。詳しくは13年度版に
市民カレンダー」をご覧＜ださ
｜い。
Ｌ＿＿−＿＿…。…。。

14

16

ｒ￣￣￣￣−
｀ 一 一 一 ・ 一 一 一 − − 一 一 一 一 − 一 一 − −1−
｜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丿

13

これの栽培は禁じられています

−−−−

①④

中央電話20‑1511/東宇治電話32‑2232/西宇治電話
22‑8240 月曜・祝日・第4木曜休館

おはなし

そよかぜ号巡回日
日

■中央9日（水）・23日（水）
会

地区
程

駐車時間
駐車場所
器具庫南側
志津川 14：00〜14：30
8日（火）
明星町 14：40〜15：30
汚水処理場横

11日（金）木幡

14：00〜15：30
木幡公民館前

対象）3才以上でひとりで話が聞ける子ども
（内容）手あそび、読みきかせ、紙芝居など

（参費）無料
大久保 13：30〜14：30
旦椋公会堂前
17日（木）
南陵町 15：00〜16：00
南陵第2児童公園
五ヶ庄福角市営住宅
13：50〜14：40

府営三室戸団地内
三室戸 15：10〜16：00
13：50〜14：40
開第呪童公園北側
開

19日（土：

22日（火）

広野
23日（水）槙島

15：00〜15：00
大久保小学校
ｎ合121
13：40〜14：40

）Ａ木ガレージ

東宇治

23日（水）

13：30〜14：20
西大久保小学校
14：40〜15：50
平盛小学校

１月のし尿収集日程

1477

書き、1月10日（木）（消印有効）までに

の原因になります。

市役所広報課（〒611−8501住所省略可）

床の間に掛けます

へ。正解者の中から抽選でＡ賞…植物公
園の入園券をペアで20組、Ｂ賞…源氏物

♪ネコは○○つで丸くなる

語ミュージアムの入館券を20人にお送り

絵描きのこと

します。

奈良公園にたくさんいます

○と賢者の石」
ひと○○○○に行きます
プロレス技。○○○○固め
新年に向けて障子を

図書館は5日（土）から開館します

植物公園
（Ａ賞）

宇治にある○○○○ダムはアーチ式
○○○を説明して。わけ
話題のお正月映画。「○○○・○○○

⑧⑩⑨⑩

平盛

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」を

木を割るのに使う刃物

いずれも午後3時半〜4時

横島小学校
吹前 15：00〜16：00
25日（金）北棋島 14：00〜15：30
北槙島小学校
西大久保
31日（木）

絵を描く紙

………タテのカギい＼

おはなしたまてば
こ キ・央

長湯をするとこれをするよ

水泳選手

①②③④⑤

福角

18日（金）

○○まわし
＊＊＊＊＊＊

これをすると悪臭やダイオキシン発生

いずれも午後3時半〜4時

御蔵山 14：40〜15：50
御蔵山小学校

昔のお正月の遊びといえば、たこあげに

昔はこれで稲を刈りました

1日1回は犬の○○○を

■西宇治16日（水）

13：50〜14：20
六地蔵公会堂前

ている沖縄県○○市

切れて続く線。あらい点線

・東宇治9日（水）

⑩⑥⑩⑩

10日（木）六地蔵

2000円札が縁で宇治市が交流を進め
⑥⑦⑨⑨⑩⑩

図書館

クリーニングの○○○○は1週間後

英語を日本語に

城南衛生管理組合電話075‑631‑5171

収集漏れは収集口側から確認し翌日（土・日曜・祝日を除く）に上記組合へ

源氏物語
ミュージアム
（Ｂ賞）

しですが︑何でも自分たち

小さいころから放ったらか

です﹂︒拓馬くんに続いて

学校でも剣道部に入りたい

れるのはいいですね﹂とお母さん︒

です︒でも家族みんな健康なのが

馬のかおが

ています。農

やさしく、

た絵本です。

経験できないこと︒集団で鍛えら

二男の拓馬くんは︑大の動物好き︒

年︑今では三倍の八十惣にもなり

一番︒今年は毎年行っている海で

具、ウマの品種などについて書かれ

楠田さん︹二家は︑長男の優馬
くん︵Ｈ︶が午年︑また二男が拓

幼稚園のとき︑移動動物園でイグ

馬くん︵10︶︑三男が翔馬くん

ました︒今はハムスタ上二匹が友

アナを見て︑早速︑自分のお小遣

︵6︶と名前に馬︵午︶の付く三

︵36︶の五人家族です︒お子さん

達に加わりました︒三男の翔馬く

ッカースポーツ少年団でサッカー

のキャンプの日数を増やして︑も

時速4半□で旅

いでイグアナを購入︒それから六

の名前は︑ご両親がサラブレッド

んはまだまだ甘えん坊︒お兄さん

に励んでいます︒﹁去年︑長男が

っと自然と触れ合いたいですね﹂

冒険をします。

ド・ランド絵ノアスラン書房

人の息子さんとお父さんの幸宏さ

が大好きなことと︑やさしく︑た

スポーツ少年団の遠征で金沢にホ

とお父さん︒三人の息子さんを中

ト文／かねはらみずひと訳／デッ

ん︵39︶︑お母さんの加奈子さん

くましく︑大きくはぱたくように

といっしょに楽しく遊ぶ毎日です︒

ームステイをしました︒どちらか

心に元気いっぱいのご家族︒今年

﹁元気だけが取りえの三人息子

