第788号
電話20−0100

広

１
１
昭和６ .２年
(198‑ ７年）

宇治市政ダイヤル

課

京都府宇治市
編集

／
０
１

幼児から老人までの憩いの施設
12月下旬にオープン
市では︑市議会九月定例会に︑旧市立四幼稚園︵菟道・棋島・伊勢田・
平盛︶の跡地利用となる関係条例案や施設改修のための補正予算案など
を提案︒この程可決され︑四園共通のふれあいセンターをはじめ︑青少年

▽菰農園再整備事業費追加

111111自１１

４大会旗を引き継ぐ池本市長︵写真中央︶

跡には大久保青少年センター

するのをはじの︑平盛幼稚園

通のふれあいセンタ ・︲を設置

し可決されました︒

ための補正予算案などm案

なる関係条例案や施設改修の

市議心一九月定例会に︑基本と

夕そろえ︑図書館や公民館図

約千冊の絵本や児童図書など

置︒こども図書コーナーには︑

に囲碁・将棋セットなどを設

流を図っていただぐため和室

部屋には︑お年寄り同士の交

出来ます︒また︑老人憩いの

示会などの各種の集会に利用

クル活動や室内スポーツ︑展

多目的活動室は︑文化サー

ぷつになり未了︒

の皆さんが会議に利用出来る

ターには会議室を設け︑市民

外︑菟道・横島ふれあいセン

出来ることになり未丁︒この

ションか薬しむ場として利用

たちのスポーツやレクリエー

お年寄Ｓ＼が︑午後からは子供

老人の広場として︑午前中は

更に︑旧園庭部分は子供と

目指してい未丁︒

曳菟道幼稚園跡には青少

書コーナーの補完的な機能を

計画では︑四園すべてに共

年指導センターなど溶護︒

共施設に生次れ変わることに
なり未了︒
共通施設のふれあいセンタ

ぷコに構成︒参人憩いの部屋

の各世代が気軽に利用出来る

ふれあいセンターに併設︒名

図る青少年センターは︑菟道

一方︑青少年の健全育成を

少年対策室も共に移転︒

す︒併せて︑市教育委員心一青

ーは︑子供からお年寄りまで

や多目的活動冥こμ石図書

称も青少年指導センターに変

▽特定区間路線バス運行補助
金追加に百万九千円︒

コーナー及び子供と老人の広

施設へ改修ずるため︑十月
十九貝月︶から一斉に閉鎖

ーに併設の大久保青少年セン

ターは︑学習室二室を専用に

幼児も含む青少年を対象の社

会教育事業忿竹っていくこと

になり未丁︒

従って現在︑園庭を市民

十二月下旬にはオープンする

共︑改修工事に取昨かかり︑

李もなぐ︑旧市立四幼稚園

の皆さんに暫定的に開放し

予定です︒
るまで休止ｋヂ︒
工事期間は︑十二月中旬

までの間１付近住民の皆

さんにはlU迷惑をお掛けし
季ふ︒ご理解とご協力を
お願いしまず︒

定です︒

以降に施設整備が図ら元る予

施設として︑昭和六十四年度

は︑障害者のための通所授産

タ ・︲に併設予定の共同作業所

なお︑伊勢田ふれあいセン

てい乖か︑工事が終了ず

し孚︒

また︑平盛ふれあいセンタ
▽ふれあいセンター開設運営

更し︑施設の充実と体制の強
費に六千九百五土︵万七千
円︒
▽大久保青少年センター・青
少年指導センター運営費に

かぷれあいセンターなどの

場政器一Ｌ革す︒

化を図って行ぐことになりま

青少年のための
センターも併設

旧市立四幼稚園は︑新しい公

平盛︶の跡地梨岩田夕采定︒

稚園︵菟道・横島・伊勢田・

市では︑この程旧市立四幼

指導センター︵菟道︶︑大久保青少年センター︵平盛︶などの新しい公共施

ました事業を中心に計上し︑

に三千五百四十九万円︒

十三万一千円︒

設に生まれ変わることになりました︒まもなく改修工事に着工し十二

