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新年明けましてお

ず社会経済情勢は︑一段と厳しさを

希望と新たな決意を

市民の皆様には︑

とともに地域福祉施策︑環境施策︑

せることのないように十分配意する

が︑本年も︑サービス水準を低下さ

こうした行財政環境ではあります

増しています︒

胸に健やかに初春を

生活関連社会資本の整備︑産業基盤

めでとうございます︒

お迎えのことと存じ

の確立など市民生活に密着した重要

また︑行政運営の姿勢として︑こ

ます︒

行政改革を新たに実施し︑効率的で

昨年︑本市では緊急地域雇用特別

と回時に︑環境都市を目指してＴＳ

効果的な行政執行をさらに強力に推

施策を積極的に実施してまいりたい

Ｏ14001を認証取得しました︒
また︑安心と安全の拠点施設とし

し進め︑皆様の期待と付託に応えて

と考えております︒

て保健・消防センターの第一期工事

まいりたいと決意を新たにしていま

の活性化犬雇用の安定化に取り組む

が完成し︑市民の健康づくり支援と

す︒

対策・新産業創出事業など地域経済

総合的な消防防災対策が大きく前進

雇用情勢の悪化︑そして税収減とい

今日︑デフレの進行︑企業業績と

とご多幸をお祈り申し上げます︒

力をお願い申し上げ︑皆様のご健勝

市民の皆様の温かいご理解とご協

れまでの第三次に引き続き︑第四次

した年でありました︒

Ａ悪循環によって︑国・地方を問わ

新年明けましてお

くことが肝要であると痛感しており

向けては︑さらなる努力を重ねてい

い新春をお迎えにな

平成土五年の輝かし

丸となり︑ＩＳＯ14001の認証

久保田市長を先頭に職員の皆様が一

また︑環境問題では昨年二月に︑

ます︒

られましたことを︑

を取得できましたことは︑誠に喜ば

市民の皆様には︑

めでとうございます︒

心からお慶び申し上

宇治市は︑二十一世紀の社会を展

しい環境づくりが市民の皆様ととも

境都市・宇治﹂の実現と地球にやさ

しい限りでございます︒今後︑﹁環

望し︑﹃ふるさとす治﹄の輝かしい発

私ども議会も︑時代にふさわしい

議会運営のもとに︑市民の皆様の豊

に進められることを期待いたします︒

かな暮らしとともに歴史と文化の薫

展の礎を築くためさますまな事業に

発展への基盤を固めていかなければ

る街づくりにまい進してまいりたい

皆様にとりまして︑本年が幸多く

と決意を新たにしております︒

祈り申し上げまして︑新春のごあい

輝かしい年となりますよう心からお

きっとさせていただきます︒

したなかにあっても︑少子高齢化に

どもたちの教育とその環境の充実に

おける地域福祉︑都市基盤整備︑子

きく影響を及ぼしております︒そう

市の財政も厳しく︑事業の実施に大

しかし︑景気低迷の長期化により︑

ならないと存じます︒

取り組んでまいりました︒今後も︑

げます︒

新年のごあいさつ

宇治市長
宇治市議会議長
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宇治市の躍進を願って

り

宇治市政だよ
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㈲〜9時いところ…アクトパル宇
治≫定員…ワ5人（多数の場合は抽

