市の人口

参議院議員選挙投票

日

79，854人

岡屋小学校増築へ

市議会六月定例会が六月十日から二十一日間の会期で開

かれています︒定例会には︑在宅痴ほう性老人短期保護事

業や岡屋小学校校舎増築工事などの一般会計補正予算︵第

二号︶案をはじめ︑宇治市斎場建設工事請負契約の締結な
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に生じた事業︑補助金の内定

十八年度当初予算後に新た

院への委託料を中心に計上し

も患者の発生があったため病

か計上1蛋したが︑それ以後

予算第一号で千七百五十万円

特に︑赤痢対策事業は補正

が中心になっていまず︒
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6月補正予算（案）

1億4,842万円を計上

ています︒また︑在宅ねたき

痴ほう性老人を七日間を限度

り老人に引き続いて︑在宅の

あらまし

補正予算の

事業扶助に二百四十五万五

◇重度心身障害老人健康管理

に短期保護する事業費や岡屋

小学校の児童数増加に対処す

委託料に五百万円︒

◇市民文化センター模型作成

入に四千二百五十五万円︒

◇はしご付き消防ポンプ車購

百六十万円︒

◇伝染病予防対策経費に千八

事業に五土八万円︒

◇在宅痴ほう性老人短期保護

千円︒

るため三階建て校舎︵普通教

室三室︶の増築工事費︑西宇

治消防分署に十五μのはしご

付き消防ポンプ車の購入経費︑

準備室や準備委員会を設ける

六十三年京都国体に向けて

一般会計補正予算総額は︑

経費などが計上されています︒

一億四千八百四十二万三千円

整備調査委託料に百万円

◇巨椋池およびその周辺地域

で︑これにより一般必一計の歳

入歳出予算総額は二百六十三

◇国体準備経費に三百万円︒

万円︒

◇文化財緊急保存経費に五百

億四千八百八十万五千円にな

ります︒

で仮称南宇治第二中学校の校

四千二百二十四万円︒

◇岡屋小学校校舎増築工事に

また︑債務負担行為の変更

舎・技術棟・屋内運動場新築

ただけることになりました︒

くの青少年団体に利用してい

ト四十張ぴが可能で︑より多

積は四倍になり︑六人用テン

工事費も計上されています︒

テント40張りが可能に

拡張工事が完成

のあった事業や赤痢対策事業

一般会計補正予算案は︑五

どの十二議案が提案されています︒

21日間の会期で
ただいま審議中
この定例会には︑五十八年
度一般会計補正予算︵第二号︶
案をはじの︑宇治市斎場建設
工事請負契約の締結などの十
二議案が提案されています︒
二十一日から各委員会で審議
され︑三十日に本会議で議決

ミミー
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﹇投票用紙﹂

白色は比例代表

薄い黄色は選挙区

炭山滝ノ元に進めていた宇治

市教育委員会が三月末から

作り︑そぐもたちが水遊びで

ねる遊水池︵七十平方μ︶を

地域にし︑調整池の役目を兼

備︑谷川沿いをテントを張る

きるぶっになってぃます︒他

市炭山教育キャンプセンター

一日から便用できることにな

ことにしてぃ康ｙ︒

や便所︑給水設備を設置する

事務所︵三十九・六平方μ︶

に︑プレハブ平屋建ての管理

ーは︑昭和四十二年旧笠取第

将来は

アスレチックも

た︒また︑自然環境を生かし

うことにしてぃまず︒また︑

ァイヤーなどの活動広場に使

ャンプセンターはキャンプフ

これにより︑これまでのキ

た市の社会教育施設として︑

将来の計画として︑北側の斜

して︑舌七たちが自然のな

スレチ″クなどの遊具を設ほ

域にし︑谷川沿いの地域にア

千三百平方μを確保し︑シー

かでのびのび遊べる施設にす

面を切り開きテントか梁る地

ズンに間に合な富抵張工事

ることか考えてぃ康ｆｙ︒

そこで︑これまでのキャン

プセンターの完成により︑面

を進めていました︒新キャン

プセンターの東側の民有地三

く望次れていました︒

キャンプセンターの拡充が強

に大変ご墟曼痴けていまし

否忿航ず︑利用者の皆さん

能力を超えた利用申し込みに

り分の狭い面積のため︑収容

しかし︑六人用テントで十張

二小学校跡地に設けたもの︒

これまでのキャンプセンタ

りました︒

拡張工事がこの程完成︒七月

控原乙流れていた谷川夕整

さ月
六
れ二
る土
予八
定日
では
す参
︒議院議員通常選挙の貨百です︒今回の選挙は︑わが国で初 めて比例代表制が採用され︑比例代表選出議員の選挙︵旧全国区︶は白色の促爾紙に誠党名 を新
記入
キす
ャ
るン
こプ
とに
セなン
りタ
ます
ー︒
は選︑
挙整
区選出議員の選挙︵旧地方区︶は薄い