補正額墜︵億六エ︵百五十四

▽横島地区土地改良総合整備

三亘八万八千円︒

百万円︒

▽ＪＲ黄槃駅前広場調査費に

︿公共下水道事業特別会計﹀

市では︑旧市立四幼稚園

10月19日か
10月19

月下旬にはオープンする予定です︒

万七千円で︑これにより予算

６億６千６百万円︵一般会計︶を計上
公共事業などに

九月十七日か半月八日まで

事業補助金追加に二士︵百

宇治市議会九月定例会は︑

二十二日間の会期で開会︒

総額は二百八十四億二千二百
この定例会には︑昭和六十

加に百三万五千円︒

▽下居大久保線造成事業費追

五土︵万五千円︒
補正予算の主な内容は次の

十一万円となりました︒

二年度一般会計補正予算︵第

とおりです︒

業費追加に六千四百二十五

▽御蔵山・平尾地区面整備事

万円︒

百万円︒

▽処理場建設事業費に二千八

10

二号︶案忿官め︑特別心一計
︵公共下水道事業︶補正予算案

円︒

十二年度分︶に九千二百七

謳噛･

10

▽庁舎改修事業に二千五百万

▲ふれあいセンターと大久保青少年センタ
ーに新しく生まれ変わる旧平盛幼稚園
追加に二億里八十五万円︒

︿一般会計﹀

1

▽大久保一号汚水幹線事業費

▽御蔵山・堂ノ川雨水幹線整

1

二二番道路改良費追加に五

や︑ふれあいセンター条例案

1

千七百六十三万一千円︒

か提案︒各委員会で審議され︑

1

▽宇治白川線道路改良事業費

▽伊勢田一六九号線・善法一

1

一般会計の補正予算は︑国

備事業費追加に八千五亘八

1

▽五雲峰公共用地購入費︵六

十月八日の本会議で議決され

1

追加に一億一千三百四ナｔ

十三万五千円︒

︲

万八千円︒

ました︒

︱

の緊急経済対策による公共事

園庭解放は休止

旧市立4幼稚園
ふれあいセンターに
9月補正予
算案
業の追加及び一号補正後に発

夏季国体

9月21日に沖繩県那覇市で

報

九丹二十一日側︑国民体育

大会夏平瓦一一の大会旗が︑沖

縄県那覇市から本市へ引き継

引き継が弐は午後一時︑海

がれました︒

邦国体のメーン必一場・那覇市

奥武山水泳場で行われ︑本市

からは池本市長︒地上市議会

議長ら八人︑那覇市か＾Ｇ≫)親

泊市長ら八人が出席︒親泊那

覇市長が池布落市長に白地

に国体了︲クか染め抜いた大

続いて記念品交換では︑那

会旗夕手渡しました︒

覇市から沖縄の魔よけシーザ

ー像︑本市からは平等院の鳳

凰︵ほラおう︶の置物が贈ら

れました︒

会街灯維持管理事業の補助

これま百石習町内︵自治︶

12月１日から

設置されている街灯を引き

市では︑今後も市民の安

金を交付します︒

めに︑一層環境警舅存う

令で快適な暮βレを守るた

て十二月一日から︑これま

ている街灯には︑﹈：：： ：：：：：：：：：：：：：：：：⁝

︵道路課︶

ことにしてい康Ｋ

外の街灯で︑町烈

なお︑市道上弛

わせぐださい︒ 一

１︶までお問い包

路課︵豊⑩１１４一

す︒詳しぐは︑見

は︑ 既に関係書竺
﹄
をお届けしていまＩ

町内︵自治︶命と

今回︑該当す包

理をしていた約七千五百灯

で町内︵自治︶会が維持管

第一次引き取り事業とし

ました︒

取り︑管理することになり

市ではこの程︑市卓上に

市道上の街灯市が管理

町内負担を軽減

大会旗を引き継ぐ

︵自治︶会が管理しＩ
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ら日から

察気品雲゛

テレホンサービス

発行

市政mいつでも24時間

