：Ｊ琶33路地
市 ・ ｉ −ｌｉ
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した︒このため︑地域の皆さ

笠取小学校付近で）

一ＩＩ自1111111111ＳＩＩＩＩ

市では︑笠取地区に安定した飲料水を給水するため︑簡易水道事業を計画︒
国・府の補助金を得て今年度から事業に着手することになり︑今年度予算に
事業費一億八千万円を計上しています︒工事はニカ年計画ですすめられ︑六

ました︒ところが︑四十八年

んか星宿に欠くことのでき

−−−
−−
−−−−−−−
−−

水源を求めてボーリング調査（56年11月、

−二−■−・−−
−−−−
−−−−−
−−

十年には各家庭に給水される予定です︒また︑炭山・二尾・池尾地区の簡易
水道計画にも着手︒水質調査に取り組むなど︑暮らしを守る水の確保に努め
ることにしています︒
ＩＩ−ＩＩ−ＳＩＩＩ

東西両笠取地区は︑早治市
ごうから︑夏場に水枯れに遭

ない﹁水﹂の安定供給が強く

施により炭山・池尾・二尾

大津市に接し︑北は京都市

同二土八年宇治市となり現

合併して東雲貯となり︑

た︒昭和十七年に宇治村と

と合併し笠取村と称しまし

伏見区の醍醐につらなり︑

圖﹈ｈ訃

南証落川にいたる広大な

在に至ってい毒了︒

や野菜の抑制栽培な芦召行

地域では︒シイタヶ栽培

地域︵面積一五・六王ｊ

われています︒また︑小学

15︶ｍｉめてい李Ｋ集落
は︑笠取山かほさんで東笠

設が近ぐ着工されるなど︑

校改築や京滋バイパスの建

歴史ある山村奈ハ今碁石

取・西笠取の二区にわかれ

中世以降︑醍醐寺の支配

ろラとしています︒︵写真

てい未了︒

下となり︑西笠取は三宝院︑

は︑静かなたかヂまいの東

笠取︿上﹀と西笠取︿下﹀︶

東笠取は理性院によって管

明治二十二年︑町村制実

轄されました⁚

六十年四月には各家庭に配水

五十九年度の二ヵ年ですすめ︑

簡易水道の建設は五十八・

とにしてい未了︒

濠ｙ︒また︑同地域は山間地

管か通してきれいな水がおく

延長約九＊05の配水管で各家

であり高低差があるため︑六

びれる予定です︒

んの要旨釜守るため︑五十

手︒そして簡易水道建設か于

ヵ所に配水池などか設け︑安

庭に給水することになってい

すめるため︑五十五年度には

定した水量の給水牽9子こ

一年から谷川の水質調査に着

実施計画に計上してきました︒

市では︑住みたい住んでよ

か積極的に導入することにし

ら︑地域振興と直結する開発

西両地域は市民のいこいのふ

笠取地域整備計国では︑東

に結びつけ︑整備を図ること

ーチェンジの設置を地域発展

京滋バイパスの建設やインタ

Ｚ

飲料水の安定供給へ

の中心から北東に約二十＊ａ5
い︑五十三年には市の給水車

しかし︑笠取地域は岩盤が厚

京バイを中心に

かった都市づくり牽めざして︑

るさととして位鴫つけ︑市域

／／稲出

てい未了︒

境づぐぴをｙすめることにし

ムの導入も行シなど︑交通環

用できるデマンドバスシステ

す︒また︑住民のだれもが利

整備に努めることにしていま

び新設など政行い︑都市基盈

として︑地域内の道路拡幅及

ノ束笠取

60年から給水開始
入った山間地︒同地域には水

求められていました︒

く︑水源が見つかっても地表

り︑計画は難航︒そこで︑ボ

から四〜五μで岩盤に突冑当

ーリングをした後︑岩盤の上

ストレーナパイプ牽本肋に埋

各地域ごとに七十年を展望し

その活用を積極的に図りなが

地域整備を推進
没して水奎釆のて給水すると

てい未丁︒

に巨大な升︵まず︶盈賤︑

いう集水升︵乖ｙ︶方式夕採

た地域整借1回政宍定︑計画

など忿含めて約五〇ノを確保

土地利用計画では︑北部は

が基本方向になってい未了︒

人と想定︒地整ぶ果西に通る

六十五年の人口は七百五十

用することに決定︑建設計画

的に町づぐ見孚9めること

することにしています︒水源

の平地部との有機的な結合を

にしてい未丁︒

は大字乱逼しました︒
計画では︑給水人口二百十

地は西笠取の石原︵笠取小学

図ることにしていホチ︒この

条件金︸一かした地域複合経営

民センター︑野外ホールなど

の文化施設及びスポーツ施設

か兌芯市民野外センターを

配置することにしてい未了︒

市の平地部や地域の交流か前

別所出

Cこ3

Ｓ・

五人竺日最大給水量は学校

校北西部︶で︑ここに浄水場

ため︑自然環境を保全しつつ︑

東笠取か雨心に︑地理・気象

施設︵二千百平方肩︶夕設置︑

盈潅ずる農業振興地区︒南

チェンジを中心に自然環境を

6∂Ｉ

笠取の簡易水道が近々着

部は京滋バイパスのインター

インターチェンジの設置を

主体にし巡景観とスポーツー

レクリエーション文化施設を

