傘〒611京鄙府宇治市

内容では①暴力︵二百三十

ます︒

たは人数共に︑七％増えてい

籍比一五％︒前年度比︑件数ま

家庭と学校の密接な連携を
市教育委員会がこの程︑六十一年度﹁児童・生徒
の問題行動の現況﹂をまとめました︒全般的に小学

のためには原因を把握する中で︑本人を受容出来る

した特徴は登校拒否が増えていることで︑自我回復

⑥自転車・バイクの窃盗︵三

︵百七人︶⑤万引き︵九十五人︶

八人︶④いじめ・いやがらせ

十人︶③飲酒・喫煙︵二百二十

五人︶②不健全な遊び︵二百三

家庭づくりを援助する必要があるとしています︒女

生の問題行動は減少し︑中学生は大幅に増加︒共通

子の問題行動は︑小・中学生共に急減しています︒

十人︶−の順︒

人数は四百三十三人で︑在籍

内容では①万引き︵百十三

ど︑校外での問題行動の多発

に︒自転車やバイクの窃盗な

少し︑飲酒・喫煙が急増傾向

万引気ｙいにゐは大幅に減
︿小学生﹀

人︶②いじめ︵邸十五人︶③不

■太陽が丘プールは休業に

健全な遊び︵五十一人︶④火遊

化と︑他校生との交流の広域
で三五％と大幅に増加︒この

二三吸人数で一七りの減︒

び︵四土ハ人了などの順︒万

化への対処が︑大きな課題と

比二・六％︒前年度比︑件数で

引章？いじのは︑上位か西め

・五〇μ競泳・二十五μ

・飛び込み了・・ル：八月七

内︑登校拒否の実人数は六十

日廊〜九日出・ファミリー

なって来ています︒なお︑問

二人で前年度比十五人︵三二

プール：八日出と九日㈲︒

ているものの大幅に減少︒反

％︶の増加か示しています︒

■期間中︑市役所業務は繁

題行動の多発生徒が多かった

こラした登校拒否や怠学の増

としてい未了︒

力に進めることが必要である

よる息の長い教育指導を︑強

加に対して︑教育相談などに

ため︑指導実人数︵五百七十
人︶は︑前年度に比べて二七

対に︑不健全な遊びが著しい

▲平和の像

増加忿心しています︒
一方︑登校拒否や怠学など

べ人数は七百五人で︑在籍比

非社会的問題行動の指導延

％減少しています︒

七・五％︒件数で三四％︑人数

べ人数は百四十三人で︑在籍

の非社会的問題行動の指導延

比〇・九％︒件数で八％︑人数

否の実人数は二十人で︑前年

動か展開︒特に︑二月に文化

の像﹂前で︑宇治市平和都市

五十分から︑市役所前庭﹁平和

八月十五日出の午前十一時

よせて﹂と題する講演と︑映

文化会館小ホールで︑﹁平和に

市民平和の集い−８月15日

恒久平和を願って

で一一％の増加です︒登校拒

度比十二人︵一五〇％︶の増

︽中学生﹀

加となってい車ｙ︒

反社会的問題行動の指導延

センターで間催した社会教

推進協議会主催の羊和祈念

べ人数は千四百三十人で︑在

育研究集会では︑多くの市

また︑同日午竺時半から

さしています︒

民の参加を得ています︒

画﹁白い町ヒロシマ﹂の上映の

上の希望の鐘を鳴らし︑戦争

爆被災者の命落支部長の宇

集いが開催︒講師は︑京都原

犠牲者の冥福か祈って一分間

野春三さんです︒入場は無料︒

総務課︵豊⑩3141︶へ︒

お問い合わせは︑企画管理部
市民の皆さんの参加を︑お待

の黙とうを捧げます︒多くの

集会では︑正午に市庁舎屋

集戸が開催されます︒
︵敬称略︶

委員の皆さんは︑次のと
おりです︒

委員長和田安価
委員長職務代理 前川桂子

井筒洋造 岩淵淳
笠嶋教瑞 川勝邦泰

委員

高嶋喜久子栗田修

･･･■■‑個個････‑･‑幽‑■‑香香･･･‑･‑■■

旧市立四幼稚園︵菟道・横

島・伊勢甲平盛︶は︑折で市

Ｎ→

泳

報

七月二十一日㈹の午前十時

から︑西宇治運動公園芝生広

場︵小倉町蓮池︶の使用開始式

式典には︑池本宇治市長ら

が︑現地で行われました︒

関係者や︑地元小中学生など

約百九十人が出席し︑本市西

部地域で最大のスポーツ施設

の誕生を祝福︒記念植樹など

の後︑吊ともたらが角ｙ旨と

りの風船牽ハ空に放ち︑式典

同広場はまだ一部整備工事

に華夕添えました︒

を残しており︑完成は十月末

︵十一月︶と来年の秋期国体

の予定︒秋のリハーサル大会

︵十月︶で︑サ″カー競技の会

場として使用されます︒

線は︑図のとおりです︒

■競技会場︵太陽が丘︶へは

日剛

バスのご利用を
︶
８月８日︵土︶
︵国
〜体９
事務
日局︵
︶日
火︶
８月２日︵日︶〜４
日日
脚︵

大会関係者宿泊地・輸送路図

水

ソフトボール

大公一参加者の輸送車両路

運行にご協力を

■大会輸送車のスムーズな

忙−ご理解とご協力を

西宇治運動公園芝生広場

午前9時〜午後5時

開放時間

１ ・ 午前９時

すので︑ご自由にご利用く

なお︑団体が利用する場

ださい︒

工事着工までの間は︑市民

どへの改修欠竹ヶ予定です︒