な7ごこ昌

⑩

て︑掃除をした後で︑その掃

コーナー
消費者

本市の消費牛活相談室に
除機の購入か勧められた︒

と︒品質が信用出来ないの

認したら︑関係ないとのこ

の話していたメーカーに確

たいＩとの相談︒

し︑価格も高いので解約し

下着でやせるとは思えない

その上で︑価

が必要です︒

に考汽ること

のか蔵十分

適正なもので

トの手数料が

格やクレジ″

◇ ◇ ◇

ずれもクーリングーオフの

あるかなど︑

期間内だったので︑無条件

以上二つのヶＩスは︑い

と︑価格が高いので解約し
たいＩとの相談︒
︿事例②﹀
﹁スフートになる﹂とか︑

契約内容か確
かめ︑家族な

記名押印しま

μと相談の上︑

契約解除の通知を出す手間

法律上効果が生じる約東Ｉ 期間内であったとしても︑

即金払いをしないこと

契約は慎重に︑

寄せられる相談は︑年々増
加︒中でも︑訪問販売は多
種多様になり︑その手口も
巧妙になって来てい未了︒
今回は︑最近の事例から︑
その一部をご紹介します︒

や︑精神的な苦痛か囁える

711111−１１−ｌｊｌｌｌｌｌｌｌ１１Ｓ１１１１１１１１１１１ｔ11111111111

a

の写真展示︒観察記録や観察

部分日食・沖縄の星座や星Ｉ

例え︑クーリングーオフの

難です︒

｀

解約することが出来た︒し

ということで︑一旦契約し

ｗ

﹁オーダーシステムなので
かし︑安易な契約であった

てＬ蚤シと解約するのは困

言葉には耳裳誓子︑逡ｙ
その商品が本当に必要なも

﹁契約﹂とは

強力な掃除機だし︑しか
体にフイ″トする﹂︑﹃長期
ことは否めない︒

しょう︒

う︑日ごうひり知識か畜え︑
も有名メーカーと提携して
間保証します﹄と言葉たく

あなたも被害に遭わないよ

悪質な手口に備えまし１つ︒

みに勧められ︑下着の購入

中央公民館

契約に際しては︑うまい

いるとの説明︒すっか映信

︿事例①﹀

契約をした︒

▼日程・内容・：左下表のと

教具の展示︒スライドコーナ

記念日と生活講座

▼申し込み・問い合わせ・ふ⁝一
月12日間から17日出までに︑

︵広野公民館︶

電話または直接来館で広野公
民館へ︒

婦 人 学 級
▼日程・内容・・・左表のとお
り︒いずれも午前９時半Ｌ正

信電話記念日﹂にちなみ︑その

今回は︑十月二十三日の﹁電

︵中央公民館︶

が肝要です︒︵商工観光課︶

と︑やはり慎重に行うこと

用して︑購入することに決

﹁ジュ１・タンの掃除をさ
せて欲しい﹂との電話があ

おり︒いずれも午前９時45分

後でよく考えてみると︑

め︑契約をした︒

この講座では︑女性のあり

し茄し︑後で主人が業者

方やまき方︑社会とのかかわ
〜正午▼ところ⁝中央公民館

り︑家にやって来た︒そし

りなぺいろいるな問題につ

ー︑ビデオコーナー︑図書コー

歴史や邪達の過程︑最新のシ

象・・市内在住の女性▼定員・：

午▼ところ・・・木幡公民館▼対
▼とき・・・10月21E伽︑午前

ステムなどについて学びまず︒

木幡公民館まつり

出展作品を募集

木幡公民館まつり︵二部・三

部︶は︑十一月七Ｅ出と十四

Ｒｍ︑十五旦問に開催︒第三

部︵展示の部︶への出展作品を

▼募集作品・・・絵画︑パン・ち

募集し津す︒

ぎ口絵︑陶芸︑パ″チワーク︑

など︵人Ｌ点︶▼対象・・・市内

染色︑木工︑書道︑俳句︑俳画

日(日)〜

ナー︵中央図書館内︶あり▼持
参品・・・筆記具︒︵中央公民館︶

金環日食の

月12日㈲から禾幡公民館へ電

30人︵先着順︶▼申し込み⁝10