工されるに際し︑市と議心一

水は︑笠取が発展してい

一体化したレクリ干︲ション

契機に︑人口増加がすすめ

くうえで必要であり︑その

地区︒東・西部は手工業を中

にお礼を申し上げたい︒

願いがかなうことは大きな

心とした産業応設した︑伝

統産業地区としていまず︒

喜びです︒
また︑念願であった小学

在の小学校を中心にコミュニ

提に道路・交通体系か確立︒

道路では︑京慨バイパスイ

ティゾーンを設罵市民の活

また︑工事用道路整備を契機

公共施設配置計画では︑現
て京バイも建設鳶苫なぺ

動の拠点として︑また︑市役

校の改築もスタート︑そし

次の世代に引きつげる基礎

肇階の懲蓼七った地域市

ンターチェンジの設置に伴い

がｖｍｉと思ってい未了︒

二尾

中島

下荘川西

＾○は浄水場

。

が出動して急場をしのぐなど

西田武一さん

ぱ教育の面でも艮いのでは
と思っているのですべ
−111111111111111111自−︱−

次の世代への
基礎づくりに

炭山

道施設がなぐ︑これまで︑飲

そこで市では︒地域の皆さ

水道建設が
笠取発展に
今まで︑井戸や谷水に頼

ば濁るし︑夏場には水枯れ

ってきましたが︑雨が降れ
しながら発展していってほ

と大変苦労してい季ｙ︒簡
易水道ができれぱ︑そうし
た心配をせずにすひし︑台
所敬あずかる主婦が喜んで
くれるでしょう︒
この水道建設と京バイの

．や／ 1
ＩＷ●Ｉ
；西笠取

喜撰｜巾
▲

辻出川東

池J

東西笠取簡易水道建設計画

＠
笠取第二4 ｀学校．．−．−・べ
．−、、．／？

Ｘ
Ｘ

毎日の牛活に支障が出ていま

新谷源太郎さん

笠取地域

料水などは井戸水に頼ってき

神出孝一さん

しいと願ってい未了︒

そして︑笠取の美しさ奮残

れぱと思っているのでｙ︒

増加と教育の充実につなが

︒ダの確保が︑人口の

つぽいです︒

地元から

会の後押しでスター トする

できた簡易水道が︑市や議

五十一年9︵から切望し

環境づくりへ

住みよい

ト
ことになり感謝の気持でい
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今年度からスター
東西笠取
簡易水道

｀
ｙ｀

● 毎 月 1 日 ・ ｌ ｌ 日・21日兌行
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たまには

短信
市政

節ま尹笙ったままにしで

唇

た︒

四人の新規職員か採用しまし

−−
■−
■−
−−
−−
ｑ・
・・
−−

−
−−
−−
−−
−・
・−
−・
・・
−・
−−
−−
−−
−−
■−

料としてまとめてい未了︒

−−

皿

・

八百部に限り︑希望の人に

■−

市では︑市制三十周年記念
事業として︑編集していた

■−

●

販売しますので︑秘書課また

−■

ｌ

﹁市制30年誌﹂を発行し濠す︒

■■

ｉ

は玄関案内へお申し込みくだ

−−

・

・

・
・

さい︒価格は二千五百円︑郵

■−

ｔ

この30年誌は︑三十年間の

−−

②防虫剤の併用は避けるこ

おくとよくありません︒梅

−

が早いので二ヵ月くらいで
虫干しを

糸︑・ラメかですませること

と︒必ず一種で使用しまし

■−

ヒメマルカツオブシムシな
①防虫剤は︑セロファン紙
や和紙でぐるんで衣類の上

があり求ｙ︒

ょう︒︵二種類だと溶けで衣

補充しましょう︒プラスチ

台所のものだけでなぐ︑ウ

▽ナフタリン⁝倶緊晏く

ックを溶かしたり︑金糸銀

ール︑木綿︑ナイロンも食

気化ずる速度も遅いので長

どの幼虫は衣類衆良べで成

べるので要注意︒虫食いに

長し栄ｙ︒またゴキブリは

泣かないぷコ︑防虫剤の種

消費者コーナー

落ちな公会かめ再度乾燥

雨が過ぎた天気のよい日に

市では︑四月一日付で二十

させで保管しましょう︒次
類か汚したり︑プラスチ″

キ入れし保管しでいでも︑

いよいよ梅雨が近づいで

期保管用で＝Ｔ四召研桶

部に置く︒

きました︒天気のよい．ｒｕｏ
類や特徴に︿Ｂせで効果的

ｌ

●

ｌ
ｌ

1

1

1

1

1

場で仕事についていまｙ︒

囃も祭りも釦いヽすばらしい

もみながら祓鄙するという割
測を部数しました︒こうする
と排の勿の驚むは剋われずヽ

ふるさとむかし話

ていま恥
をヽ

お一心彫化のころヽＥが祖洽

の荊どころではヽ烈琲とゆば

れる卦

した︒

獄訟の や鍋で炒り︑板緻
せんじ恥になったのです︒
やや
ムム
このお寥を炉んだ心は︑こ
シロの上でで
もも
むむ
とと
いい
うう
作作
業業
をを
れまで囃わったことのないお
くりかえして肘るお排でヽ胎
和分がったお茶茶
はは
ヽヽ
そそ
のの
かか
ののいしさにおどろき︑たいそう