線４９１︶へ︒ ︵広報課︶

治振興係︵豊⑩３１４１・内

ださい︒詳しぐは広報課自

合は︑事前にお申し込みく

の皆さんに園庭を開罫釜

旧市立４幼稚園で

、

オープンを祝う子どもたち

▲市長や市会議長と共に

民の憩いの場となる施設なヽ

至大津

社会規範に違反する︑反社
会的問題行動児童の指導延べ

を行う１ことと︑されてい

の会議に出席して︑社会教

斉藤哲男 鈴木智之

ます︒この外︑教育委員会

育に関しての意見忿述べる

間中︵六十四年五月三十一
日まで︶に︑教育委員会に

委員は︑二年間の任期期

員︶です︒

社会教育委員が決定
昭和六十二・三年度の社
会教育委員が︑六月一日に
決定︒十五人の委員の内訳
は︑市内小中学校並びに高
等学校校長会の会長が二人

ことが出来るようになって

亘教夫

藤林博憲 丸野清三

助言するため︑①社会教育

全国や近畿の社心一教育研究

那波国保 服部畝美
育委員会の大闇に５じて意

います︒

見か迂べる③以上の職務を

に関する諸計画の立案②教
団体の中で推薦された団体

︵一号委員︶︑社会教育関係

の代表者が四人︵二号委員︶︑

大会︑研修心一など幅広ぐ活

昨年度は︑定例心一の外に︑

学識経験者が九人︵三号委

︵社会教育課︶

お知らせ・お願い

広

テレホンサービス

●毎月1日･11日･21H兌行
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第21回
市民総合体育大会

ふるってご参加を

４力強く選手宣誓︵昨年の市民総体で︶

９月６日に太陽が丘で総合開会式

戦

第21回市民総合体育大会が、９月６日間午前９時から太
陽が丘(雨天の場合は、午前９時半から宇治中学校)で開幕
します。市民体育と地域スポーツの振興を目的として昭和
42年から始められた市民総体は、今年で21年目に。

63年京

都国体に向けて一層盛大に繰り広げられます。今まで参加
した人はもちろん､初めての人もふるってご参加ください。
開催要領は、下表の通りです。

第21回 市民総合体育大会の競技予定表
競技種目

開催日

軟式野球

参加資格

9/6‑11/8

球

料

抽選会
と．き ところ

参加申し込み

一般チーム
7.000円(1チーム) 8/15‑8/29の間に宇治支部事 8 / 3 1
連盟JDS5チーム (小学生は無料) 務局(ヤマシカスポーツ)へ 午 i t 6 時 半

一般チーム
3,000円(1チーム)
8/27
協会登録チーム (中学生は無科) 8/20までに中島一夫さんへ
午掻8時

ソフトボール9/6‑10/4

卓

参In

200円(1人)

9/20〜10/4一般

8/29までに体育協会へ

(中学生以下は無料)

ヤマシカスポーツ(B)7257)
茶房四季(n@2726)

中央公s.館

中島一夫さん(n⑩0707)

9/6開会式
太陽が丘千賀tS司さん(日産車体
柊了後
会議室 きR2323R7234)

軟式テニス

9/6‑10/4

一般
協会5S者

600円(1チーム) 少年少女は8/10,一般119/20
(‑>年少女は無科) までに的場一さんへ

硬式テニス

9/6〜9/20

一般
協会登録者

2.000円(シングル)
8/1 ‑8/18の間に体育協会か
2,000円(ダブル) 宇治ローンテニスクラブへ

協会登録チーム

社会人4,0)0円8/15までに宇治市体育協会へ8 / 2 6
午it 7時半
家庭婦人2,000円
小・中学生無科

岩口求さん(a､ユニチカ
a@2157
夜魯⑩6569)
的場一さん(B⑩1286)

協会で実施

▲バレーボール(家庭婦人の部)

市スポーツ振興審議会

置されました︒

︵敬称略︶

委員の皆さんは次のとおり

です︒

︿会長﹀和田安治︑︿会長

職務代理﹀栗田正男︑︿委員﹀

浅見健二︑丹羽広一郎︑井上

陽男︑今西圭子︑寺島晴夫︑

蜂須賀弘久︑広瀬浩二︑福本

忠雄︑福山秋文︑藤井政信︑

堀井洋子︑村上平明︑山本孝

昭︑︿臨時委員﹀堀喜代蔵︒

16委員を任命

七月十一日︑昭和六十二・

六十三年度の市スポーク振興

審議会委員に土ハ人の皆さん

が任命され︑古池教育委員長

から委嘱状が交付されました︒

スポーツ振興審議会は︑ス

ポーツ振興法の規定により︑

本市のスポーツ振興に関する

重要事項について調査・審議︒

これを教育委員会に提言する

ため︑昭和五土ハ圧︵月に設

バレーポール8/23

サッカー

9/13一般チーム

9/6〜9/27

一般(社会人)ﾁｰﾑ
市内クラブチーム

バドミントン9/27‑11/1 一般

歩こう会

9／6

ス
ポ

剣

10/11

｜
ツ
少
年
団

サッカー

道

9/20

8/25までに久保正人さんへ

男女41
800円
(高校生半皿･*■牟少女薫料)