10時〜正午▼ところ・：ＮＴＴ
宇治電報電話局▼テーマ⁝電

アマチュア▼申し込み・問い

に住み︑他に発表の場のない

現在に〜
10月11
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〜美と心、

゛うまい話,にば毒。がある

特別展
宇治の仏像

木幡公民館
広野公民館

れた沖縄や︑京都府内各地で
おはなし会

▼とき・・・10月25日間︑午後

硲辰接来館で▼保育・・・︱歳

度

悪徳セールスマンの

昭和62年

竹内オサムさん(帝国女子大学助教授)

︿Ｂせ・：10月12日囲から22日

︵木幡公民館︶

12月13

多数のご参加蔵お待ちし
女性▼定員・：30人︵先着順︶▼
実習材料費⁝五百円▼申し込
み・問い合わせ・・・一⁝一月12日間
から中央公民館へ電話か直接

の部分日食のようｙ︑観察記
録について展示し柔ｙ︒

以上の早戸石︒20人︒おやつ

12/9 食事と家族
困 〜―家だんらんの時を〜 食品問題研究家
山崎 万里さん

日食写真展

信電話記念日にちなんで︑電

代四百五十円︵９日分︶が必要︒

９

九月二十三日︑二十九年ぶ

Ｌ時半ＬＩ時▼ところ・・・中央

信電話の現状とこれからの電

12/3 木と共に生きる
困 〜心のひきだしを……〜 家具づくり
宮Its葉子さん

来館で▼保育⁝２歳以上の子

▼とき・・・10月20日叫〜25m

気通信▼講師・：ＮＴＴ宇治電

８

りに︑日本で金環日食夕観望

公民館必一議室▼内容・・・沖縄で

11/27人生の先輩に学ぶ
吻 〜高齢者との座談会〜

問い合わせ

大人200円
小･中学生60円

★入場料

の金環日食について▼講師・・・

７

困までに木幡公民館へ︒

美と心現在に10月11日（日）〜12月13日（日）歴史資館（折居台町目文化センター内）

日〜20日

宇治の仏像

HI︒いずれも午前10時〜午後

11/21 うたで綴る女性史
金谷千態子さん
出 〜うたは曙(あけぼの)〜 (伴奏)佐々木真紀さん

︵木幡公民館︶

９

同志社女子大学教授
12/15これからの暮らし、かしこい消費生活 坂本 武人さん
(火

５時▼ところ⁝中央公民館交

６

することが出来ました︒この
写真展では︑金環日食の見ら

11/11 平和への伝言
困 〜核戦争になればみな終り〜

中央公民館展示集会室

８

華頂短期大学助教授
12/10 どう変わる./婦人の地位と保障孝橋 静子さん
困

に併せて︒

字治保健所長
岸田 英夫さん

と希望の人は受講申し込み時

７ 12/1
(火) エイズは怖くない

報電話局職員▼対象・・・市内在

５

講師

宇治市中央図書館
主催
住の人▼定員・︒・30人︵先着順︶

女性とボランティア活動
11/4
困 〜あなたのできることから〜

午後2時開演

市スポーツ審譲会委貝
今西 圭子さん

▼申し込み⁝当日︑直接会場

４

入場無料

６ 11/26
團 家庭でできる体力づくり

○

10/28子育てのいろは
困 〜今、大切にしたいこと〜竜谷大学講師
山西 重男さん

公民館の
お知らせ

10月25日（日）

(迦
５ 11/21
出 中年からの女性のからだ 松本病院医師
松本 文絵iん

へ

３

芦石︒20人︒おやつ代四百五

︵中央公民館︶

10月22日(木)から、中央公民館で

゛お力あさんマンガを腕A;でいますか

秋の味覚を楽しむ

栄養士
春日 晴生さん

３ 11/9
㈲ 料理

(助言)
杜会救育指導員
加賀爪二三枝さん

竜谷大学講師・山西重男さん

京都精華大学講師

10/23
(全)