そのころ蝕くのく
Ｆの
一Ｆ羽たは・なを戮いたいと段うＭもヽお

でした︒灸めそやしました︒その似り
ようにお荊むでしべ
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の黙秘を扮んでいた加齢い幻にはどんどん猷えました・
くさんありました・まもなく散紺せん秘はヽや浄

0に秘の和を櫓えてヽきん秘と哨び︑價り匁を戮いた

燎のあぜ逮や恕斜限はヽこのお参を勣訟せ

し／
てｊ
かｌ
ん︲
でＩ
いｊ
おＪ
ぜＩ
いＩ
胎Ｉ
てで
和す
ま°
しｉ
たｓ
・のあぜ逮や恕斜限はヽこのお秘を勣訟せ
このお揖
1ｊ︒匝｀
ｉを
｀

たのです°ｍ

レ″シュな職員として︑職場

ぶうすｒａい7弟排にする販

しかしヽや呑ではおくから

限二一曇附などヽあちこちの

だけではなくヽ游扮尉︑加郎

した恥をむ廓するという．

⑩8385

ています︒

ｍｍとして︒

しておｎ− ｍ

どころが︑こ

じたわらＩようゆやだにす治田原町の湯屋谷に
住も
んの
でい
た
ですから
昏います︒いま

きないものかと︑いろ

琳揖の如し
た鮎沢霞はヽ
瞰むをヽ烈禄の 鮒慰にぶ朋

対
夫をかさねてヽ
︑廓
摘んだ
をすぐに蒸して︑助激

ｆ茶を代表する
・か︑■ＪＷし
1界中に知られ
︵歴史資料室︶

いの笏どこ
の瓢ぶ排卵

しまった叙ぎハ肘︵一八五九︶

なります

鄙どころでも肘られるように
ｉｔａ−＾ｒｆ＊・の索剔がは

ぐれた紺排おです・

五ヶ庄三番割10

⑩0124

⑩

寥を肘っていました︒こしき

前十時から午後四時まで︑市

い
い砂
炉に
にの
のせ
せた
た眺
助厳
炭の
の上
上で
でヽ
︑郵

︵難對︶で糾の勢を｀しヽほ

役所市民相談室で行政相談員

松本登

⑤4793

元丈三年︵一七三八︶︑宇

そのお排はヽ如しい

増井繁一

伊勢田町北山5の23

電話

︵文書広報課︶

すので︑ご利用ください︒

による相談を受け付けていま

なお︑毎月第三木曜日︑午

い︒

12561︶へご相談くださ

区御池西洞院西入︑豊一い⁝−211

京都行政監察局︵京都市中京

たら︑お近ぐの行政相談員や

また︑意見などがありまし

のためあっせんをします︒

や要望があった握尼︑解決

いての相談か受けたり︑苦情

種公団・公Ⅲなどの仕事につ

をほｉ＞ｆｉ国鉄︑電電公社︑各

行政相談員は︑国や府︑市

間です︒

のは︑左表の人ｊ＝期は二年

とでしょう︒

まだまだ不慣れですが︑フ

に新風ｍき込んでぐれるこ

い職員も仮配置として︑各職

た︑まだ配置が決まっていな

職場に配置されてい季ｙ︒ま

の職員は︑すでにそれぞれの

修公司延後︑学校関係など

市職員としての基礎的な研

防職員一人になっていまず︒

務員四人︑養護職員一人︑消

人︑学校調理員四人︑学校用

土木技師四人︑清掃作業員一

内訳は一般事務職員九人︑

の季節に着ようとしで変色

●

廓とお
でっ斟

に冬物衣類を片付け奔しょ

1

風通しの良い所で虫干しし

・

市のあゆみ蔵市勢︑議会︑

・

ク類夕溶かしたひし康す︶

個■■個個■個■■一響■個■■−−一響−・晶−

う︒次に着る時あわでずに

●

ましょう︒︵商工観光課︶

・

③補充名石ない︒

ｌ

−11111191111111ｔＩＩＩＩＩＩＩ自︱自自−Ｉ−−−自−自︱−ＩＩ−自−自自Ｉ自︱︱−11111
｀

●

衣類の整理

充し津す︒
▽樟脳︵しょうのう︶⁝：樟
︵クス︶の木が原料で︑値
