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骨組み終わり威容見せる

催前の八月上旬にはオープン

辺の整備夕経て︑京都国体開

70％の工事が進行
黄槃公園体育館は︑五ケ庄

本市でも︑近年︑人口の高

三番割の市立黄槃公園の体育

齢化︑余暇の増加に伴い︑健

市民との

市民と市を柘ぶパイプ役

広報紙︒宇治市政だよ夕

民の理解と協力を頂くため

パイプ役として

またグリーンフィットネスパ

﹁宇治市政だより﹂が︑今

断資料に﹂と述べ︑広報行

に︑また︑市政に対する判

判を市政に反映させる資料

昭和二土︵年三月一日に

政の基礎を築鳶ました︒

市制施行当時は人口も三

市制が施行され︑同年十二

の中で︑﹁市の施策につい

も八千前後にすぎなかった

万八千人余りで︑印刷部数

月一日に第一号を発行︒そ

て︑正しい事柄を周知徹底

７

▲昭和26年12月１日発行の
創刊号（表紙）

２月28日(日)

︒黄桑公園体育館 の建設工事は︑昨年二月
の着工以来順調に進み︑この夏八月上旬にオ

四階建て鉄筋コンクリート造

の運びとなりまず︒

り︑一部鉄骨造りで建築面積

館ゾーン内に建設中で︑地上

軽に利用出来るコミュニティー体育館として︑

辰つくりなどへの関心が高ま

ープンします︒黄桑公園体育館は︑市民が気

またグリーンフィットネスパーク︵健康運動

は二千で百三十八平方メート

運動の場として気軽に利用出

進行し︑建物の骨組みも終わ

ーク︵健康運動公園︶の中心

号で発刊八百号夕迎凡まし

来るコミュニテ″Ｉ体育館︑

り︑その威容を現しています︒

的な施設として︑黄栞公園体

た︒

現在︑七汽︶か４ぐの工事が

十二平方メートルです︒

って来てい毒了︒市民が健康

▲この夏オープンを目指す黄葉公園体育館（1月29日）

ル︒延べ床面積は四千四百九

公園︶の中心的な施設として︑市民スポーツの
振興に大きな役割を果たすことになります︒
総事業費は約十二億円︒

三月中には︑ 屋根ふ章や外郭

育館は市民スポーツ振興の中

を発行し︑市民の要望・批
の吹き付け工事も完了し︑

なお︑総事業費は約十二億
円になります︒

し︑もって市政に対する市

と共に︑市民生活に潤いを与

の実現に向けて取り組む

口・点字表示・車いす専用の

を契機にスポーツ都市宇治
体育館は︑コミュニティー

える健康運動施設にして行き

︵都市計画課︶

たいと考えています︒

便所や観覧席な芦夢莞備して

市では︑このよシな施設を

い毒丁︒

備えた黄栞公園体育館の完成

や日常的なふれあいの場とし

活用出来る設備に

障害児︵者︶も十分

中旬にはほ鱈元成︒体育館周

内装工事に取り更ぢ︑六月

核施設となり康司

８00号
足場も解体されます︒その後

市政だより
て︑一階はコミュニテ″Ｉ

児コーナー・健康相談室・医

アリーナ・体力テスト室・幼

課
報

宇治市政だよりも︑現在で

は人口は約十七万二千人で

六万部を超え︑市民と市政

を結ぶパイプ役として活用

されてい毒了︒

市政だよりへ

親しまれる

宇治市政だよりは︑市政

の動きと共に歩み︑その時

々の市の事業︑行事や市民

生活の移り変わりを報じて

そして︑市政の情報提供

来ました︒

か充実するため︑五十年二

読みやすく親しみやすい紙

月からは星二回発行とし︑

面へと努力を続けて来まし

広報紙は今︑市民と市を

た︒

結ぶだけでなく︑市民と市

民の輪をつなぐ役割か求め

られています︒第八百号の

発行欠機に︑今後共︑親し

まれ︑読みやすい広報鴫つ

くりを目指し︑内容も充実

︵広報課︶

させて行きたいと考えてい

未了︒

午後２時開演

務室などで構成︒二階には︑
事務室λ一議室・応接室・オ
リエンテーション室などが設

三・四階には︑多目的アリ

文化会館
大ホール

けられ ｆチ︒

ーナートレーニング室・ラウ

ッキなどが設けられ未了︒多

ンジ・観覧席・ランニングデ

目的アリーナは︑バレーポー
ルやバスケ″トボールーテニ
スなどの公式競技にも利用出
来る十分な空間をとり︑総合
体育館としての機能も併せも

また︑障害児︵者︶も十分

った施設となります︒

819

活用出来るよ.CNJk障者仕様エ
レベーター・段差のない出入

チケット発売

第4回定期演奏会

宇治市民混成合唱団

すすむ建設工事
黄槃公園体育館
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宇 治 琵 琶 33番地

案
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京都府宇治市
発行

広
編集
青少年問題の悩みなど.お気軽に

この講座では︑市内在住の
講師か迦え︑身近かな人の生
き方や考え方を学び︑社会の
さま孝次な問題に目を向けて
考Ｉヂ︒
多数のご参加を︑お待ちし

〜正午▼ところ⁝中央公民館
実習室１▼対象・：市内在住の
女性▼定員・・痴人︵先着順︶▼
申し込み・問い合わせ・・・２月
12日吻から中央公民館へ電話
か直接来館で︵折居台ＩＴ目
Ｉ・き⑩1411︶▼保育
⁝︱歳以上の子ども20人︒お
やつ代百五十円か必要︒ご希
望の人は申し込み時に併せて︒
︵中央公民館︶