十円が必要︒ご希望の人は申

民館

読書週間記念講演会
２ 11/4
笠嶋 教瑞さん
困 地域社会での上手な暮らしかた市社会教育委貝

訪問販売
し込み時に併せて︒

女性の勉強室の日程表

・宇治や東京都府中での

婦人学級の日程表

−−−・−−−一孝−−−−−−−−■−■−−
−−−−・・・・・・辱

枚方社会教育研究Sr
由里 洋子さん

２

高橋

師
講
マ

洋子さん
10/22
(鴉 実習(レザークラフト)

〜あなた自身をみつめるために〜

武庫川女子大学助教授
小松満貴子さん
高齢化社会の進行と女性の生きかい
１ 10/31
倒

京都精華大学講師
金谷千慧子さん
１

女性問題は社会問題

中央公民館館長､職貝
開講式(あいさつ、進め方､班分け)

師
講
．容
内
回 とき

日

流ロビー▼内容・・・沖縄の金環

に....･■蓼■‑■■･‑一香香香香香香‑香香一番‑‑‑‑一晶晶‑‑‑一香香一香香香一個‑■香香‑一興‑一番香一個‑■‑‑‑‑‑‑‑■‑‑･J

ンガを中心として子どもの本を考える
儀式礼法研究会代表
11/17 これだけは知っておきたい礼法と慣習 岩上 力さん

４

｜食
｜

｜
▲昨年の講座より（婦人講座）
ミ

− ー
ア

回 とき

被害防止の心得

実習室１▼対象・：市内在住の

10月22日（木）から、中央公

いて考λます︒

ていまｙ︒

女性の勉強室

全国防犯運動10月11

悪徳商法に
ひっからない
！

…

民の日槽猫に著しい迷惑を
行政相談週間が十月十一

て定められているものです︒

毎月一回第三木曜日に行政

また︑この日に限らす︑

宅でも相談で奎 す︒お気

や左表の行政相談委員の自

入ル・ａ０７５田2561︶

日が異なり未了︒詳１ ては︑

膏け付け期限により︑入隊

中旬まで︑18歳以上25歳未満

Ｏ男子２等陸士・海士＝12月

ないと使用出来ません︒必ず

業務用︵取引又は証明︶に使

かりの定期検査を行います︒

府計量検定所が︑業務用ば

▼定期検査の日程⁝10月27

⑩3141︶へ︒

日㈹︵東宇治中学校︶︑28日團

日團︵小倉小学校︶︑30日廊

︵宇治ショ″プセンター︶︑29

・５日團︵宇治市役所︶︒いずれ

︵大久保小学校︶︑﹈１１月４日團

︵商工観光課︶

も午前10時〜午後３時︒

難 病 相 談

▼とき・：10月20日脚︑午後

１時〜４時▼ところ・・・宇治保

菰脚▼内容・・・神経難病該当者︑

その疑いのある人および七の

家族▼個別相談担当医師・・・国

︷ん▼申し込み・・・10月16日圖

立療養所宇晨両院・西谷裕

までに︑宇治保健所︵豊⑤2

︵宇治保健所︶

191︶へ電話で申し込んで

きものモデル募集

ください︒

来たるｕ硲日出︑サンフ

ェアうじで催されるＩもの

ファッションショー のモデ

▼募集人員・・・18名▼年齢⁝

ルか募集してい未了︒

16〜25歳▼身長・・・155〜165m▼

対撃・・宇庖市民の女性▼申し

込み・問監Ｂｔ・：10月20日

緑豊かなまちづくり

チケット全自由席〈大人3，000円／小・中学生1，500円〉

日㈲から始まり未了︒

で行政相談所を開設しまチ︒

相談委員による行政相談日

軽にご利用ください︒

いつでも
気軽に相談を

国や府・市をほじめ︑公社︑

を設けてい康ｙ︒この外︑

▼ところ・・・宇治中学校▼申し