段は高いが少量で効果があ
り︑衣類に直接ふれでも無
害なので和服︑毛皮にむい

●

烹￥ちに︑保管する時の

◇

に使いましょう︒

防虫剤は併用をさける
やボタンの割れなど思わぬ
︿防虫剤の種類と特徴﹀
家庭用としてはパラジク
ロールベンゼン︑ナフタリ

倶われでい未了︒

ン︑樟脳︵しょうのう︶が

︿使用上の注憲﹀

でいホヂ︒

●

注意をお知らせし乖ｙ︒

しまう前に

このごろの衣類は素材も
事故に気つくことがありま

点検を

加工も多様です︒し書7前
す︒
防虫剤は
正しく効果的に
▽パラジクロールベンゼン・・・

次のことに気をつけまし

・

送の場合は別に郵送料五百円

1

市の行政相談員が︑四月一

・

されました︒今回委嘱された

家・ヽの
製酋垣？

には製品の組成表示や取り
扱い絵表示に従っで︑洗た

ましょう︒
保管中にこわいのは衣類
市販品の九〇％miめ︑効
き目は強いが気化する速度

・

財政︑福祉な戸午八の項目に

・

且Ｗで︑行政管理庁から委嘱

も

た

くなどの手人れをしでおき

クリーニングに出した衣

春から秋にかけで︑イガ

・

市制30年誌を発行

・

分け︑四百三十九ページの資

1

宇治東内23

住所

せん茶

・

釜Ｓ｀摘っ末弓
やみな

宇治製法の

・4
・

が必要です︒十二日から販売︒

1

氏名

国などへの要望・苦情を解決

呪
1

瀬田佐江子

をろに
こ学1がは
のび゛
技ｇと青1；も
鄙ｉつ製Ｓう
はてせた
宇ういんい

1

行政相談員決まる

を食う虫です︒

あいにくの雨の中での新茶摘み

炒ヽヽたを
り斟似
｀のつ

胆ま

の茶ない
上2のろ
で奥よ工くでい

Ｓ

30年間の市のあゆみをまとめた市制30年誌

類が返っできたら︑必ずビ

新茶第1号です
子さんに摘まれた新芽は︑

んかぶりにたすきがけの摘み

府立茶業研究所に運ばれ︑昔

さる四月二十七日︑新茶第
一号の茶摘みだ涵東山の青

ながらの乖もみで香り高い玉
露に仕上げられました︒

山一雄さん所有の茶園であり

あいにくの雨の中︑あねさ

ました︒

行政相談員（敬称略）

ニール袋から出しで︑汚れ

カメラルポ

（2）

1983年（昭和58年）5月11日発行
り

よ
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6／2ａｔｊ
子育て＝親育て＝夫岫育て
8

7／2（ｔｌ

順▼申し込み・・・小倉公民館へ
電発ｍ館して︒

︿木幡公民館﹀

Ｈａｗの成長Ｓ運に即した
子育てや親の役割について学
んでみませんか︒これから親
になるあなたの不安解消の一
助にしてぐださい︒
▼日程・内容・：右下表▼時

明日の親のための学級日程表（木幡公民館）

京都文枚短期大学
7／Ｉ4（刈
子どもの鮭ｍ管理敦授建田恭一さん

9

7／21ね
育児と脳の兄達

10

7／28（ね子ども同士のふれあい

中の人▼定員・・・30人で先着順
▼申し込みＬ・木幡公民館へ電
話か来館して︒

講習会

さつき・小菊盆栽

︿さつき講習会﹀
▼日程・内容・：①6月1日
團﹁さつ進栽の基礎知砂

前10時〜正午▼講師←落盆
栽同好会会員・的場一さん▼
心一場・・・小倉公民館▼定員⁝40
人で先着順︒
︿小菊盆栽講習会﹀
▼日程・内容・・・①5月28日
附一﹁小菊盆栽の基礎知砂②
6月Ｈ日由﹁小菊盆栽の育て
き▼講師・・・京都小菊芸術協
会＜≪員・野口貞三さん▼心一場
・・・小倉公民館▼定員・：40人で
先着順︒