一般

無

市内の小・中学生

宇治ローンテニスクラブ
(n⑩7155)

アルファ

辻久さん(市役所魯⑩3141
中央公B.館

R317)
土橋舞さん
(市役所酋⑩3141
@384)
小山豊嗣さん(萱@6411)

久保正人さん（松下電子
nRiiii(9206か創7^622‑2638）

協会で実JS

卜

科

当日太陽が丘で受け付け

木村長次さん(n@3633)

9/6 までに波多野幸雄?んへ 団体戦のみ後日連絡

波多野幸Itさん（aR2081）

個人20)円(1人)
団体500円(1チーム)

市内の小学生無

9/12

科

8/23までに和田茂孝さんへ
午it 7時半

未定

和田義孝さん（n⑩5674）

西垣内靖さん(B@0227）

600円（IB人）
8/23までに福本忠雄さんへ後日a 絡
2,500円（1体）

福本忠雄さん（a⑩5514)

剣

道

10/4

道

10/4

一般
8/31
300円(個人) 8/31までに空手ilil盟へ
連盟事務局(Bc2443）
午it?時半 登り助S
(小学生以上) 1,00)円(団体)
センター

柔

道

10/4

一般

水

泳

9/6

空

た市民歩こラ会︒健康の基

本はまず歩くことからＩ︒

歩くことの楽しさを実感し

ましょう︒ぜひ一度ご参加

ください︒

▼とき・・・８月９日面︵雨

天の場合は８月16日旧︶︒午

前８時半に京阪宇治駅前集

合▼コース・：京阪宇治駅←

日の岡駅←鹿ケ谷←南禅寺

︵解散︶の約８キロ▼準轡Ｅ

・・・弁当︑水筒︑雨具︑交通

費は各自負担▼問い合わせ

33︶へ︒

・・・木村長次さん︵容⑩36

道

手

市内の高校生以上

無

一般
(小掌校3年生以上)

10/3 までに扁田正義さんへ

科

蒲田正義さん(O@2039）

協会で実施

上林書店（B⑩3777)

3M円（Ut目） 9/4までに上林書店へ

a 盟で実施

市民体育課・電話22‑3141

400円(社会人)
協会で実施
200円(学生･生iS)8/15までに西垣内靖さんへ

弓

・問い合わせ

フォークダンス

初心者講習会

▼とき・：８月２日面︑午

前10時〜正午▼ところ⁝宇

治公民館▼内容・：基本ステ

″プなど▼参加費⁝七百円

▼持言Ｔ体育館シューズ

かゴム底のシューズ▼申し

込み⁝当日︑直接会場へ▼

︵豊⑩4343︶へ︒

市民歩こう会

第二百四十八回目m>ｖｉ

問い合わせ・：岡村光芳さん

一般
9/6〜9／27
協会登録者

レストラン

8/21
午後6時

中央公民館
3,000円(1チーム)8/11〜8/21の間に小山豊嗣さ 8/21
んへ
午iJ7時半
S,OO)円男干lチーム)
3 .(XX)円(女子１チーム)
男女複50)円

間い合わせ先

宇治公民館

60)円(1人)

陸

上

バスケットポール

9／6

市内の中学生 1 . 0 0 ) 円 ( ﾘ ﾚ ｰ 1 ﾁ ｰ ﾑ )
協会登録者 ( 中 学 生 は 無 料 )

8/30、9／6一般チーム

無

3/10までに長*秀之さんか協会で実施
体育協会へ
8/17〜8/22の間にバスケット 8 / 2 2
午it 7時半
協会へ

料

S.棟秀之さん{aR6421）

宇治中学校

一瀬智さん
(宇治中学校n⑩i4i4)