炭山
キャンプ
センター

ト完成した新キャンプセンター
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159，287人（前月比154人増）
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79，433人

女

第633号

男

（1983

50，473世帯（前月比43世帯増）

ト児童数の増加に対処し増築することになった岡屋小学校

6月26日は
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お母さんの手で防ごう

▼貸付金額・・・夏期と年末

た︑既に貸し付けな受けて

いる世帯は︑貸付額の半額

お問い合わせください。

まず︒

乳児相談

赤痢発生で中止する

くゎしいことは、保健衛生課へ

28日（灯・・旦椋公会堂

わない用心深さを習慣つけ︑

今回は貸し付けできません

以必返済していなければ

▼申し込み・・・最寄りの民生

兌Ｂせて年間十万円以内

委員さんと相談のうえ︑申

27日から7月9日までに社
会福祉協議心一へ提出してぐ

6月23日俐…広野公民分館

以後の実施については、今後

︵教育委員会総務課︶

育委員会総務課へ︒

真奎添えて6月30日までに教

務時間⁝午前8時半から午後

▼賃金・：日額三千五百円▼勤

歴不問︒昭和58年10月1日に

月1日までにｉ壬岩た人︒学

昭和30年4月2日から40年4

（保健衛生課）

︵住宅・都市整備公団︶

56︶へ︒

ー賃貸募集課︵昔06剛34

市整備公団︑住宅募集センタ

くわしいことは︑住宅・都

入居は8月下旬頃︒

ら︶▼敷金・・・家賃の3ヵ月分︒

4ＬＤＫ当初︵八万五百円か

Ｋ当初︵六万五千八百円から︶︑

4ＬＤＫ28戸▼家皆Ｔ3ＬＤ

▼募集戸数・：3ＬＤＫ153戸

十四日から配布されまず︒

ン横島の申込案内書が六月二

棋島町本屋敷のグリーンタウ

近鉄向島駅から徒歩15分の

賃貸住宅入居募集

グリーンタウン槇島

6月25Ｅまで︒︵里誓祭署︶

受験申込期間は︑両方とも

4月1日に採用予罵

に卒業見込みの人︒昭和59年

大学卒業者または︑来年3月

4月1日までに生まれた人で

保健予防事業

27日（月）…東宇治幼稚園

お母さんの力で交通安全の輪

この激増する交通事故か市

くらしの資金

無担保︑返済は4ヵ月据え

込書に住民票參ｙを6月

▼貸し付け条件・・・無利子︑

済▼貸し付け対象・・・年活保

肝一いたあと20ヵ月の月賦返

ださい︒貸付日は7月18日︒

護基準の□倍以内の収入で︑

牛弱保護世帯は対象外︒ま

︵営繕課︶

住宅係︵容⑩3141︶へ︒

問い合わせは期間中に営繕課

申込用紙の交付および︑お

・：＜￡＞月27日側〜7月9日出︑

の保証人がいる人▼申し込み

七千円以下︶で︑市内にＩハ

千円以下︑第二種は月額八万

月額八万七千円以上十四万一

り︑基準収入以内︵第一種は

縁関係や婚約者も含む︶があ

は同居しぷ7とする親族︵内

る市内在住者で︑同居者また

▼申込資格・・・住宅に困ってい

月額六千五百円〜九士︿百円

〜二万二千円︑第二種住宅ａ

第一種住宅＝月額九千九百円

夏期ボーナスのない世帯︒

診費用・：検診料の7割補助で︑
男子は一万八百円︑女子は一
万于七百円の負担▼定員・：2
百人︵先着順︶▼申し込み・・・
7月1日から︒印鑑と保険証
か石って保険年金課︵豊⑩3
141︶へ︒電話で申し込め
求ふ︑後日来庁し手替じ
てぐださい︒︵保険年金課︶