ら圖センター（日39−9281）へ。

選）≫参加費…500円。ＪＲ宇治

≫とき…1月12日日、午前10時

千611−8501（価ｉｔ号のため膀不要）

駅から送迎します（往復1000円
要几圃1月10日≫才で（消印有

〜午後2時＞内容…たこ作Ｕ、こ
ままわし、はねつき、餅つき、こ

類は問い合わせ・圃は申し込み
圃の書いていないものは直接会場
へお越しください。

効）に往復はがきに「天文教室

ども茶席など＞対象…幼児以上

市役所への電話・郵便は
ｎ22−3141（候）

情報
ＢＯＸ

烈）同センター（7？∠↓∠ト3692）

広場＞＞とき…1月18日上、午
全員の氏名・年齢・性別・希望者
のみ「送迎希望」を書き、アクトパ 前10時半〜正午＞内容…囲碁・

＞ところ…同胞保育園（駐車場は

3㈲半レところ…東宇治地域福祉

ル宇治汗601−1392西笠取辻出

センター≫定員…先着30人圃

川西1、7？0ワ5−575−3501）へ。
■植物公園

前の子と親≫内容…うた・手遊び・
おもちゃ遊びなど

ありません）≫対象…ｏ歳〜就学

将棋、ドッジボールなど＞対象…
小学生以上≫参加費…無料
＜絵画教室＞＞とき…1月掴日

＜園庭開放＞≫とき…1月10

固同11（Ｔ？39−9387）へ。いず 几い午前10時〜正午≫内容…静
物を描こう＞対象…小学生以上＞
れも入園料が必要です。

＜いつまでも元気でいるため

半〜正午≫ところ…府立宇治公園
橘島（雨天時は文化センターで式

のひけつ〜頭とからだを動かし

典のみ）≫内容…式典、表彰、幼年

＜お正月プレゼント＞緑の館
で先着200人（小学生以上）の入

定員…先着25人≫参加費…無料

て痴ほう予防を〜＞≫とき…1月

消防クラブの鼓隊演奏、消防団・

拓日本、午後2時〜3時半≫とこ

園者にパンジーなどの花苗をプレ

救助隊の訓練、一斉放水など固
消防本部消防総務課
■ツベルクリン反応検査と

ろ…菟道ふれあいセンター≫定員

ゼントします。≫とき…1月5日

］｜、午後1時半〜3時半＞内容…
「少林サッカー」＞対象…幼児以

…先着20人圃］月川日山すで
に宇治明星園在宅介護支援センタ

刊、午前9時から開園
＜展示会・押し花展＞生花とは

上≫参加費…無料
■地域子育て支援センター

ー（7？23−7880）へ。

趣の異なる押し花の多様な美しさ

ＢＣＧ接種

＜痴ほう予防講座〜楽しく頭

≫とき…下表のとおり。午後

を活かしましょう〜＞≫とき…1

ＢＯＧ接種

ところ‥・在宅介護支援センターハ

防センター5階≫対象…∠Ｌ歳未満

ーモニーこはた＞定員…先着20

の子ども烈］保健推進課

人圃1月拓日水までに同セン

ツベルクリン反応検査
子川 ツブ
判定・ＢＣＧ接種1／琳）
川吋

ター（Ｔ？33−8283）へ。

すか？正しい知識で痴ほう予防＞

と冬の天体観察」

≫とき…1月巧日水、午後2㈲〜

＞とき…1月25Ｂ；仏午後ワ

一一

一一

ですから︑羊と人間との

1化されだのが五千年前

言われています︒馬が家

几 から八千年以上も昔と

こでも︑気候などの影響

飼育を奨励しました︒こ

に︑緬羊︵羊の別称︶の

毛の川内自給を図るため

府は︑消費が増加した羊

うです︒近代になって政

あまり繁殖しなかったよ

合わなかったのでしょう︒

関するさますまなものが

羊からは︑衣・食・住に

ーなとので干製品﹂です︑