お知らせ
固定資産税
第４期分納期限
固定資産税・都市計国税の
納期限︵第四期分︶は︑二月二

人に墟恐をかけないぷフに
しよう○交通法規奮７ぢ
○防火・防犯思想盈笈し
ぶり○子供の非行防止につ
とめぷつ﹄な芦かありまず︒
これらは︑社会牛活のルー

〜私のあるいてきた道〜

十九日囲です︒お忘れなぐ最
いに舎緊贈ること▼旅行を

・入学・卒業・就職などの祝

とし︑第12区雲研を旧広

・広野町寺山の全部を第ｐ一区

ないぷフにご注意侃

町桐生谷を第11区︵開公民

明るいまちを
きれいな選挙で
届けたりすること▼町内会な

野公民分館から広野公民館

どの旅行で︑飲食物を届けた

不用品情報センター

ｆＩｒＩＩｒｌｆＩｒＩＩＩｆＩＩＩＩｙ

今すぐ登録を

ンター︵市役所商工観光課

消費年活係容⑩3141︶

譲ってほしい品物︑譲り

を開設しています︒

たい品物は︑至急不用品情

報センターへご連絡ぐださ

今回の営け付けは二月二

い︒

十九日までで︑現在登録さ

れている品物は次のとおり

です︒

登録中の品物

︿譲ります﹀・：座敷机︑サ

イドボード︑ダブルベッド︑

電子オルガン︑電気オルガ

奏目

演曲

または福祉課(n22−3UI）へ

する大にせんべつか贈ること

ちろん︑候補者等が後援会名

館分館︶に変更︒

▼町内公一・老人会・子供心一な

や他人名義政客７場合も次の

りバス代などの費用を負担し

︵納税課︶

きれいな選挙︑金のかから

よシな贈り物忿すると選挙に
たりすること︒

︵選挙管理委員会︶

卜ｐ゛偽ｋｘ
χＪ φ

ｊかｒ．

込み・問い合わせ・：２月15E
側までに詫福祉協議会︵豊

︵社会福祉協議会︶

⑩5650一5654︶へ︒

社会教育研究集会
▼とき⁝２月21日㈲︑正午
〜午後４時半▼ところ・：文化
会館小ホール︑中央公民館な
ど▼内容・：ぶるさとづくり
牽のざして ﹁社会教育関係

上般市民︑各種団体関係者

国体等の課題と役創▼対象

▼問い合わせ・・・市教育委員会

︵社会教育課︶

社石教育課︵ａ⑩3141︶
へ︒

※当日、会場定貝のIli合でご遠慮順う･こともあります。

寄りの金融機関でお納めぐだ

就学通知書

さい︒

ない選挙を実現するために︑

関係が有る無しにかかわＳｌｈ

に変民︒

次にあげる人や団体などが︑

法律違反となります︒また︑

どの行事に會緊寄付したり

選挙区内の人または団体︵親

有権者も次の様な寄付か求め
投票区と
投票所の変更

・ＪＲ奈良線より東側の広野

市教育委員会では︑本年四

族等は除ぐ︶に寄付すること

ることは出采ません︒日ごろ

市では︑家庭で不用にな

月に宇治市立小・中学校へ入

は︑どの様な理由があっても

か９瓦いな選挙牽心掛けま

選挙管理委員会では︑響ｔ

った品物を有効に利用して

学する児童・牛徒の保護者の

禁正されています︒