市営住宅空家

入居者募集

今年度に生じる空家への入
居予定者奪″集します︒
▼募集戸数・：第一種住宅6
戸︑筥一種住宅15戸ｙ家賃・・・

小学校プール管理

補助員募集

▼資格・：18歳以上の男子ま

警察官募集

交付申請には印鑑と顔写真一

4時半▼勤務内容・・・児童の水

採用予定︒

▼特別採用︵男子50人︶・・・

枚︵縦4？Ｘ横3ｔ︶゛が︑補

泳監視︑プール施設の整備点

京大宿舎344︶へ︒

康子さん︵五︒庄

6月25ｍまでに辻

生年月日を書き︑

電話番号︑幼児名︑

がきに住所︑氏名︑

し込みは︑往復は

上15人を保育︒申

ださい▼保育・・・2歳児以

み・：直接会場へお越Ｌ︸ぐ

横川寿美子さん▼申し込

装具の交付申請には印鑑が必

児童文学講演会一を開催︒

童文学サ ︲︲ クルと共催で

宇治市公民館では︑児

▼大卒者採用︵男子90人︶

たは女子▼期間・：7月21日か

6月22日困…伊勢田公民分館

・：昭和31年4月2日から37年

断及び︑補装具の修理や翌に

3ヵ月児健診

検など▼申し込み⁝市販の履

相談︒

6月乙；に：｝保健医療セッター

歴書に必要事項を記入し︑写

ら8月31日までのうち13日間︒

三種混合予防接種
相談には補装具か痔参してぐ

＊体障害者吏帳の交付と再

6月24日吻・・・保健医療センター
要です︒補装具の修理や適合

ださい︒︵福祉課︶
育成学級夏期
アルバイト募集
▼期間⁝7月21日〜8月31
日︵日曜日と8月13日〜16日
か際く︶▼時間・：午前9時〜
午後5時▼対象・：大学生▼募
集人数⁝27人▼甲し込み・・・6
月八一日までに︑本人が履歴書
をもって社会教育課育成指導
係へ︒︵社会教育課︶