二尾の集落の入口にある松田さん
の炭焼窯

炭出しが終わり︑次に焼くクヌ

健康の源になっているようである︒

ギを窯に入れる松田岑んの姿には︑
姿呂喜びと︑自信がわき出てい

んなで考えてみませんか︒

族の健康管理や看護法蔵み

高齢者と一緒に牛活する家

家族の健康管理

高齢者をかかえる

健康教室

来館して︒

込み・・・宇治市公民館へ電話か

▼定員⁝25人で先着順▼申し

の小学校5・6年生と中学生

館・その外▼対象・：市内在住

健次さん▼会場・・・宇治市公民

・・・元維孝館中学校教諭・吉川

▼日程・内容・・・左表▼講師

夕探ってみませんか︒

や地質を調べ︑自然のすがた

察した臼採集しながら︑地形

雲届方の地層や岩石か観

自然史教室

宇治地方の

公民館へ電話か来館して︒

いずれも︒申し込みは小倉

8
ん審で︑時間はいずれも午

7／7（ね 子どもの歯のａｍ
（＊科医師

②6月8日困﹁植え替えとせ

焼かれた炭か手に持って︒
今日の出采具合は上々の

松田さんは︑今ではほ
とんどＴ？ハの無ぐなっ

﹁今じゃ︑炭を焼いて

た炭焼きを涵一けている︒

も売れへん︒わしの健康
法じゃ︒焼い了八と頼
まれた位したら焼いてや
るのじゃ﹂と笑う︒
昔は︑一度に二百俵も

﹃炭堕じて三十五年余り︑何

窯からは五十俵はとれる︒

けた皐抒五⊥ハμ︑固一丁四だの

しかし︑立派な屋根をつ

が︑今のは小さいという︒

できる窯夕遣ったそ5だ

間・・・午前9時半ト正午▼心一場

−やり直しはできません〜

約中︑新婚の刄女および妊娠

7

娠中の人▼定員・・・30人で先着

立命館大孚
講師片岡陽子さん

・：木幡公民館▼市内在住の婚

7

出た茸︵きのこ︶か賞味さ

天皇が︑椎︵しい︶の木に

冬蔭二︑三週間︑夏は一週

整された施設の中で成長し︑

から顔を出すと︑適温に調

産⑤

宇治の特

国造りの神々が東奔西走

されていた頃︑筑紫の国へ

腕ｔ討に向かわれた景行

原産は︑日本︑中国四川

由来とか︵林業百科辞色︒

など︒シメジ科に

属し︑シメジ︑マ

ツタケも︑この仲

間︒

人工栽培が始ま

ったのは︑約三百

年前︑豊後︵大分

県︶の鴛が伝

令ハれた百宋に自

然の菌をつけ︑恰

尹しｔのが最初・

江戸時代後半には︑

盛んに藩営事業と

滋の市場へ出荷する︒

十二万ｙの生シイタケタ京

栽培︒楕木十五万本︑年間

クヌギ︑ナラなぺ秋の彼岸

弓易石聳Ｕ︑約一ヵ月

間乾燥させて︑冬場に植菌︒

その後︑一年余り冷暗所に

伏せ込画蕪させる︒自然

に出るのは︑春秋二回︒そ

近年注目されているのが︑

その薬効︒成分中のエルゴ

ミンＤになり︑動

ステロールはビタ

脈硬化の原因とな

る動物性コレステ

ロール忿雲する

ことが実験的に証

明されている︒
﹄
鍋物︑混ぜ御飯︑

精進揚げなどに加

え︑薄切りにした

生シイタケ宝安

Ｉジュで煮込なと

匂とりのきれいな

一品に︒石づきを

美味の一つが︑この茸料理︒

ない﹂と言ラから︑古今︑

﹁茸をとった山は忘れ／ｖＱ．れ

家が施設奎駆使しての周年じょう油かぬると格好の肴︒

二愚誓十八75の栽焉廣き︑表のヒダにわ誰

取で取趾蛍石︑現在ではこみをつけ︑こんがり両面

宇治市では︑戦後すぐ笠が焼シイタヶ︒星形の切り

では駒菌が主流に︒左党にこたえら元ないの

から︑全国に普及した︒今逃さないとか︒

くずの種菌を発明したことフキン下寅とると風味を

桐生の森喜作さんが︑おが汚れをはじき︑固く絞った

本格的には昭和になって︑とり︑笠の表面から指先で

して取紅組次れた︒

人工栽培に滴于る樹種は

れたところから︑椎茸︵し

間余りで食卓に︒

や発表心一への参加○春︑秋の

ハイキングやクリスマス会な

ど▼募隼Ｔハ員・・30人▼会費・：

月三百円▼申し込み・・・小倉公

民館へ︒

私の台所

いたけ︶と命名されたのが

☆

午後4時〜5時半○各種集い

は毎月第一・二・四火曜日︑

以上の人▼団活動⁝○練習日

▼応募資格・：小学校3年生

あなたも︑参加しませんか︒

お友だちの前で上演1ます︒

小道具などを作って︑大勢の

で人形を作ったり︑大道具・