宇治募集事務所︵容９Ｌ３

○男子２等陸士・海士・空士＝

検査か受けてぐださい︒検査

㈹までに宏謡工会議所︵豊

今月都市緑化月間

宇治市文化センター大ホール

この一環として十月十五
日閑︑午前十時から午後四

公団などの仕事１古情やご

京都行政監察事務所︵京都

時まで︑市役所市民相談室

意見︑ご要望万ありました

︵広報課︶

ら︑お気軽にご相談くださ

込み・：市販の履歴書︵来春︑

９︶または市役所企画管理部

未満︒

高校卒業見込みの人は︑近畿

８日面︑午前８時40分から

高等学校統一用紙金便用のこ

時から１時▼ところ・・・里醤

63年２月末まで︑63年３月新
規高等学校卒業予定者Ｏ男子

時には︑手数料と印鑑をお忘

⑩３６１︶へ▼当日の衣装

は主催者で準備︒

11月8日（日）午2時開演

通行する人や車がう回か祭

程を修得した男子または︑

総務課︵豊⑩3141まで︶︒

中小企業の取引あっせんに

工会議所▼対象・・・府下の中小

防衛大学校学生nl10月24日ま

れなぐ︒詳しこは︑府計量検

︵サンフェアラじ開催委員会

宇治市第九コンサート

かけているのが実情です︒

９時半ト正午▼ところ・：太陽

と︶に︑必要事項夕記入し︑

かかる諸問題について相談に

職員課︑消防職員は消防本部

企業で製造業︵建設業を除ぐ︶

で︑高卒︵見込みT21歳未満

定所︵豊０７５㈲8335︶︑

文化センタ・一開館3周年記念

儀なくされたり︑交通事故の
原因となったり更に︑消防
車︑救急車などの緊魯易車
の通行か妨げ︑災害皐ハ今︑

一人ひとりの心掛けで︑迷

する原因にもなってい未了︒

惑駐車や自転車・バイクの放
置を無くし︑道路夕広く正し

生＝11月10日まで︑高卒︵見

行政相談週間は︑行政相

業程度の学力か肴し︑通勤

の放置をしている人は︑﹃近ぐ

63年３月に修得見込みの男

24日まで︑高卒︵見込み︶21歳

Ｏ一般事務職・・・昭和38年４月

れ︑学歴は問いませんが高

に駐車場がないから﹄﹁みん

が丘陸上競技場︒

︿第Ｌ次試験﹀▼とき⁝11月

込み︶〜22歳禾満ｏ男子・女

校卒業程度の学力か肴する

なが置いているから﹂などの

︵企画管理部総務課︶
円高関連並びに

最近︱力月以内に撮影の写真
夕ほり︑申込書ダ添えて一般

子︒若干名︒
Ｏ消防職員・・・昭和38年４月２

事務職・土木技師については

は消防本部総務課へ提出して

定期巡回移動相談

ください︒郵送での舜け付け

応じホｙ︒

総務課にあり車ｙ▼受付期間

▼相談員・：㈱京都府中小企業

▼とき⁝10月16日脚午後１

︵職員課・消防本部総務課︶

振興公社職員 ︵商工観光課︶

Ｏ男子目衛隊牛謬ＴＨ月１日

または市璧聊商工観光課︵豊

はかりの定期検査

〜63年１月６日︑中卒︵見込

用するはかりは︑検査を受け

み︶〜17歳未満回女子看護学

▼種別・受け付け・対象⁝

自衛官の募集

⁝10月12日囲〜20日脚︒

書は一般事務職・土木技師は

はしません︒実施要項と申込

職員課へ︑消防職員について

日〜45年４月１日に生次れ︑
学歴は問いませんが高校卒

︵敬称略︶

伊 五
ヶ
勢 庄
田 一
町 一
一 住
北 番
割
山
10 所
5
1
23 豊 電
⑩
豊 ８ 話
⑩ ３
０ ８
５
１
２
４

行政相談委員の連絡先

市中京区御池通り西洞院西