るのは︑ウールのセータ

よりも私たちが実感でき

メージがありますが︑何

﹁群れになる﹂などのイ

います︒

万一千頭あまりとなって

猛々しい虎に立ち向かわ

千夕群れ牛追いセてて︑

とをいいます︒﹁群不を

中身がそれに伴わないこ

と︒見せかけは白派でも︑

は狗︵犬︶の肉を売るこ

の頭を店先につるし︑実

しっかりと見定め︑その

見失わないよう︑目標仝

いニュースが続いた年で

ど令体的には暗い︑厳し

ましたが︑長引く不況な

催など明るいよ題七あい

に︑乳はヨーグルトなど

テニスラケットのガット

はバッグや敷物に︑腸は

れたり︑比べられたりす

羊は他の動物と並べら

対抗させることのたとえ︒

団結させて︑強いものに

一

の乳製品に︑といった具

ること岑多いようです︒

﹁多岐亡羊﹂は︑分かれ

合で私たちのために大変

羊を見失ってしまうとい

役立っています︒

なじみの薄い羊でも︑私

う意味で︑方針が多いた

道が多いために︑逃げた

たちの身の回りにはたく

士一支の中では比較的

さんの﹁羊﹂がいるので

いのか困ってしまうこと

めに︑どれを選んだらよ

一一

祠
す︒

です︒悩みを抱え︑困っ

ている人は︑﹁迷える︒ト

また︑﹁羊﹂を用いた

ことわずかいくっかあり

一

ひつじどし

未年

羊が家畜化されたのは

ょ八こ・リｙヽ︒ツヽ
ます︒﹁主頭狗肉﹂は︑羊

昨年はサッカーＷ杯開

一一

多．芦二多Ｌ多二多く追；三ニし三二：牙；：多て希プ三白

羊﹂にたとえられます︒

一駆って猛虎を攻む﹂は︑
もありました

一

二／

鍋年1月生まれのお子さん。
ｍ日（金）までに広報課へ

今年は

﹈いうことになります︒︷

による試行錯誤はありま

せること二下も集川にな

／

羊には︑﹁おとなしい﹂

西暦五百九十九洋白推

したが︑次第に頭数も増

作られています︒羊毛は

Ｊ〜︒︒リヽ 一︒

作・古天皇の時代に︑百済加

衣類や寝具に︑毛脂は廿

今年は︑各人が自分を

﹁ら二頭の羊が贈られたと︑

え続け︑多いときには全

固文化自治振興課
一一

募
集

21日火、午前10時〜帽時半＝

国で打力頭近くが飼育さ

ご覧ください。

出甫大翔ソ
Ｈ13．12．22①／小倉町山際
お友達のいっぱいできる心
のやさしい子に育ってね。

○1月10日半、午前ｌＯ時〜11
㈲＝宇治保育所（雨天決行）○1

づす︒しかし︑羊は乾燥し

固環境政策室事業課・ごみ減量推進課

実現に向かって俯張こて

○1月6日（月）以降の各収集日から
（チラシ・看板で確認をしてください。）

※平成15年度の出演者を募集します。
応募期間は1月20日剛〜31日（金）です。
詳しくは、1月11日号の市政だよりを

れば︑その力はあなど牡

資源ごみ

井上久美子さん、大井千世さん

アイルランド音楽
Ｌｕｔｅｓ（リューツ）の皆さん
＼く

っけんや化粧品に︑肉は

○1月6日（月）以降の各収集日から

1で
36

れていました︒現在では︑

もえないごみ

いきたいものです

○月・木の収集地域＝1月6日（月）
○火・金の収集地域＝1月7日（火）
大正琴
※この2日間は、午後の収集地域も必ず
1／22
大正琴ファンタジー琴音人＆
午前9時までにごみ収集場所に出し
卜
ペッパーの皆さん
てください。なお、1月9日（木）＼：降は
2
6
ソプラノノピアノ
皿堂ｙ泗ｕの叩隻になります。