※参a賢格欄の一般とは、市民と市内に通勤.通学する人が対象。

明るい選挙

啓発ポスター

明るい選挙を推進し︑市

民の政治意識と選挙道義の

高揚を図るために︑啓発ポ

スターふ寡集します︒

▼内容⁝明るい選挙を推

ー▼応募資格・：京都府内在

し進めることか表すポスタ

住の人︒人またはＩグル

ープでＬ点︑自作のものに

限る︵家族︑友人︑グルー

プ︑職場などでの合作も可︶︒

▼色・大きさ⁝色彩は自

由︒大きさは45×30？から

も募集してい求ｙ︒詳しぐ

は︑選挙管理委員今︵豊⑩

︵選挙管理委員心一︶

3141︶へ︒

動物愛護

写真コンクール

犬の正しい飼い方につい

て関心と理解か深めるため

に︑動物愛護写真コンクー

▼テーマ⁝犬ｙＴハ間のふ

ル舎行い未了︒

れあい▼作品の規格・・・四つ

切り︑カラー・白黒芦石ら

でも可▼応募資格⁝府内に

在住・在勤・在学の人▼応

募方法・：作品の裏に題名︑

住所︑氏名﹇ふ的﹈がな︶︑年

齢︵学年︶︑職業︵学校名︶︑

連絡先︵電話番号︶を記載

して郵送または持参で︒Ｉ

人︱点以内▼応募期間⁝８

月１日出131日側▼応募先

・問い合わせ⁝宇治保健所

︵環境保全課︶

︵豊⑩2192︶へ︒

名前を付けて

天ヶ瀬ダふのダふ湖

建設省と林野庁では︑森

新たに﹁森と湖に親しむ旬

凹を設定︒この旬間行事

の一環として天ヶ瀬ダムで

55×40ｔ:'以内▼応募方法・・・林やダムに親しみか石って
作品の裏面右下に︑住所︑氏
いただこうと︑今年度から︑

名︵ふひがな︶︑年齢︑性別

を必ず記入のこと︒

は︑ダム湖の名称︵愛称︶

合作の場合は︑家族︑友

人︑グループ︑職場名など

を募集し未ｙ︒

▼内容⁝天ヶ瀬ダムのダ

の区分を明記し︑制作者の

ム湖名︵愛称︶▼応募資格

住所︑氏名︵ふぴがな︶︑年

齢︑性別を連記の上︑代表

募名の理由金閣単に明記の

・・・特に無し▼応募方法・・・応

こと︒よで複数の応募可︒

締め切り・・・９月30日出︵消

ｓ募作品は返却しません▼

印有効︶▼５募先・問い合

わせ・・・建設省近畿地方建設

局・淀川ダム統合管理事務

所管理課管理係孚

11一容07209313

大阪府枚方市山田池北町10

1︶へ︒

︵淀川ダム統合管理事務所︶

者には○印をしでぐださい

▼締め切り・・・９月７日囲▼

Ｓ募先・・・市選挙管理委員会

︵干611宇治市宇潤檀33番

地︶へ︒

応募者全員に記念品欠

か贈ります︒

入選や佳作には賞状や賞品

なお︑応募信躍明るい

選挙を進めるために︑ポス

ター図案︑展示など目由に

また︑児童・生徒の作品

使用し柔ｙ︒

573−01

754

▽対象・：60歳以上の市内に住

８月24日から老人大学を開講

新時代を楽しく過ごそうに
今年も︑老人大学が始まり
ます︒この老人大学は︑若い
ｙハ︒
▽定員：キ三百人︵先首順︶︒

人と話公男︑愛される老人
になっていただぐことを目的
▽参加費⁝百円︒

合福祉会館内・豊⑩018

に︑市連合Ｋ:ｉＷ４５事務局︵総

▽申し込み・・・８月10日側まで

４につけて︑現在の社会から

7︶︑または各地区喜老会

に委託︒新しい時代の知識を

取り残されないぷつ︑積極的

会長まで直接︒
︵福祉課︶

に学習をしましょう︒

︵演題は未定︶︒

らせ
お知
﹁絵本の会﹂つどい
▼とき・・・８月６日困▼とこ
ろ・：中央図書館おはなしのへ
や▼内容・：第一部・幼児と小
学校低学年のつどいは︑午後

後３時〜３時半︑語り︵びわ
ほ フしｔフフカディオーハー
ンの﹁怪談﹂からト語り手＝
松井敏子さん▼参加料・：無料
▼問い合わせ・・・サークル﹁絵
本の会﹂代表︑後藤礼子さん
︵き⑩8991︶へ︒
︵中央図書館︶
第５回歴史講座
歴史資料館では︑夏の企画