Ｍｌいたり︑スポンジタ便っ

がみんなで話し合っ﹃台Ｍ

子とヤハ形劇団では︑団員

人形劇団

小倉子ども

団員の募集

公民館へ電頭集館しで︒

で先着順▼申し込み・：宇治市

・・・宇治市公民館▼定員・・・30人

・：午後1時半ト3時半▼会場

▼日程・内容・：右表▼時間

安井邦子さん

字治市保健衛生課

保鯉婦

小倉公民館と木幡公民館で

倉公民館▼対象⁝市内在住の
婚約中︑新婚の男女および妊

6／23（Ｍ
私の子育て体験2
ぷつである︒

6／30（ね子どもとのつきあいぢ

次も︑良い炭が出来ることか祈

精神衛生相．

は︑明日の親のための学級を
開章乖ｙ︒
◇

︿小倉公民館﹀

これから親になる人を対象
に︑子芦もの成長発達のプロ
セスや︑子育てのもつ意味︑
親になる意味を︑講師の話と
受講生同士の話見ＱＣ．な3ＪＡＪ

あなたも︑ぜひ￡

通じて学び釆ず︒

さい︒
▼日程・内容・・・下表▼時間
・・・午後2時〜4時▼会場・・・小

宏川べ紅から二尾へ上ると︑
炭の香ばしいにおいが漂う︒
ふ﹁日は︑松田康一郎さんの炭焼

人が入るには窮屈な窯口から︑

窯︵すみやきがま︶が開く日だ︒

炭で黒くなった顔に笑みを浮かべ

6

も難かしいことはないが︑感が大

曝江久了所1ミ

6
るぶつに感じた︒

美味のキノコ料理に
生シイタケ

政市ー嘱ｕ人学碍
世話人由？淳ｔさん

事じゃのう﹄と松田戈λ︒背筋を

6／23（昶 看護者の鯉康管理

学習のまとめ

9）124日（Ｈ
午後2ｌ，＞−4時

10

6／14（勾
私の子育て体験ｔ

ピーンと伸ばし︑語る姿はとても

5

9月15日（べ午前9時〜4時
野外学？！（宇治川塔ノ島付近）
宇治川流域の岩石・地質

9

市立北木幡傑ｒｒ所

京都市1歳半検診
6／22（＊1
子どもに封する観の役ｍ・Ｃ−理判定只
欠升のり子さん

︵まつだこういちう2 ん・農

高船者の家庭石，ｉｉ（2）
6／16（昶

8

京都女子大学
教ｎ佐ｔｉ益ｆさん

5
って︑二尾か離れた︒

高齢者の家庭看護（ｌ）
6／9（ね
赤十字家庭肴ｉＪ法教師

4

9月3日（月午ｔ＊2時〜4時
火成岩と造岩鉱物・変ｉ＊岩

5

左八歳とは墨兄ぬ元気さである︒

3

8月5日剛午前9時〜午ａ4時
野外学習（井手町玉川方面）
岩石・鉱物標本の｝≪集・調ｉｔ

7

市立木幡保ｆｆ所
藤本隆・ｒ所妊

母性の成り立ち（2）
6／15刈

業︒二尾東縄手に在住︶

ｊｓ，齢者をとりまく宇治養護老人ホーム
6／2（ね関（≪機関と諸制度 園艮辻村禎彰さん

堆積岩と化石

すばらしい子育てのために
市教委野少年専門指導μ
増井繁一さん

三室戸ほ育園ｍ
長杉睦子さん

學争体を動かし︑うまね翫

生シイタケの収穫（宇治樋ノ尻で）

≪貝ｍ納誠さん

2

8月2日（幻午ａ2時−4Ｉ．Ｊ

日本性歓育研究会
■Ｓ任理事今村要直さん

子育ての心
6／ｌｌ（Ｕ

夕胸に︑働く目標忿持つことが︑

191

宇楠田原の化石よりも
古い化石のお話

京都府宇治保健所
7月9日（Ｈ
午後2時〜4時

5／26（ね 老化を考える

6

講師
内容

4

1
7月17日（11）午前9時〜午後ｉ時
野外学習（宇治市笠取方面）岩石・鉱物標本の採集・調査

5

健康教室日程表
宇治田原の化石と
地層・化石の鑑定

月日

3

6月Ｈ日田
午後2時〜4時

助教授
矢野有夫さん
4

5月29日間午前9時〜午後4時
野外学習（宇治田原町奥山田）化石採集・調査

2

医師松本文絵さん

6／8ｌ≪ 母性の成Ｉ）立ち（1）
京都教育大学

オリエンテーション

予定講師
テーマ
月日

ｍａ人科

3

5月21日（Ｈ午後2時−4時
地層の名前・化石の種類化石探集について

34の7（ｎ⑩8290）
○宇治市小倉公民館…小倉町寺

ながら松田岑んが出て參だ︒黒ぐ

3

予定講師
9（ａＲ2804）

6／2（≪
家族計画について

日程

○宇治市木幡公民館…木幡内畑

2

1

2

3歳までにきまる子どもの兌達プロセスｌ
6／ｌｌ≪
子どものからだ− 京郡市立も・護知・期大学
教授鴫津峯！［さん
3歳までにきまる子どもの兄達ブロセ又2
6／8（昶
〜子どものこころ〜