ない︒弱いものどうしを

1月〜3月の予定は下表のとおりです。
●時間…午後Ｏ時15分〜45分
●場所…市役所1階市民交流ロビー

さますまな肉料理に︑皮

市民交流ロビーコンサート

北海道などを中心に︑一

白露の美しさでこちらの夕顔の花もいっ

そう美しくなります﹂という歌です︒源

空蝉の夫が伊予国から上京しました︒

氏はこの女性に皿ハ味を覚えます︒

源氏のところに挨拶にきて︑娘の軒端の

荻を誰かに嫁がせ︑妻を連れて任地に下

るつもりだといいます︒

秋︑妻の葵の上との関係も冷たく︑ま

た六条の貴婦人への熱も冷めてきた源氏

は︑身分を隠して夕顔の家の女性のとこ

もえるごみ

ろに通うようになりました︒かって頭中

将が語っていた︑子どもまでできたが別

れてしまった女性︑らしいのですが︒

源氏物語ミュージアム所蔵
伝土佐光則筆﹁源氏絵鑑帖﹂より

年始のごみの収集

おもちや遊びなど
＜園庭開放＞≫とき・ところ…

大日本書紀に記されていま

夕顔︵ゆうがお︶

光源氏が︑六条のあたりに住む高貴な

⑩

上

物語

章二岸こ：岸二多ニ＿芦二三ｌ兼二牽二戸

の子と親≫内容…うた・手遊び・

＝木幡保育所（雨天中止）○1月

圃＜絵画教室＞は1月ワ日人分

気の多い日本の気候には

二多二足し

ろ…同センター≫対象…○〜2歳

月謁日本、午前10時〜11時半

■大久保青少年センター

源氏

女性のところに通っていた︑夏のころの

ことです︒五条に住む乳母が病気だとい

うので︑見舞いに寄ることにしました︒

突然の訪問なので︑しばらく外で待ださ

れているうちに︑隣の屋敷の板塀に白い

花が咲いているのを見つけました︒従者

が﹁夕顔﹂の花だと申し上げます︒

源氏に命じられて従者が一房を折り取

ると︑屋敷の中から召使の少女が出て来

ダブヨニそう才咳二希二ノプノ］二希こ／

て︑﹁これにのせて差し上げてください﹂

と︑香をたきしめた白い扇を差し出しま

﹁あなたさまは︑あのお方でしょうか︑

す︒扇には︑歌が書きっけてありました︒

づ希可使し三し

類同館（39−9256）

■天文教室「土星の写真撮影

＜あなたの脳いきいきしていま

啓

日巾、午前1Ｏ時〜11時半≫とこ

「あけましておメエーでと
う」をテーマに今年の干支の
「ひつじ」の本やお正月の本、約
ＩＯＯ冊の展示と貸し出しを行
います。
1月5日（日）〜31日（金）

催し

帝｀

＜たんぽぽ村＞＞とき…1月
川日大・16日本い22日才卜23

中央図書館児童書テーマ展示

■痴ほう予防講演会

満１歳になりました

固同センター（7？39−9209）

㈲〜26日㈲

月18日①、午後1時半〜3時＞

育園（駐車場はありません）

＜映画会＞＞とき…1月26日

を楽しめます。＞とき…1月5日

2時〜3時20分（ツベルクリン反
応検査の2日後に判定、陰性者に

日令丿ワ日㈹、午前ｍ時〜11
時半（雨天中止）≫ところ…同胞保
一一

護支援センター（7？38−23∠16）へ。

レとき…1月ワ日米、午前9時

1月2∠Ｌ日令、午前10時〜11㈲
半＝大久保保育所（雨天中止几
いずれも駐車場はありません
■南部地域子育て支援センター
＜ぴよぴよひろば＞≫とき…1
月21日人、午前10時〜月時半

1月10日半までに東宇治在宅介

■消防出初め式

＜西大久保新春三世代交流会＞

（1／25）希望」と代表者の氏名・郵 （保護者参加可）＞参加費…無料
＜あそびの広場・ドッジボール
便番号・住所・電話番号・参加者

※お電話は番号をよく確かめておかけください。
お知らせ

小倉双葉園保育所（雨天中止）○

手こ治

（3）

り

巾政だよ

2003年トず成15年）1月1日発行第1336号
ｉリ丿口ｊり目丿目日卜

Ｉ宇治青少年こころの電話毎週月曜

献血
●巧日水、午前10㈲〜正午、午後1㈲〜
3時半＝大久保サティ
相談あんない
Ｉ青少年相談21日㈹、午後1時〜∠鴫、
宇治公民館。固保護司会・下岡範男さ
ん（！22−1249）。

〜金曜、午前9時〜午後ら時、青少年問
題の悩みなどお気轍こ7？2∠ト0800ｃ
Ｉ家庭児童相談毎週月曜〜金曜、午前
10㈲〜午後八時。児童と家庭に関する
困リごとなど、Ｔ？39一則ワ乱