育諸学校に就学すること盈泗

病弱などの事情で︑義務教

中学卒業認定試験

︵保険年金課︶

来庁の上手続きが必要︶︒

へ︒電話受け付けも可︵後日︑

年金課保険係︵容⑩3141︶

・・・印鑑と保険証か痔って保険

百円▼申し込み・問い合わせ

一千四百円︑女性一万二千三

額︵検診料の三割Ｔ男性一万

物の

子宮ガン検診

︵学校教育課︶

刊行

城南地域職業訓練センター︵容

＠0688︶へ︒︵交通労政課︶

統計

宇治市統計書︵昭和61年度

版︶を刊仔しています︒本統

計書は︑本市に関する基礎的

な統計数字を集め︑数字でみ

る宇治市ともいうべきｂので

す︒

ることで︑保険料免除期間

とみなされることになりま

ただし︑生年月日による

した︒

詳しい届け出方法などは︑

要件などもあります︒

保険年金課国民年金係へ豊

⑩3141︶へお問い合わ

︵保険年金課︶

せください︒

社会保険相談所

八月の相談日程は次のと

▼とき・ところ・・・８月14

おりです︒

日１=木幡公民館︑８月28

日廊＝宇治公民館︑いずれ

昭和四十五年四月一日以

前に︑二十歳以上で沖縄

年金や健康保険などは︑

も午後１時〜４時︒

は︑本土に住んでいた人と

に住んでいたことのある人

い合わせ・・・企画課︵豊⑩31

市民にとって身近な社会保

市ボランテ″ア活動推進協

険制度です︒その仕組みな

の導入に伴い︑昭和三土八

そこで︑今回の基礎年金

会保険相談員が相談に応じ

設していまず︒当日は︑社

市内の公民館で相談所を開

どについて︑毎月定例的に

期間を満たすことが出来ま

同じだけの国民年金の加入

また︑各種統計調査の結果

年四月一日から四十五年三

せんでした︒

▼﹁昭和60年国勢調査早期

頒布しています︒

地方集計結果報告﹂＝昭和60

治市の飲食店﹂＝昭和61年に

地域別に集計︑三百円▼﹁宇

み小学生自由研究相談コー

中央図書館では︑﹁夏休

三週間まで本が借昨られま

簡単な手続きで︑一人三冊

︵保険年金課︶

さい︒

ます︒お気軽にお越しぐだ

年国勢調査を独自に地域ごと

月までの二十歳以上の期間

夏休み小学生自由研究

中央図書

館﹂

について︑所定の届けを于

に集計︑千五百円▼﹁宇治市

の工業﹂＝昭和60年工業統計

調査の結果衆地域別に集計︑

三百円▼﹁宇治市の商芋＝

商業統計調査の結果夕経営組

織別などで集計︑三百円▼﹁栄

礎のある人に︑日商簿記２級

実施した商業統計調査一般飲

相談コーナーを開設
検定合格夕目指して講習▼定

ナー﹂を開設します︒

業所統計調査について産業別︑

治市の事業所﹂＝昭和61年事

員・・・30人▼受講料・・・教材費を

食店の調査結果か集計︑百五

一唄張っている小学生のた

い︒

で︑気軽に利用してぐださ

宿題調べや本の貸し出し

す︒

含めて一万千円▼申し込み・

めに︑学習に役立つ図鑑や

夏休みの自由研究や宿題

十円︒

頁舒典夕取り揃えます︒

の自由研究や一般の人の調

験生の自習が多く︑小学生

夏休み期間中は︑特に受

所ではありません︒

図書館は︑自誓手る場

お 願 い

図書館からの

短期大学教授・飲塚久子さ

相談には︑公民館の協力

を得て︑社会教育指導員と

図書館司書が応じる予定で

す︒

月21日面の四日間︑時間は

べもの牽丁尽席が確保出

▼とき・：８月18日脚〜８

前10時〜正午▼ところ・・・総

時▼ところ・・・中央図書館児

・：中央図書館︵豊⑩151

︵中央図肖館︶

習はご遠慮ください︒

受験生の︑図書館での自

来ない状況です︒

いずれも午前９時〜午後５

期大学教授・飲塚久子さん

▼対象・・・肢体障害者▼内容

⁝簡単なおもてなし料理▼

童書コーナー▼問い合わせ

合福祉会館▼指導・・・文教短

▼とき・：８月９日面︑午

︿料理教室﹀

でに︒

▼申し込み・：８月４日㈹ま

・・・ゼリー▼材料費・ ・五百円

ん▼聴覚言語障害者▼内容

︵企画課︶

問い⁝８月20日までに

ンター▼内容・・・３級程度の基

ところ・・・城南地域職業訓練セ

33回︶︑午後６時半ト９時▼

13日廓の月・水・金曜日︵全

▼とき⁝８月24日囲〜Ｈ月

簿記講座︵中級︶

︵社会福祉協議会︶

︵豊⑩5650︶へ︒

詳しぐは︑社会福祉協議会

品物か求めています︒

現在︑このバザーで販売する

市福祉バザー﹂か行います︒

宇治中学校で﹁第十一回宇治

41︶へ︒

▽頒布価格上冊千円▽問

国民年金の手続きを
議会では︑八月三十日間に東

品物の提供を

福祉バザー

︵き０７５旧8111︶へ ︒

都府教育庁指導部学校教育課

日囲〜９月９日團までに︑京

し込み・問い︿おせ・・・８月10

ろ・：京都府教育庁会議室▼申

▼とき：ｎ月６日倒▼とこ

が得られます︒

した人は︑高等学校入学資格

行います︒この試験には合格

一般健康診査

員・：200人︵先着順︶▼自己負担

の制度か莉用していない▼定

年９月162年３月の間に︑こ

院または妊娠していない④61

加入②40歳以上65歳禾満③入

市の国保に継続して１年以上

項目すべてに該当する人①本

断▼対象⁝検診時点で︑次の

を中心とした総合的な健康診

一赤十字病院▼内容・：成人病

希望日︶▼検診会場⁝京都第

伊勢田町浮面
藤本ゆめみちやん
ｓ61・７・８①

みＩ﹂を開催中︒この展示を

め︑歴史講座を開屡ます︒

より深く理解していただぐた

▼とき・：８月２日間︑午後
２時〜４時▼ところ⁝中央公
民館展示集会室▼テーマ・・・宇
治の小学校−寺子燈から小学
校ヘー▼講師・：辻ミチ子館長
▼入場方法・：自由一参加︵無料︶
︵歴史資料館︶