事務の適正な管理執行と投票
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▼な
対人
象で
・︑
・健
・康
視診
覚断
障害者▼申し
健

性
＝別
Ｉ︑
チ職
ー業
ム︵
ー学
人校
︵名
選・
手学年︶
所
ｉ・
人氏
・名
補・
員電
よ話
︶番
で号
高︑
校選手名︑
が・
き大
に学
チ生
ーは
ム除
名く
︑▼
代申
表者の住
生

・国道24号よ口西側の大久保

皆さんに就学通知書を一月末

日候補者等︵政治家・立候補

▼中元や歳暮か贈ること▼

する人の利便を図るため︑次

る問題や悩みなどの相談▼相

い時
Ｌ
と半
認Ａ
め時
ら▼
れと
たこ
人ろ
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種：総合
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祉る
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など︑家庭・地域・職場に

し込み・問いふＢせ・・・官製は

いただぐため不用品情報セ

に郵送しました︒

者・立侯補予定者のこと︶

葬儀に香典や供花などを届け

談場所⁝木幡保育所︱き⑩７

おける自主防裂翌Ｉ雍進

町上ノ山と大竹舎猫区︵

たは国立・私立の学校へ入学

口侯補者等が役職員または構

ること▼祭事に１ 男崩けた

︵選挙管理委員会︶

する人︑住所を変児する人は

成員である候補者等の氏名

１２３︑宇治保育所＝豊⑩７

別▼
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加・
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の㈲
と︑午後

交通事故を無くすため︑

して︑犯罪のない明るいま

＆ンポルvi

旦椋公会堂︶に君更︒

教育委員会学校教育課︵ａ⑩

など之冠した会社・法人・

通知書が届かない場合︑ま

3141︶までご連絡くださ

のとお昨投票区と投票所を変
更しました︒次回選挙から

５５１︑小倉双葉保育所＝豊

おり
︿︵
茶参
道加
教料
室は
﹀当巨集

実施し乖ゐで︑お間違いの

⑩７５５２︑北小倉保育所＝

めま
デず
イ︶
・▼
サチ
ーー
ビム
ス編成
健康ランニング大会
︿駅伝の部﹀

▼とき・・・３月６日面︑午前
９時▼ところ・・太陽が丘陸上
競技場▼対象・・・小学生以上の

歩行者︑自転車利用者︑運

人示学生の部ＩＩチ
在宅障害者
ーム叉︵選手丈・
︵市民体育課︶
補員よ︶で男女混合
1313︶へ︒
でも可Ｏ一般・中学女
〒Ⅲ広野町八軒屋谷１・雲⑩
子の部＝Ｉチームー人
城総合運動公園管理事務所︵
︵選手４名・補員人︶
を記入し︑２月13Eまでに山
Ｏ一般・中学男子の部