3

6

78

1

ｉｌｌ

畷

9

【

ｌ

12

●

17

昌

18

19

21−｜

一一

−

−

一一

躬卜8930）では電話での相談も可。

−

暴力追放運動推進センター（Ｔ＾Ｏワ5−

＼20
ｉ

国

ｌ

｜

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。詳しくは頻年度版哺民
カレンダー」をご覧＜ださい。

午前9㈲〜午後∠聯、来庁順に相談。
固宇治地方振興局ｍｚ1−2101）。府

13−二

14151

圖
16−

Ｉ暴力にかかわる困りごと相談6日ｕ、

｜

｜

前9時〜ｕ時半、午後1時〜∠Ｌ時、来庁
順に相談。固宇治地方振興局（？2卜

45

｜

10

11

Ｉ府交通事故相談8日水兄2日水、午

2101）。

【

12

クロスワードパズル

［保健・衛生・相談

プレゼントが当たる
恒例のお年玉つき

目目目目口川口目目Ｉ！川丿｜ド

解き方カギをヒントにマスをうめ、二重わくの中の文字を並び替え

Ｉ法律相談毎週木曜、午後1Ｅ持半〜3
㈲半、社会福祉協議会。7723−085ワヘ

て言葉を作ってください。ヒント…見かけるのは、初もうでと成人式くらい

電話予約を。

ヨコのカギ

図書館

①かレシウムがほうれん草の約3イ音
④⑥

そよかぜ号巡回日
程

駐車場所

日

志津川 蛍橋横
明星町 汚水処理場横

7日火

駐車時間

■中央8日（水）・22日（水）

14：00〜14：30

■東宇治8日（水）

14：40〜15：30

■西宇治15日（水）

六地蔵 六地蔵公会堂前
13：50〜14：20
いずれも午後3時半〜4時
9日本
御蔵山 御蔵山小学校
14：40〜15：50（対象）3歳以上でひとりで話が聞ける子ども
木幡

木幡公民館前 10日今・
14：00〜15：30（内容）手あそび、読み聞かせ、紙芝居など
（参加費）無料

大久保 且椋公会堂前

16日本一

南陵町 南陵第2児童公園

広野

17日令

13：50〜14：40 おはなしたまてばこ
15：00〜15：50

開第煙童公剛ヒ側
13：50〜14：40
21Ｆヨ矢
大久保小学校
15：00〜16：00

吹前

宇治横島郵便局前

横島小学校

24日金

石油を産出する地域
日ごと、月ごとに掛けていくお金
本心にそわないこと
捨てるときは紙に包んでね
忙しい時はこの手も借0たい
うりふたつ。よく似ている

15：00〜16：00

■中央18日（土）
■東宇治22日（水）

西大久保西大久保小学校
13：30〜14：20
いずれも午後3時半〜4時
22日水
平盛
平盛小学校
14：40〜15：50 （対象）子どもから大人まで
横島

仲の良い○○○○夫婦
おめでたいときはこれがついた鯛
昨年は女性の鵜匠が登場

13：40〜14：40 （内容）主にストーリーテリング（素話）
15：00〜16：00

北横島 北棋島小学校 31日令 14：00〜15：30

（参加費）無料

盾と○○
これが通れば道理が引つ込みます

＊＊＊＊＊＊

はがきに答えと希望の賞、住所・氏名・年
齢・「市政だよ0への意見・感想」を書き、
］月10日比、（消印有効）までに市役所広報
課行611−8501住所省略可）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…源氏物語ミュー
ジアムの入館券をペアで20組にお送0し
ます。

タテのカギ
古い寺
明治時代の俳人○○○○子規
結婚式、着物からドレスにお色○○○
旅先で泊まる所
100万部突破。○○○○セラー
りんごをかじって眠ったお姫様
図書館の○○○○は午後5時まで
源氏物語ミュージアムで上映してい