半日人間ドック
受診者の募集

定員にまだ余裕があります︒

▼検診日・・９月１日㈹〜63

早めに︑お申し込み欠

年３月31日閑︵日・祝日奮朕く

▽申し込み⁝所定の申込書と
応募動機の作文︵八百字程
度︶奮添えて︑青少年対策
室へ提出を

中学校卒業程度の認定試験を

予・免除された人欠対象に︑

デイ・サービス事業
在宅障害者

日囲までに︒

障害者▼申し込み・：８月３

周市さん▼対象・・・聴覚言語

１トボール場▼指導・：加藤

料理・ゲートボール教室
嘩し込ゐ・限い合石せは︑
社会福祉協議会︵豊⑩56

︿ゲートボール教室﹀

54︶へ︒

︿料理教室﹀
▼とき・：８月８日出︑午

▼とき・・・８月５日出︑12

昭和45年3月以前に沖繩に住んでいた人

なお︑中央図書館では︑

1︶へ︒

21日

広報課へご連絡ください。
日困︑19日出︑26日出︑時

材料費上︵百円▼申し込み

⁝８月５日團までに︒

8日〜

この欄に掲載するお子さん（61
年８月生まれ）を募集しています。

後１時半ト４時▼ところ・・・
文教短期大学▼指導⁝文教

755

ジャンボ紙芝居︒第二部・中

展﹁宇治の小学校−百年の歩

▽募集期間⁝８月20日出まで

小学生のカウンセリング

ゆめみちゃんは、アイスクリー
時▼ところ・・・大久保府営ゲ

8月1

２時〜２時半︑読み聞かせや

学年からｔハ人のつどいは︑午

ころの電邑相談員

▽定員⁝40人程度

10/ 9
■吻

教育委員会では︒青少年の

第四期生を募集しま

幼児教育と少年非行との関係 奈J>女子大学教tt
高橋 史郎さん

ぶの健康と豊かな人間然

10/1
(村

ムとバナナが大好きな女の子です。
間はいずれも午前９時〜11

一一‑‑‑一一一一一一一一一一

歳の男女

宇治市歴史資料館S

▽対象・：原則として30歳〜60

12/11 現代家庭構造と家族関係
甲南女子大中･高校校艮
図
(原点としての夫婦関係) 宮城 宏さん

師
講
時

奮って︑ごに募ぐ

12/4
哨

す︒

現代人と宗教の,t.義

を育てるため︑電話相談﹁宇

9/26
出

︵青少年対策室︶

府婦人相談所次長
杉本千代子さん

▽日程と内容・：左表

カウンセリングの基礎理論

治こころの電昂を開設して

ださい︒

9/18
閉

い未丁︒

池谷大学教授
杉本 一義さん
12/18 こどもの人間学
閉
閉 講 式

この﹁こころの電昂は︑

11/27 婦人問題とカウンセリング
哨

同和問題について

昭和五十七年からスタート︒

日本性教育学会常任理事

11:00〜11: 30

開 講 式
龍谷大学教授
竃話相談とボランティアー論 杉本 一義さん

(閉会式)
電話柑談とロールプレイ

現在︑四十五人のボランテＶ

今村要道さん

11/20 性問題とカウンセリング
吻

京都文教勾･期大学教授
■i'‑坪 折司さん
文教短大助教授
安藤 和彦さん
電話相談室
専任カウンセラー
電話相談室
専任カウンセラー
11/13 電話相談とロールプレイ
閉

宇治驚察男交通課lﾓ
荒川 一男さん
9:30〜10: 50

9/12
山

11:00‑11 : 30
8/30
(川)

剛辺町tt会教介委日
休 憲三さん
9 ; 30〜u:00
10/29 こどもの福祉
困

嵯'S阿弥陀4flt≪
liiK 片瓦さん
n:30
8/25
(火

募集要

9:30〜11:30
平安女学院高校教諭
大平恒夫さん

f等院U;嘸
仲居 義弘さん
9 ; 3o
/−}n.rﾑ女学院中･岐K艮

９：3O
8/28
(It)
富町小学校教頭
森田 琢美5ん

10:00〜11: 30
京都女子大学助教授
寺川 幽芳さん

8/27
(ね

項

fil楽小学校咬腱
丹田 長史さん

(IS)会人)
8/24
回

9:30〜10:no

レスターf'lードロレス石崎

老人大学の日程予定表

養成講座の日程と内容

宇治市消防本部
予 防 課 艮
n 本性教育学会理私
I1：30
今村 要道さん
･10/17 中学生のカウンセリング
巾

ア相談員が︑悩みを持つ青少

▲生きがいのある楽しい老後を

として︑太市が市腿暑老会

８月20日までに申し込みを

▽日程・講師・：下表のとおり

電話相談員を募集

日
師
講
容
内

年を対象に相談夕受けていま

今回︑次の要項で﹁宇治こ

0800

8/29
出
10/23 高ti生のカウンセリング
(剥

11/6
図

‑
‑

座
講
)iEi

す︒

24
0774

▽ところ⁝文化合一館大ホール

ｌ宇治こころの電話

第781号
1987年（昭和62年）８月１日発行
宇治市政だより
(3)

交通事故の法律問題、示談のしかた、賠償
額の算定､､訴訟や調定のしかた。自賠責保
険の利用のしかたなど、お気軽にご相談く
ださい。相談は無料、秘密は厳守。

15時半)、25日(宇治病院,

15時半)、27日(<株〉ニチイ大久保店、10
時〜正午と13時〜15時半),
:

28日(紫ヶ丘

･‑｀‑J｀IM4･ﾐｰl゛丿●●「i9〃ﾐ･

豪華6000発打ち上

13時牛〜

゛●−I●ゝ/W/･￣「ﾐ●

：金・結婚・心配ごとなどの相談日程や

町内会〈横島郵便局前〉.