豊⑩4113． ︵保育課︶

−

時に︑花輪か贈ること▼出産

祝いや落成式・起工式などの

しょう︒

い︒なお︑入学式は︑小学校

り寄付したりすること▼開店

︵学校教育課︶

すこやか養育相談

︵大久保青少年センター︶

7447︶へＯ

︵大久保町平盛3014・豊㈲

衣１・平盛ふれあいセンター

い合わせ・・大久保青少年セン

Ｈ︑にに該当する場合はも

合が多い︶

団体︵後援会も該当する場

届きましたか

健康ランニング大会の種別表

四月七日困︑中学校同八日廊
です︒
青少年センター
指導者募集
自分の特技か夭久保青少年
センターで︑主に小・中学生
にボラど﹁アとして指導し

▼内容⁝子供クラブ︵家庭
科・人形劇・卓球・手作り玩具

お気軽にどつぞ︒

クラブ︶︑竹・わら細工︑はり
絵︑切り絵︑人形づくり︑木

午前10時〜正午▼面接相談・：

▼電話相談・・・毎週金曜日︑

象・：年齢・男女を問わず︒子ど

工︑昔の遊びなどの指導▼対

毎月第ト金曜日︑午前10時〜
午後ｔ時▼内容・・・育児に関す

もの遊びや牟居に関心があり
熱意のあ奉人▼申し込み・問

間に遅れない︑乗映物や公

転者なμ于べての人に︑交

﹁カギかけ︑声かけ運動﹂

共施設利用のエチケ″卜を

ちづくりを通めましょう︒

運御︱缶だ大切です︒

守るなど︑話にＸいや運動

通安全思想の普及徹底を図

特に青少年健全育成は︑

必一議や集会などの開始時

奎漑開して他人に池管糸

り︑交通ルールの実践に市

住みよい宇治のまち

・社会のマナー守って

ましょう︒

全市民の協力によって進め

けないという公徳心敬一

みんなで進めよう
豊かな心で町づくり
人ひとりの自覚として習慣

図ると共に︑災害時には適

また︑防火思想の晋及を

民あげて取り組みましょう︒

限りある資源やエネルギ

づけましょう︒

切な措置や避難が出来るよ

%

今月中

主催／京都新聞社会福祉事業団・宇治市社会福祉協議会後援／宇治市一宇治市教育委貝

ていまで︒
▼日程・内容・・・右下表のと
おり︒いずれも午前９時45分

前回に続いて﹃豊かな心
を育てよｙフ﹄の︑もう一つ
の運動項目について説明し
ます︒
＝運動項目そ心②ａ

ルを守る態度の習慣づけや︑
各種の事故や災害が生命と
生活を脅かしているという

︿社会生活のルールを守ろ

うに日ごろ石:^Ｓ訓練と準備

お問い合わせは宇治市社会福祉協議会(022−5650)

私の生き方・考え方
〜公民館活動を通して〜

う﹀

ーを有効に利用し︑豊かで

をしてお孝ましょう︒

ハンガリアダンス第5番･白鳥の湖より他

3／1
(幻

認識に立って運動を展開し︑

安定した市民但原自指そ

2.1*. 2.1゛ 7T

小坂恵美子さん

私の生き方・考え方
主婦(琵琶台在住)
〜長崎妓爆･救助mの中から〜 稲木 孝子さん

この運動の主な内容には︑

フとする﹁物牽ハ切にする

京都市交響楽団

"う

3.4'.り １ 舟
中学男子の部 2000円

／
中学女子の部 2000円

3.4*.
･>1≪
り１●

一般男子の部 2500円

3.4'.

一般女子の部 2500円

市 公 民 館 サ ー タ ル 連絡
t i l l 会 会 長 ( 小 倉 町在住)

2/23
(火)

安心出来る生活環境をつく

小学生の部 1500円2.I*. 2.1々 2.1゛2.1'./

女性の勉強室日程表
ろラといらものです︒

宇治市文化センター大ホール

と

３月６日（日）駅伝の部（園内コース）

社会教育指導員
(琵琶台在(i)
加賀爪二三枝?ん
私の生き方・考え方

3/10
(村

師
講
容
内
とき

﹁○決められた時間か寺ろ

地域のみなさんと音楽を通じて交流を深めましょうが

受講生を募集

う○物零ハ切にしようｏ他

２月2o日（土）午後１時・午後３時開演

ろ

一
一

き

と

愛とふれあいのコンサート

京響

久御山の障害児者を中心に

宇治・ 城陽

１区 ２区 ３区 ４区 ５区
参加料
(1ﾁｰﾑ)

象
対

女性の勉強室
みんなの市民運動
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り
よ
だ
政
市
治
宇
第800号

会・城陽市・久御山町・京都新聞社・KBS京都協賛／宇治市身体障害者柚祉協議会・

宇治市心身障害児者父母の会・宇治市障害児手をつなぐ親の会
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