※図書館は5日（日）から開館します

元素記号Ｓｉ

園
公勣
物仏

府営三室戸団地内

○○金融の被害が急増
海外旅行から帰ったばかりで少し○
○ぎけ

つ0」

植

三室戸

13：30〜14：30

①②③④⑤⑧⑩⑥

福角

五ケ庄福角市営住宅

開

⑦⑨⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑤

地区

おはなし会

名前の由来は地名の小松川

⑩⑤⑩

■Ｉ）央容39−9256／東宇治Ｓ39−9182／西宇治Ｏ39−9226
，月部・ＷＥ・ＳＵ木曜休館

宇治の祭りとして復活「犬○○○○ま

⑩

源氏物語
ミュージアム
（Ｂ賞）

る映画

１月のし尿収集日程
笠取・炭山

宇治・白川
大久保町
白川、金井戸
大久保町（「久保ｍ以東）」除く）
1／7・28
1／17
1／10・31池尾
1／24 笠取、二尾
1／10・31乙方、山本、東内、又振、山田、紅斉
1／20 久保ｍ以東）
蔭山
横島町
1／8・29炭山
1／14，2／4
六地蔵
−ノ坪、大町、島前、五才田
1／17 蛇塚
1／11，2／3
一町田、月夜、石橋（大川原線以西）
1／10・31六地蔵ｕ以西・以南）
1／22 池森、米阪、天神、弐番（府道以北）
半白、樋ノ尻、小桜、戸ノ内
大川原、中川原、十六、十八、十一、二十四
1／17 六地蔵ＵＲ以東・以北）
1／23
1／24
木幡
矢落ＵＲ以北）、若森ｕ以北）、里尻（ＪＲ以北）
三十五、千足、清水、目川、吹前
野神、琵琶、大谷（権現町含む）
1／10・31木幡ＵＲ以西）
1／6・27落合、南落合
1／6・27
弐番（府道以南）
薗場、大幡、北内、門口、幡貫、郡
北畠、檜尾、北山畑、南山畑、南端
1／7・28
1／16
東中（ｊ以剌、大瀬戸ｕ以東）、中村ｕ以剌
下居、善法、塔川
石橋（大川原線以東）
畑山田、御園、赤塚、御蔵山、平尾、須留、花揃
妙楽（県神社ぉ旅線以南186番地〜）
小倉町
1／7・28
1／17
南山、金草原、正中（ＪＲ以東）、陣ノ内ＵＲ以東） 壱番（県神社ぉ旅線以南）
1／9・30南浦（28番地〜）
五ケ庄
妙楽（県神社ぉ旅線以北1〜185番地）
1／10・31山際
老ノ木、天王、久保、寺内、春日森
北ノ庄、西田、古川、寺界道、大林、谷前、野添
1／8・29壱番（県神社ぉ旅線以北）、宇文字、蓮華 1／11，2／3
1／9・30
梅林、芝ノ東（Ｍ以西）、西浦ｕｒ以西）
矢落（ＪＲ以南）、若森（ＪＲ以南）、里尻（＾以南）
1／14，2／4
中畑、東山、西山（府道以剌
新開（ｊＲ以西）、平野（ｊＲ以西）、折坂（ＪＲ以西） 神明・開町・羽拍子町
南堀池、堀池
1／15，2／5
1／10・31
福角（ＪＲ以西）
1／17 西畑、奥畑
1／21 石塚（心華寺通以西）、羽拍子町
日皆田、岡本、上村、大八木島、一里塚、戸ノ内
1／11，2／3
1／22 石塚（心華寺通以剌、宮北一部（1〜6番地） 1／20 西山（府道以西）、神楽田（近鉄以東）
一番割、二番割、西浦ｍ以東）、新開（ＪＲ以Ｉ）
1／23 開町、宮北一部（1〜6番地を除く）
1／6・27新田島
1／15，2／5
平野ｍ以東）、折坂（ＪＲ以剌、福角（ＪＲ以剌
宮東、宮西
1／8・29蓮池、西浦、南浦（1〜27番地）、神楽田（近鉄以西）
1／24
三番割、広岡谷、芝ノ東ＵＲ以剰
広野町
伊勢田町・安田町
1／16
西裏、茶屋裏、桐生谷（ｊ以西）、寺山ｕ以西）
南遊田
菟道・志津川
1／15，2／5
1／17 東裏ｍ以西と府道以南）
南山、ウトロ、中ノ荒、新中ノ荒
1／10・31志津川、田中、荒棋、大垣内
東隼上り、西隼上り、森本、藪里、西中、東中、段ノ上
1／20 宮谷、寺山ｕ以剌、尖山一部（4番地）
1／16 毛語、遊田，砂田、井尻
中ノ田、浮面、名木、安田町
出口、谷下り、中筋、大谷、河原、門前
1／11，2／3
1／21 丸山、中島、大開、尖山一部（2番地、6番地）
只川、池山、岡谷、妙見、平町涼滋バイパス以北）
1／22 一里山、小根尾、東裏（ｊＲ以東の府道以北） 1／17 中山、大谷
車田、丸山、平町（京滋バイパス以南）
1／14，2／4
1／23 桐生谷（ｊ以剌
1／20 北山、若林