１行政・人権・消費生活・精神薄弱者相談
ｉの日程は■,6 2年度版「市民カレンダーと

10時〜正午と13

：手びき」に掲載．ご利用ください。

時〜15時半。

ｉ

飼えなくなった犬･猫の引き取り￨
●毎週月曜日(宇治保健所一午前９時

10時

半)。
相談あんない

＿＿．．，

ふ‑L↓t･こ,1･1

･几−.｀ヱ4

このほか、市政相談と一般生活相談は
市役所市民相談室で、消費苦情相談は商
工観光課で、教育相談は教育委員会で。
日曜日を除く毎日受け付け。家庭児童相

宇治川の夏夕彩る宇治川花

当日は︑スターマイン︵宇

火大会が︑今年も開かれ康ｙ︒

治川の翻ヽ宇治の新緑ヽ天

種類︑合計六千発の花火が打

ヶ瀬の金銀の滝︶な芦約三十

ち上げられ季子︒川風が心地

８月10日
午後７時半

‑一個‑･‑■‑■■■■■一個‑■‑■■■㎜‑‑■‑■個‑■番゜゜゜゜￨
／函^
KK≪jtKI*(atH‑≪)

橋）

路・

（道

区域

禁止

観覧

適地

観覧

一般

一・

・・

曜日は午前９時〜11時〉)。

よい夕暮れ︑ご家族おそるい

そよかぜ号巡回日程

移動図書館

宇治地方振興局S⑩2049、9時〜16時<土

でお出掛けください︒

﹄

４

﹄

％

︒

ｊ

●京都府交通事故相談(5日、19日。京都府

時半点火︒

で。

時半)。

▽とき・・・８月10日側︑午後７

●登記相談(11日、総合福祉会館13時半〜15

畔一帯︒ ︵商工観光課︶

談は月〜金曜日の10時〜16時に総合福祉
会館3 階の家庭児童相談室（a⑩8698）
▽観覧場・：宇治公園︑宇治川

●青少年相談(25日。市民会館13時〜16時)。

ミ

時

ト川面に映える花火

献血
●５日(保健医療センター、10時〜正午と13

宇治川
花火大会
げ

保健・衛生・相談・移動図書館（8月分）

小倉町（蓮池、堀池、南堀池、京銀前から南京信前
8月の燃えないゴミ・し尿収集日程表、

8/3

20

4

21棋島町（全域）
小倉町（近鉄以東の新田島）
宇
治（戸ノ内、蔭山、JR以北の御廟・天神）

5

22 木

幡(平尾、須留、南原、御蔵山、畑山田、御園、
陣ノ内、赤塚、花揃、金草原．北畠、桧尾、
北山畑、IR以東の正中･東中)

余地(i
6

1
3
4
5
6
7

までの市道筋以北の西浦）
伊勢田町（南遊田）

24

８ 9/1 正中(JR以西)、西中一部、東中(jR以西)、陣之内(JR以西)、河原、徳永、柿ノ木
／
町、北島、一丁目、札ノ辻町、紺屋町
9/2 内畑、西に 1、中村(JR以西)．大ii戸(JRJi(西)．壇ノ東、西浦、熊小路、南端(jR以西)
9/3 大林、梅林、芝ノ東(JR以西)、西浦(府道以西)
9/5 寺界道、古川、西田、北ノ庄、野添、谷前、梅林官有地、大林一部
新開(JRJi(西)、平野(JR以西)、折坂(JR以西)
福角(JR以西)、日皆田．岡本、上村、大八木島、笠取
車田一部、平町、一里塚、戸ノ内(棋島飛地)
車田、丸山、出口(JRJil西)．森本(JR以西)、谷下り(JR以西)
福角(JR以東)、折坂(JR以東)．平野、一番割、二番割、三番割一部、平野府営住宅
西浦(府道以東)、三番割、芝ノ東(府道両側)、南端(JR以東)、新開(JR以東)

10
11
13
18
19
20
21
22
24

(.高鷲?北島、西中、内畑、大瀬戸、西浦、
中村、南山畑、南山、南端、JR以西の正中

・東中）
五ヶ庄（広岡谷、JR以東の芝ノ東）
木 幡（熊小路）
五ケ庄（雲雀島．谷前、西田、古川、北ノ庄．西川
原、壇ノ東、寺界道．野添、大林、梅林、西
7

25

浦、新開、平野、折坂、福角、−・二・三番
割、JR以西の芝ノ東、高峰山）
道（平町）

菟

五ヶ庄（大八木島、上村、岡本、日皆田、一里塚、
戸ノ内、京大宿舎）
8

26

菟
道（平町を除く全域）
明星町（全域）
羽戸山（全域）
志津川（全域）
宇
治（山本、乙方、東内、又振、山田）
宇

10

11

12

27

13

31

18

26 寺山ヽ大開一部ヽ宮谷ヽ尖山一部ヽ丸山ヽ一里山(府道以南ヽ市道以東)．中島ヽ
石塚(心華寺通り以西)
27
東患、―甲山、桐生谷ご開町、石塚(心華寺通り以東)、官北一部
28 小根尾、大開一部、尖山一部、宮西、官北、宮東(城南荘本通り以西)