との思いを込め付けられました︒

というと内弁慶ですが︑ほかのチ

も皆さんが健康でありますように︒

馬のゴン太と大

ています。

Ｉｆｉ︱一︱−−−−Ｉ・ Ｉ

する愛と感動の

「ばく」はだいすきなおじいちゃ

大学生の島崎

てバランスよく解説されています。

優馬くんと拓馬くんは現在︑サ

ームの子だちと交流してたくまし

った巻があるという説もあります︒

います︒また︑現在では失われてしま

彼女の作品であることは確かとされて

どうかは議論がありますが︑大部分が

現在の五十四帖がすべて彼女の作か

るような形です︒

に仕えていた女房が思い出話をしてい

物語そのものも若いころ光源氏の身近

ゆかり﹂などとも呼ばれていました︒

名もなくて︑﹁光る源氏の物語﹂﹁紫の

はじめは源氏物語という決まった書

くなりました︒ふだんの生活では

︷一一一ｎｎＩ毎月1日号に掲載

1①ｙ
｀74

入門田
源氏物語は︑今からおよそ千年前に

作者は藤原為時の娘﹁紫式部﹂です︒

書かれた長編小説です︒

ただし︑これはあだ名であって︑本名
は不明です︒﹁紫の物語﹂という話を
書いたことと︑父親が﹁式部省︵人事
をつかさどる役所︶﹂に勤めていたこ
とから﹁紫﹂と﹁式部﹂を合わせてつ

紫式部は︑当時の最大の実力者藤原

けた呼び名のようです︒

道長の娘で一条天皇の中宮である彰子
に仕えていました︒なぐさみに書いて
いた源氏物語が有名になり︑家庭教師
といった役割で雇われていたというこ
とのようです︒彼女のように職場に

ト平安時代の貴族の乗り物﹁牛車﹂

けたこと…。

追求する本です。

ｊ 後列左から加奈子さん︑幸宏さん︑

てしまうのかな﹂と今から
心配顔のお母さん︒
仲の良い兄弟は︑そろっ
て週二回剣道をしています︒
長男の拓馬くんは︑二年前
に始めてからぐんぐんと身
長が伸び︑今では一七二言
もありお父さんを追い越し
そうです︒﹁目標は︑一試

さんの操子さん︵41︶︑長男

剣道を始めた駿一くんは

大きくはばたけ
﹁房︵佃室︶﹂をもらって働く女性を女
房といいます︒要するに︑紫式部は高

ちの身近にいる

前列左から優馬くん︑翔馬くん︑拓馬くん

食欲旺盛︒
元気が何より一番！
︵広野町西裏︶
だ名前を付けました︒

の拓馬くん︵19一︶︑二男の駿

でルールを決めていて仲は

﹁今は勉強や遊びよりも剣

楠田さんご一家（明星町二丁目）
級な女性使用人だったわけです︒

珍道中を木版四版彫りで美しく描い

がみます。風がよんだこと、2頭の

約5000万年前から始まるウマの

西村さんご一家

西村さんご一家は︑お父

一くん︵10︶︑三男の翔馬く

良いです︒三人とも進んで

道がおもしろいです︒早く

合ずつ確実に勝つこと︒中

ん︵9︶の明るく元気な五

家の手伝いをしてくれて助

お兄ちゃんに勝ちたい﹂と

﹁家で店をしているので︑

人家族です︒午年はいませ

かります︒でも彼女ができ

さんの哲治さん︵42︶︑お母

んが︑坂本龍馬が好きなお

ばかりの翔馬くんは﹁基本

意欲的です︒最近︑始めた

列左が操子さん、右が哲治さん

るとこのやさしさも変わっ

の動きが難しい︒練習より
友だちと遊ぶほうがおもし
ろいかな﹂とまだまだこれ
からのようです︒
仕事でなかなか試合を見
に行けないお父さんも二
度約束したことは︑ある程
度きりがつくまでやめるな﹂
とエールを送っています︒
元気いっぱいで笑顔が絶
えない西村さん一家︒今年

ィンＪｒ．、ジョン・アーシャンボル

来馬は人間社

んに、ぼくが生まれたときの話をせ

されてきました。

雨にも負けず、

ど馬を愛する人々のドラマが描かれ

！！ｉ

大学出版会

Ｃ

めるために活用

☆「青い馬の少年」ビル・マーテ

てきました。人元｜

「ウマの動物学」近藤誠司著／東京

会で生産性を高

調教師・獣医・マスコミ・ファンな

が馬に乗つで以

本縦断に挑戦。

者●オーナー・

脇役として重要
4
な役割を果たしａｌ。

ガ・ライスシャ

君は馬による日

究成果をふまえ

ドたちと、生産

世界史という舞台で、馬は人間の

動物として私た

☆「馬のゴン太旅日記」島崎保久

ズカ・ホクトベ

やさしくたくましく
も良い年でありますように︒

こんな

いたサラブレッ

社

大きな馬がかけてきてぼくに話しか

動、人がウマを利用するときに使う馬

あんな

｜孵卵ウマを最新の研〕。″゜
原作／関屋敏隆版画と文／小学館

ワーなど光り輝

「馬の世界史」本村凌二著／講談

す。

で、また伴りよ

（☆は児童書）

れた絵本で

ｔ

著／講談社

美しく描か

レゴ吻

フユ：

「名馬は劇的に生きる」松永郁子

吻；ま
） 学。。

サイレンスス

？ｌ弓＝ｉ？ｉ2；

進化や現代のウマの生理・生態一行

は世界史をどう変えたのかノ

本

馬と世界史とのかかわり、また、馬

図書館

午年ファミリー登場
父さんが三人に馬にちなん

▲前から翔馬くん、駿一くん、拓馬くん、後

2002年（平成14年）1月1日発行（4）
り

よ
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