宇
治
束
内
23
子防衛Ｅ科大学校学生１ ⁝Ｊ月

名

相談は無料で国から委嘱

い︒

as
時間がＬ時間以内の男子︒

氏

く使いましょう︒

を受けた行政相談委員が︑

談制度の利用促進と啓もう︑

繁
一

秘密厳守で相談に応じます︒

更に制度の充実を目的とし

松
本

豊
⑩
４
７
９
３

︵交澄浸課︶

お知らせ

市立幼稚園大会

増
井
十数人程度︒

ひろびろとした芝生の上で

人︒若干名︒

10月20日太陽が丘

瀬
田
佐
江
子

２８ 〜45年４月１日に生ま

市立全園児と保護者が一堂に

市内では︑商店街︑駅周辺

運動﹂が展開されています︒

軽い気持ちで路上駐車をして

市職員の募集
市職員か募集します︒

10月15に市民相談室で

日〜45年４月１日に生まれ︑

向王木技師⁝昭和35年４月２

集い︑力いっぱい運動にリズ
ムに活動します︒多数のご声

などにおける路上駐車や自転

いるぷコです︒しかし採惑駐

援をお待ちしています︒

車・バイクの放置が多く︑ま

車は︑本人が考えている以上

見方については︑簡単でし

路上駐車や自転車・バイク

す︒

１歩道にあふれた放置自転車︵近鉄大久保駅付近︶

十月一日から１ヵ月間︑市

た︑狭い道路での無余地駐車︒

に交通の妨げとなり︑地域住

点は百点です︒このル ・︲テ

たがすべて終わりましたの

内一斉に﹁迷惑駐車追放市民

住宅・団地において夜間の青

想の解釈︑流動性︑演技態

ィン得点により︑順位が決

なお︑二巡目初回大会の

終回となります︒

京都国体では︑市民運動が

４ます︒
︵国体事務局︶

運動についてお話ししてい

動シリーズ﹂として︑市民

ので︑次回からは﹁市民運

かなり重要視されています

説明は終わりますが︑この

夏季大会最終日に︑太陽が

込み競技が終了したあとの

競技は京都国体では︑飛び

これでルーティン競技の・

高校以上の学校で土木の課

空駐車も多くなって来ていま

度︑創造性︑多様性︶︑泳

▼とき・・・10月20日脚︑午前

八人︶で泳ぐ三種目があり

で︑国体豆知識は今回で最

︵学校教育課︶

未了︒

定されます︒

デュエ″ト競技では︑い

同調性です︒

者相互の同調性︑音楽との

京都国体では︑デュエ″
トのみが行ｐれます︒
ｃ採点

て康示ｙ︒

デュエット競技は
今回は︑シンクロナイズ
ドースイミングのうち︑京
都国体で行われるルーティ 同調性がポイント
ン競技について︑簡単にお
話しします︒
が︑大切なポイントとなっ
ルーティン競技 演技に対して少数第一位を
使ったＯから10点までの点

る予定になっています︒

丘飛び込みプールで行われ
得点は︑各審判員の採点

︵⁝︶得点

◇

宇治市で開催される競技の

以上︑京都国体において

のうち︑最高と最低を除い
た平均点に︑10をかけたも
のがル ︲ティン得点で︑満

京都府移動文化芸術劇場

行政相談所を開設

匹

10月31まで
迷惑駐車追放市民運動を展開中

音楽兄Ｂせて︑泳
m
−
数を
一斉
に表示ト笙す︒
フィギュア︵身体の形
︶
︑
ュエ
″卜に
の採点基準は︑
手や足の動作か忌くデ自
由
泳法︑フィギュアとその部
構成した競技です︒
分の
完遂
度︑″
難易度︑演技
ソロ︵一人︶︑デ
ュ
エ
成︵プ
ール１
の使い方︑曲
ト︵二人︶︑チーム構︵
四