6
7
8
10
24

大久保町19hノ山、山ノ内．南ノロ、大竹、上ノ山、

宮東(城南荘本通り以東)、野神、大谷、弐番(府道以南)、大谷山(権見町)、琵琶、
29若森(JRJil南)．矢落(jR以南)'
31
下居、善法、壱番、妙楽、宇文字．里尻(JR以南)、塔川
9/1
蓮華、c方、東内、又振、山田、紅斎、白川、金井戸、山本、荒棋、田中、大a内、妙見、志津川
9/2

森本(JR以東)、段ノ上、薮里、東西隼上り、東中、西中、河原、門前、只川、中筋、
池山、谷下り(JR以東)、出ロ(JR以東)
田原、井ノ尻、旦椋、平盛．南ノロ

し尿収集日程の
変更のお知らせ
８月14日から17日までの４
日間は、沢清掃工場の維持管
理に伴う定期点検整備のため、
し尿収集は行いません。
なお、このことにより８月
18日以降最初の収集日程は、
通常より3 ･ 4日間の延長と
なっていますのでご了承くだ

し尿収集の届け出を

宇
9/2

家族や同居人に増減があっ
たり転出転居、浄化槽設置な

治（半白）
劣
6 m (菖ffl烏尹除く近鉄以東の全域、西山）

小倉町（S浦、山際、京銀前から南京信前までの市
9/3

道筋以南の西浦）
伊勢田町（遊田、砂田）
西大久保府営住宅（33〜43

1
３
4

小倉町・伊勢田町・横島町・宇治・羽拍子町地域
25 中山(近鉄以西)、毛語、若林
Ｓ 羽拍子町
27 蛇塚、弐番(府道以北)、池森、米阪

5

北山A
･'B ･ C・Ｄ団地、中央台、西山(国道以西)、
28神楽田(山中含む)

6

29昌弘詰出門‰濤腿認乱配(J9北)ヽ

7
31 東目川、西目川 南落合(0〜3の通りまで)
8 9/1 南落合(4の通り以降〜13の通りまで)
10 9/2 南浦(100 110、84〜98、30〜33).大京団地、山際一部
11 9/3 南浦、西浦一部、神楽田一部(近鉄以西)
12
13

どで、し尿収集届出に異動が
あったときは市役所清掃事務
所へ届け出てください。

18
19
20
21
22

(城南衛生管理組合)
棟）

9/4

山際ヽ半白ヽ薗場(大川原線以北)、大幡、北内、門口、幡貫、
郡、石橋(大川原線以東)

9/5

老ノ木、久保、西山(国道以東)、寺内一部、蓮池、
天王(府道宇治小倉停車場線以北)

さい。

安田町（全域）
伊勢田町（名木、浮面、蔭田、中ノ田．中ノ荒、新中
9/1
ノ荒、ウトロ、南山）
広野町（成田、新成田）
大久保町（田原、旦椋、平盛、井ノ尻、南ノロー部）

伊勢田町（北山、大谷、若林、井尻、中山、毛iS）

19

3

小倉町（奥畑）

久保）
西大久保府営住宅（21〜32棟）

17

25

白
川（全域）
折居台（全域）、天.神台（全域）

開
町（国道筋）
広野町（桐生谷、一里山、東裏、寺山、西裏、茶屋

臼川・志津川･菟道・宇治・神明・広野町・開町・大久保町地域
北ノ山、山ノ内、上ノ山、大竹、茶屋裏、久保、南ノロー部．西裏、寺山(jR以西)、
寺山(翠光園団地)

1

4
5

洽（里尻、小桜、宇文字．壱番、妙楽、蓮華、
塔川、善法．東山、下居、上権現町、琵琶、
野神、弐番、池森．米阪、矢落、若森、JR
以南の天神）

南陵町（全域）
羽拍子町（国道筋を除く全域）
28 神 ．明（全域）
宇
治（蛇塚、大谷、野神一部）
琵琶台（全域）
広野町（小根尾一部）
回i?
29
Bi o頴訂‰字数、n、中ａ、iuh）
西大久保府営住宅（1 〜20棟）

六地厩・木幡・五ケ圧・H逼・炭山・笠取地域
25 之ノ東(府道以東j、広岡合、南山(A)、中村(さつきケ丘ﾀ
26 南山(Ｂ)、金草原
27 南山畑、北山畑、大瀬戸(]R以東)、中村(JR以東)、東中(JR以東)、北畠一部
28 北畠、桧尾、平尾、須留
29 花揃、赤塚．陣之内(JR以東)、御園．御蔵山、北御園、正中(JR以東)、町並一鄙
31 北御蔵山(半尾)、中mm山、町並、奈良町．畑町、炭山全域、畑山田

24

天王(府道宇治小倉停車場線以南)、東山、蔭山、吹前、
中川原(大川原線以東)、十一(大川原線以東、国道以東)、
十六(国il以東)、十八(国道以東)
寺内、西浦
南堀池(本通り以北)、南堀池(本通り以南)
南堀池(大和)、堀池
m遊田、遊田、砂田、南山．ウトロ、毛語一部、中ノ荒、井尻、
中ノ田、名木、浮面、安田町全域
中山(近鉄以東)、大谷、西畑、中畑、春日森、−ノ坪、島前、
大町、大川原、中川原(大川原線以西)、石橋(大川原線以西)

756