の市政だよりでお知らせします。

す︒

内で発生した交通事故は︑三
民みんなで食い止めましょう︒
▼運転者のみなさんへ

での希望日︒ただし希望日以
外になることもありまず▼検

お知らせ
宇治サマースクール

障害児のための﹁宇治サマ

ボランティアを募集

ースクール﹂に参加︑協力し
ていただぐボランティアか募

▼とき⁝7月24︑26日︑8

朱Ｉヂ︒

巡回更生相談

身体障害者

︵社会福祉協議心一︶

︵酋⑩5654︶へ︒

会・宇治ボランティアバンク

連絡先⁝宇治市社会福祉協議

校▼内容・：主にプール遊び▼

後零時半▼ところ⁝小倉小学

回で︑時間は午前9時半〜午

月2︑9︑18︑23︑30日の7

6月27日から

▼とき・・・7月1日︑午後1

25日出…保健医療センター

今年に入っで五月までに市

百五十三件︑死者一人︑負傷
とくに︑おにさんが正しい

か広げましょゑ

者は四百二十七人︒昨年に比

夏期貸し付け

1・

思いやりのある運転をしま

1・

交通ルールの手否京す一方︑

て休職な芦弟む舎兄ない理

かな夫婦愛客薙とした異
性としての父親と母親の存
在が決定的に大切です︒

の性意識は発達し︑そして
社会環境の中で育ぐまれま
す︒︵つづく︶

宇治こころの電話︵07
74⑩0800番︶︒青少

・

べで発生件数が六十七件︑負

牟吝にお困りの世帯に︑

1ｌ

父母をモデルに︑子μも

・・

年の悩み・相談を受けまず︒

・

29日出…西小倉集会所

由で収入が減り︑生活が苦

ａ

24日吻…一の坪集会所

﹁くβしの資金﹂の夏期貸

・

医療センター

しい世帯の救済を考慮して

・

23日俐…小倉公民館と保健

例年より時期か皐めて行い

65歳未満の人②検診日に入院
または妊娠していない人︒な

・

日本脳炎予防接種

今年は︑赤痢流行によっ

お︑昨年この制度で受診され

・

は中止します。

し付けをします︒

加入者を対象に半日人間ド″

た人は利用で呈笹ん▼検診

・

赤痢禍のため、保健予防年間

半日人間ドック
受診者募集
市の国保に継続して1年以上

ク検診料補助制度を設け︑検

内容⁝京都第一赤十字病院で

加入している人で︑40歳以上

診料の七割を補助していまで︒

成人病を中心とした総合健康

・・

日程表でお知らせした次の事業

保
国
市では︑成人病の早期発見
と早期予防を進めるため︑五

今年度は︑定員を五十人増や

・

しょう︒飲酒運転や採惑駐車

●・

十五年度から国民健康保険の

し二百人にしました︒この機

・

9月1日から59年3月31日ま

診断を4時間ほど▼検診日⁝
▼対象・・・①検診日に︑宇治

Ｉ・

は禁止︒安全速度は厳守︒

・

・

1・

性の平均像とのモデルとなる父母に︑豊

で戸多でしょラか︒﹁小学
生のくせに不潔︑異常﹂と
見るのでしたら︑現代の子

社会に問題があると考えら

どもを取りまく環境と大人

ｙ・゜゜゛゜−｀

会に受診してみませんか︒

・

牛活の中で︑子供に事故に遭

概して性機能

・

▼自転車の利用者へ

が禾熟ですか

｜・

交通ルールを守って正Ｌぞ

は性の相談はありません︒

ら内面的な悩

・

ること︒交差点では左右確認︒

第二次性徴の精通や初潮な

みとはいえ軽

・

乗りましＨう︒信忌拡ず守

戸が始まる小学校三︑四年

いものです︒

・

子どもたちに
正しい交通ルールを

生頃から︑まず男女交際の

・

▼歩行者のみなさんへ

問題で︑﹁あの︑好真孚

また．早熟性一

・

正しい横断マナーを身につ

がいるんや﹂﹁バレンタイ

・

しろ吉右の原点には︑7無石の目の前

・

幼児・児童期の性教育の

ての父母の存在

大切な異性とし

れます︒

・

けましょう︒

大人の古い性観

宇治﹁こころ﹂の電話から
幼児から︑﹁ぽぐはどこ

突出した傾旦

怠防ば特桓

ではなぐ︑夕

ンデーにチョコレートタ渡

きな子が僕の友だちを好き

指導は﹁あわてず︑
逃げず︑間違わず﹂で

といった相談も出始め康ｙ︒

﹁オナニーの仕方を教えて﹂

何か﹂﹁女の子に触れたい﹂

なった・・・﹂﹁私︑失恋し
うことです︒﹁あわてずに︑
の﹂などの相談が入り始
逃げず︑間違わず﹂の姿た勢
ます︒
で指導することです︒自め信
次いで︑生理や性器とは︑
がないと嘆かないで︑﹁学
ルノとは︑といった知識
校で教えてぐれるわ﹂とポ逃
求や︑﹁どフして子供が出
げないで︑親も勉強して欲ぐ
来るのか﹂﹁セックスとは
ださい︒

3・4年生から
男女交際で相談

−−・−−−−−・

いえます︒さて︑親からみ

の忿歪めてしま

念で対処すると

ぜチンチンがないの﹂と聞

親もいらっしやるでしょう︒

かれ︑思わずドキ″とした

その時︑﹁橋の下から拾
ってきたの﹂とか︑｀﹁神様

﹁いやらしい子／﹂と答え

にチョキンと切られたの﹂

た場合︑子供の性教育はそ

また︑幼児・児童期は︑

の第一歩から失敗です︒

大人がまゆをしかめる性器

ごっこと解剖︑スカートめ

いじりと自慰︑お医者さん

くりやトイレのぞきなどの
行動に及びます︒一過性の
ものですが︑相手か嫌がる
行為には指導が必要です︒

幼児期前後の子どもから小学生のこれらの相談は

・

348
1
・

十79
・

286
昭和57年
・

負傷者数
発生件数死者

人427
人1
件353

昭和58年

−

前年対比 十67
ｔ・

傷者が七十九人息泥でいま

渡るまえは、左右をよく見て
子供の性そのも

市内の交通事故発生状況（58年1月〜5月）

から生書れたの﹂﹁私にな

〜2〜

す方法を教えて﹂﹁僕の好

心の800番

激増する交通事故！
この指導で大切なことは︑

児童文学講演会
宇治市公民館

幼児・児童期の性
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