779

競技の見方
シンクロナ
イズド
スイミング

しないさせない迷惑駐車
国体豆知識
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集まれ！ジョギングライニング仲間

11月8日（日）

太陽が丘球技場Ａ

プログラム

ジョギング大会
市民駅伝競走大会
・コース…太陽が丘園内コース■距離

付け時に監督が申し出ること⑦選手の健

…○ジョギング＝1.5l(m○駅伝…右表・

康状態は、監督が確実に把握し出場させ

競技規定…○ジョギング＝自由参加○駅

ること・申し込み…○ジョギング＝自由

伝=①一般の部は、市内在住または在学

参加○駅伝＝10月22日(木)までに所定の

・在勤の中学生以上で、同好会・同一学

申込用紙で市民体育課へ■主催…宇治市

校・同一職場などでチームを編成するこ

・宇治市教育委員会・宇治市体育指導委

と②チームは、監督１人と選手８人以内

員会・第43回国民体育大会宇治市実行委

市民駅伝競走大会の種別・距離表

体振の部

とする③選手は、所定のゼッケンを胸・

員会・宇治市体育振興会連合会・新しい

背部につけること④伴走は一切認めない

歴史に向かって走ろう宇治市市民運動推

一

⑤走者は係員の指示に従い、決められた

進協議会・後援…(財)宇治市体育協会。

般

１区

２区

３区

1男.5km

女
1.2km

男
1.2l<iti
1.2km

４区

５区
男
1.2kni

男子の部 2.0km 1.7lMtl1.7lim 1.7km 1.7km
女子の部 1.5kiti1.2km 1.2l<ni1.2kn 1.2km

走路を走ること⑥申し込み後の選手の区
間変更は認めない。補欠との交替は受け

市民体育のお知

k 合

らせ

講

師

15日俐︵必着︶までに宇治市体

・参加クラスを記入の上︑10月

905︶または宇治市陸上競技

○

育協会︵五ケ庄官有地・酋⑩1

%
(金)

京都教育大学教授
寺田光世さん

現代社会とスポーツ
京都教育大学助教授
ースポーツ指導者の任務と役創一
杉本厚夫さん
閉講式

之さん方・豊⑩6421︶へ︒

％
スポーツと運動処方
（月）

宇治ロードレース大会
協会︵広野町尖山２−223︑長棟秀

京都教育大学助教授
％
山際哲夫さん
救急処置(実習會む)
(火) スポーツ事故と
京都大学助教授
％ 発育発達論
中村螢太郎さん
(金)

千円︵資料代など︶▼持参品

京都教育大学教授
野If.弘嗣さん

体育・スポーツ
指導者養成講習会

体育・スポーツ活動の活

要な用具▼申し込み・問い

合わせ・：10月12日側〜30日

・こ筆記用具と受講科目に必

吻に市民体育課へ︒

発化に伴い︑市民のニーズ

興を図るために︑体育・ス

にこたえ地域スポーツの振

ポーツ指導者養成講習会を

▼日程・内容・：

開きます︒

れも午後７時〜９

下表︒時間はいず

時▼対象⁝市内に

在住・在勤し︑地

域のいろいろな団

体で指導者として

活躍している人︒

導者を目指す人▼

またはこれから指

定貝⁝100人︵先着

順︶▼受講料・：二

・スポーツ指導者贅成講習会の日程表

内
容
月日
％ 開講式
(金) スポーツ技術論

11月1日(日）午前lO時

クラス・参加資格・距離表
クラス
2部
3部
４部
5部
６部
７部
8部
９部
lo都

距離
5 km
■5 ㎞
3 kl
5 kl
3 kl
2 Vr
2 kl
5 km
3 Vm

対 象
一般男子
高校生男子
高校生一一般女子
中学生男子
中学生女子
小学生男子
小学生女子
壮年(4o歳以上)男子
壮年(35歳以上)女子

※lOkmの部は道路事情により中止します．

780