内91（ｉＳ（ｇｌ4687）

開ａ式
小倉公尺館大西瓊観眩ｓ
5／21ＩＩＪ
赤ちゃんの誕生〜生命をはぐくむ〜
日本性歓育ｉｆ究会
常任理事今ｔｔＳ皿さん
1

テーマ

月ａ
○宇治市公民館…宇治里尻71の

5／26（ね親になるということ

−アーマ

明日の親のための学級日程表（小倉公民館）

屯

1

宇治地方の自然史教室日程表

よりよい子育てのために
明日の親のための学級

⑧
宇治に生きる
二尾で炭焼き
35年（農業）

4

炭焼きはわしの健康法

公民館のお知らせ
松田康一郎さん（78）

1983年（昭和58年）5月11日発行第629号

宇1台ｒｆＪｉ攻だより
（3）

市と交通安全対策協議心一で
は︑啓発活動や交通安全の催
しを行いまｆｙ︒ぜひ︑ご参加

▼例会日・・・毎月第2・4水

学んでみませんか︒

宇治警察署と京都府自転車軽

も午後︱時半から1時半まで︑

整備点検

曜日︑午前10時から▼心一場・：

▽自転車︑ミニバイクの無料

自動車商協同組合の協力によ

ンサートが太陽が丘で開かれ

ます︒︵雨天中止︶

︵市民図書室︶

ニスコート︵函大の握ぼ同

センタ ＩＩ︶▼定員・・・30人▼参

婦人健康・体力づくり

加料⁝四千八百円︒

スポーツ教室

▼とき・：5月13E吻〜6月

24日倒の毎週金曜日︑午前10

時〜正午▼ところ←爾が丘

陸上競技場︵固大の場合は︑

同センター︶▼内容・・・健康体

操︑ストレ″チ体操︑バレー

ボール︑体力テストなど▼参

両教室とも申し込みは︑は

加料・・・三千二百円︒

室種目を書いで︑太陽が丘管

がきに住所︑氏名︑年齢︑教

理事務所︵Ⅲ広野町八軒屋谷

ポーツ活動を目的とした成人

午後3時〜5時▼とこφ：西

9日出の福至曜日︑8日間︑

▼と亭：5月21爪︸7月

親子卓球教室

◇

1︶へ︒吊民体育課一

屋外バレーポールコート︵4

31日︑8月7日・21日︑10月

29日︑6月26日︑7月10日・

面︶▼開放日時・・・5月22日・

▼開放施設・：屋外運動場と

ください︒

育施設を開蓼皇子︒ご利用

京都府立城南高校では︑体

体育施設を開設

城南高校の

◇

へお越しぐださい︒

参加される人は︑直接会場

▼5月18日中・・六地蔵町並︑
早治ショ″プセンター西駐車

策定協議会

地域整備計画

▼とき・・・5月19日困︑午後

丘野外ステージ▼費用・・・無料︒

4時半から▼ところ←臨が
策定するための協議会を開き

◇

︵宏胃1タリークラブ︶

エスペラント語

初等講習会

ずれも日・祝日の午前9時か

10日・23日︑11月20日︵予備
日＝11月μ日︑12月11日︶︑い

語の普及のため︑初等講習会

国際語であるエスペラント
月20日吻︑午後7時半から▼

ら正午までと午後1時から4

か貴任者とする構成員10人以

▼コース・・・京阪宇治駅←白川

所要時間は2時間半ト3時間︒

行っでい未了︒

だいま今年度の会員募集を

社命罪協議会では︑た

太陽が丘の

スポーツ教室

テニス︵硬式︶教室

▼とさ・・・5月17日叫〜7月

員⁝親と子︵小学生︶の15組︒

︵市民体育課︶

よ勢含頴してください︒

◇

スポーツひろば

︿バドミントン﹀5月15B囲︑

午前10時〜正午︒大開小学

︿体力テスト﹀5月22日聞︑

校体育館︒

午前10時〜正午︒岡屋小学

校︒

いずれも直接会場へ︑ト靴

すること奎便命としでいる

︵市民体育課︶

か石っでお越しぐださい︒

住民が主人公である民間福

︵Ｕリ

011︶

お願いいたし

ぜひご入会を

だ章ますので︑

集させでいた

町内必夢通じで会員か募

民間組織です︒

づくりの原動力となっでい

の自主的な福祉活動を援助

社会福祉協議会は︑住民

未了・︒

員を募集します
社会福祉協議会の会

祉活動は︑温かい地域社会

26日脚の毎週火曜日︑午前10
時〜正午▼場所・・太陽が丘テ

小倉小学校体育館▼対象・定

週火曜日の6ヵ月間︑午後1

参加は無料です︒参加者は︑

申し込みは市民体育課へ︒

時まで▼利用できる団体・・・ス

時半から1時半までと午後7

高校内の学校開放運営委員会

上の団体▼利用手続き⁝城南

▼とき・・・5月17日脚かm

を開き濠す︒
︵企画課︶

時か＾ＱＯ︶時までの2回︒いず

せ⁝城南高校学校開放運営委

請をしでぐださい▼問いm

の約一ｉ箭に使用許可の申

に登録したうｙべ使用希望ほ

れか都合のよい時間に▼とこ

る：いずれも竿治市公民館▼