遊ぶのが一番好きな甘え

女の彩永ちゃん㈲の五人家族です︒

そしこい長女の麻央ちゃん㈲︑二

㈲︑長男の大誠ベユ宍㈲がひつじ年︒

賢一さん㈲とお母さんの千景さん

藤井さんｙ二家は︑お父さんの

す︒ご家族には季節の行事があり

手伝い﹂と明るく元気に話されま

に乗れるようになったことです︒
お母さんは︑﹁趣味はみんなのお

≒べたこと︑補助輪なしで自転車

ちゃんの自慢は︑大縄とびで百回

は︑﹁家族みんなが健康に過ごす

いっもリビングに集合して︑おし

こと︒休日には家族そろって仲良

ます︒春は伊勢で潮干狩り︑夏は

ルフ場通いです︒大誠くんは︑ソ

く何かを取り組みたいということ

ゃべりがはずみ︑テレビの音が聞

フトボールが好きで地域のクラブ

また︑思いやりがあ二しやさしい

こえないほどにぎやかです︒お父

ではショートを守り︑昨年は地域

子どもたらが︑このまままっすぐ

拾いや芋掘りです︒ご両親の願い

対抗の試合で優勝しました︒走る

大きくなってくれること﹂です︒

久大湊で海水浴︑秋は丹波でくり

のも好きで市内小学校の駅伝犬会

さんの趣味はゴルフ︒月一回はゴ

では︑アンカーでした︒麻央ちゃ

ひつじの毛のようにあたたかく

1●

た仕事をしたい﹂と意欲

ヘルパーの資格を生かし

今年も良い年でありますように

ふんわりしたご家族︒

んは︑絵を描くのが大好き︒自分
でストーリーを作って漫画を描き
ます︒昨年から幼稚園に通う彩永

４左から勝隆さん︑綾美ちゃん︑
琴美ちゃん︑里美さん

満々です︒綾美ちゃんは︑
歌や絵を描くことが好き
で︑まんがイラストクラ
ブ仁所属︒また︑お母さ
んの資格取得の姿を見て
﹁体の不自由な人の役に
立ちたい﹂と手話クラブ
﹂所属したことも︒将来
は歌手になるのが夢です︒

一一〜

一ｙＴ

ドド

ガード文／エリック・カール絵／く

アイテムの紹介、

は、さまざまなイ本験をとおして、新

どうなおこ訳／偕成社

アイルランド・

しい知識や、素敵な友人たちを与え

イギリスニット

てくれました。

・¨
一 ．
¨

しながら暮らした1年間の海外生活

一一

ん坊です︒孝子さんは︑

本針で編む男の

一一

女の香里ちゃん㈲︑おじ

詩吟や踊りなど多趣味で︑

率先して食事の後片付け
を手伝うお母さん思いの

柄なかなか旅行の計画を

ォーツ社

一一

いさんの末雄さん㈱が仲

いつも忙しくされている

立てにくいそうですが︒

☆「しりたがりのこひつじ」サンド

一一

江口さん︸二家のひつ
良丘暑らす三世代家族で

元気なおばあさんです︒

琴美ちゃんは︑﹁チョコ
レートが大好き︑大きく

Ｉスで仲間と心地よい汗

﹁今年こそディズニ上フ

アルバイトを

−

じ年は︑お母さんの純代
す︒お母さんの趣味は洋

そして︑そんな家族をや

を流すそうです︒また︑

ンドヘドライブ旅行がし

編み物対談、一

㎜㎜

さん㈲と長女の茜衣ちゃ
裁で︑その腕前はお父さ

さしく見守るおじいさん︒

なったらケーキ屋さんに
なりたい﹂と笑顔で話し

上田さんご二氷は︑お

剣道三段︑柔道二段の腕

たい﹂と︑その力強言言

「羊の博物誌」百瀬正香著／日本ク

㎜㎜

前列左から麻央ちゃん︑彩永ちゃん︑大誠くん

界に一枚しかないのでう
れしい﹂と︑お手製の服
がお気に入りです︒茜衣
ちゃんは︑三人で習って
いるエレクトーノの発表
会で緊張をした二とがな

ん㈲︑そして﹁この募集
んが﹁本職にすれば﹂と

江口さん一家はイベン

てくれました︒﹁子ども
が心やさしく素直に育っ

父さんの勝隆さん㈲︑お

前で心・技・体の充実し

葉には家族の夢を乗せた

読むのもおもｉ

しろいのでは。

いつも母親と

いっしょのこひ

ぐとｉｋ卜こ・，−

？︷Ｍ︷

スな会話と色鮮

哺後列左から千景さん︑賢一さん︑

イベント大好き
仲良し三世代家族
江口さんご一家
いというしっかり者︒香

が待ち遠しかったんです
すすめるばど︒茜衣ちゃ

トごとが大好きで︑季節

︵小倉町東山︶

古と話すおばあさんの
んから引き継いだ服を着

里ちゃんは︑お母さんと

孝子さん㈲の三人︒ばか
ていた沙苗ちゃんは﹁世

上田さんご一家

てくれたのもお母さんの

母さんの里美さん㈲︑長

たスポーツマン︒お母さ

愛車のエンジン音が心に

︵小倉町東山︶

ふだんは姉妹のパワーに

女の綾美ちゃん㈲がひつ

んは︑﹁子育てが最優先

と何をして遊

ΞｉＴＩｈａｄａｓｈ朗ｐ

想像しながら3

ツゾの国」ニュ

やかな絵で描かれた絵本です。

んなことをしたり、こんなことをし

ｉ白く長い雲がたなび＜国、ニュー
博物誌です。「英国羊の博物誌」・「羊

登場

にお父さんの均さん㈲︑

の行事はもちろん三人の
エレクトー／の発表会も

押されぎみのお父さんで

じ年︑二女の琴美ちゃん

で︑自分の時間がとれま

ったという著

一正樹著．……ダ新風社

せん。ユーモラ

になってしま

もし右そばにひつじがいたら、あ

者が描＜羊の

不思議でなりま

学館

「アオテアロアのヒツジ探し」原田

舞って飛八蝶が

インクペン文・絵……………角野栄子訳／小

も豊富に掲載されています。

☆「ひつじいたらいいな」ミッケ

・Ｊ−議な魅力の虜

みんなで応援に出かけま

すが︑姉妹げんかの度が

㈲の四人家族です︒お父

決心します。

ソｉワｊム゛牝牡Ｊｌｉ，ｊ
■；！− ｌ
羊の博物誌

つじは、白由に

紀行などをまとめた一冊です。写真

羊の持つ不言

お陰﹂とお父さん︒仕事

過ぎると雷を落とすこと

さんは︑ドライブやスポ

響いてくるようでした︒

セイや男だもの

尋ね歩＜うち、

す︒﹁平等に写真を撮る

も︒とにかくにぎやかな

し大きくなれば︑ホーム

せんが︑子どもがもう少

へ行＜ことを

のため、羊を

のは大変﹂とお父さん︒

江口さん一家︒今年もた

ーツが趣味で︑現在はゴ

願いがかないますように︒

ルフに熱中︒月一回のぺ

にまつわるエッ

染織の研究

ｒ・−・←〃

さんと共に「ヒ

藤井さんご一家
（木幡畑山田）

くさんのイベントで笑い

ージーランド

（☆は児童書）

羊毛のように
ふんわりあたたかく

声が絶えませんように︒

著者が、ニット

ひつじの本

ホリデーの紹

㎜■■・㎜㎜■㎜・−4・・Ｊ＝＝・−−ｊ−¶・

−−−−Ｊ＝＝−

一一一

本

ニット界の貴公子と呼ばれている

．1：−111

子で、兄弟で、

−・＝￢＝ｗ＝・−−−〃−：

モデラート

たならひつじ

．−−●−Ｓ−−−−

びますか？親

1．＿＿．．Ｃ

介書を見て、奥

一二2ご

ご

＝・

乙；：

「羊からの贈りもの」広瀬光治著／

たまたま書店で手にしたワーキング

びついたｅｕｔ晦
たり…。あな

と文化を紹介しています。

ジ一ランド。30歳直前の著者は、
羊の歴史
飼いの文化史」の内容で、
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座右の銘は「今日無事」
今年も仲良く健康で

ひつじ年ファミリー
二女の沙苗ちゃん㈲︑三

純代さん、茜衣ちゃん、孝子さん、前列左
から香里ちゃん、沙苗ちゃん
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