受講料・・・テキスト代六百円と

エスペラント必一の中村日出男

毎月四百円▼申し込み・・・宇治

茶園←白川製茶場︵茶の製造

ふ目︑都市

︵市民体育課︶

員会︵き＠6165︶へ︒

工程見学︶←白川散策︵白山

化の急速な進

◇

Ｊ ん︵公⑩2047︶へ︒当

︵社会教育課︶

日も営け付けし栄ｙ︒

◇

宇治川千年の歴史と

文化を探る学習会

宇治市読書クラブ協議会は

宇治川の歴史と文化についで

神社︑地蔵院︑金色院跡︑も

行と地域社会

学習しでいます︒いっしょに

みじ谷︶▼参加費・・・おとな千

庭や地域社会の福祉機能を

の激動は︑家

会福祉課題の広がりの中で︑

弱めでいます︒こフした社

円︑こμ石八百円︵バス代︑

34︶へ︒︵商工観光課︶

治市観光センタ ＩＩ︵酋⑩33

501付︶▼問い合幻せ先・・・宇

茶席料︑拝観料︑お土産新茶

時〜午後2時の間に随時発車︒

㈲︑京堅落駅前から午前10

▼とき・：5月14日出・15日

お問い合わせぐださい︒

ので︑宇治市観光センターへ

さい︒予約制となっでｒ．1／I

れ未了︒お気軽にご参加くだ

策か薬しむバスツアー−が催さ

の見学︑そしで白川の里の散

お茶摘みと新茶の製造工程

ンプルオーケストラによるコ

レズノ分校のウ″ンドアンサ

カリフォルニア州立大学フ

野外コンサート

カリフォルニア州立大生

◇

ところ・：三軒家公民分館︒

︿棋島町地域﹀▼とき・・・5

から▼ところ・・・三室戸集会所︒

き・・・5月16日側︑午後7時半

︿菟道・明星町地域﹀▼と

加ください︒

康司傍聴できまｙのでご参

次の地域で地域整借計固を

︵交通労政課︶

問営Ｂせは交通労政課へ︒

宇治市公民館大会議罵

ください︒

場で▼5月19日中・・奎扁通

っで安全点検奎行いまｙ︒

▽二輪車の正しい乗り方キャ

り︑田中診療所前で︒いずれ

お茶摘みと白川めぐり

お知らせ

ンペーン︵パレード︶
5月11日出︑宏吊←城陽市
←久御山町
▽ミニバイクの安全な乗り方
教室

時︑大久保自動車教習所︒イ

5月14日出︑午後1時半ト4

ンストラクターによる法令や
実技講習を無料で行います︒
お母さんや初心者の人はご参
加ください︵雨天中止︶︒

第5回宇治新茶まっり

5月11日〜20日

特に子供と考人の交通事故

差点での安全確認の励行︑

・二輪車の安全利用︑特に交

ほとんどが︑子供や老人の事

春の全国交通安全運動

今Ｅから︑春の交通安全運

イクの事芋ぶハ幅に増加して

防止

い未了︒歩く人も︑ハンドル

故です﹈︒また自転車やミニパ

正しい交通ルールとマナー

動が全国一斉に行われます︒

の実践を習愕っけ事故のない
を握る人も相手の立場になっ
て思いやることが大切です︒

・安全運転の確保︑特に安全

ヘルメット着用の励行

ぶつにしましょう︒
宇治市内でも︑昨年の交通

速度の励行とシートベルト
の着用︒

そこで︑交通安全対策協議
会を中心に

奎里点目標に運動忿壁賢子︒

子供を交通事故から守ろう

街頭啓発など実施

家族連れでにぎわつた茶摘みの集い︵一昨年︶

子供はおとなのまねをしやすいもの。
歩道を歩きましょう。

5月14日（土）・15日（日）

事故件数は七百八十件も発生︒
全国的な傾向と同様に増加の

・歩行者及び目転車利用者︑

ＮＬト

一途をたどっていて︑その

市民茶摘みの集いと

″

製茶工場の見学会
は︑直接茶摘み

参加される人

われるほど︑特産宇治茶は宇

会場へお越しぐ

工四″
府道京都宇治線

京阪木幡駅

木
幡
駅

牢治といえば﹁お否とい
治の代名詞となっでいまず︒

ださい︒
▼とき・・・5月

その新茶の茶摘みがいま始ま

習晶︑午前10

っでいまず︒
市では︑市民のみなさんに

時〜正午︵雨天

茶園︵木幡東中

良吉さん所有の

・・・茶摘みは杉本

中止︶▼ところ

お茶に親しんでいただこうと
﹁市民茶摘みの集いと製茶
工場の見学会いを開路示77︒
当日は︑茶摘みを楽兄で
いただぐとともに︑新茶を味
わっでいただき︑その後希望

は㈱松北園茶店

22︶︑工場見学

される人には︑摘んだお茶を

︵農林茶業課︶

の製茶工場︒

工場国
見学先鉄

相手を思いやる交通マナー

近ぐの工場で製導ふ工程を

製茶工場

人とくるまが
見学しでいただきます︒
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ミニバイクの安全な乗り方
教室や無料整備点検も

