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五日付で機構の改革と人事異
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市では︑市民サービスの充

係の新設︑再編舎汀っていま
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ら課題となっていたものや緊
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事務管理部門の充実のため企
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契約業務の再編︑清掃業務の

配置にました︒
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準備をすすめるため︑それぞ
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市民サービスの充実へ。明るくて広い

市民体育係）
（青少年係）
（事裏係，市民図書係）

市民文化センター 京都国体 各準備室を新設

今回の機構改革では︑市政

実と体制か確立するため︑各

7月5日

をすすめていく上で︑従来か

市のしくみ

市民ｆｉｔａ（庶務諸税係．普通廠収係、特
Ｓｉｌ吸収係）
資産税課（土地係、家屋係、價却資産諸税係）
納税ａ（収納係、納税第ｌ係、納税ＳＳ
2係．竹理係）
文通労政課（労政係、文通月策火災共済≫．）
う
市民ａ（市尺係、住尺登ｓｉ係、ｆ
ｌ5係）
農林茶業ａ（ｓｔ政係、農産茶裳係、山林耕
地係）
商工観光ａ（商工観光（≪、消費生活係）
保険年金ａ（保険係国民年金係）
同和村策室（同和対Ｓ係）Ｌ
｛稗法隣保館
木幡河原隣保館
生活環境部環境保全ａ（環境衛生係、公害貧ｆ策係）￢
保≪予防課（予防係、保健指導係）
ｉ−清掃事務所鹿務課（庶務係）￣［
事業課（事裏係）
検査室
理課（庶務係、管理係． 道路六帳係．
占用明示係）
木ａｔ（道路係、河川係）
計両課（庶務係、計両係、事業係、公
園係）
遊ａｓ（庶務係，Ｊｔ画係．事業係）
ｔ導課（開兌指導係．ａｓｓ指導係）
ｉ偏失対事業ＳＳ（工事係．維持係．失対
管理係，失対事業係）
（建築第ｌ係、建築第2係）
（住宅係、営繕係）
（用地第ｉ係、用地第2係）

変わりました
市では︑去る七月五日に行った

▼本館地下

機構改革と人事異動に伴い︑庁舎

ロビー

▼本館3階

事務室皐ハ幅に変更しています︒
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テニスコートなど地区公園も建設へ

ｌｌＳ1111111−−千三百人

市民文化セ

ｌａｌ16111−︱−︱︱︲−1111119ｅｌ︱ＩｓＩ
市では︑七月五日︑

ンターの起工式を行いました︒市

111111自白−ＩＩｌａｌｌｌ111111ｓｌｔｌ1白︱1111ｓｌ11−−−︱ｉｌｌｌ

ｌ1−11−−11111111−11−11−︱111111ｓＩＩ−ｌ︲−111111自ｌ︱
民文化センターは︑市の文化・芸

111−−11ａｌ1911111−自1−自−1−︱111111自︱ｌａｌｌｌｌｌ︱1111
術︑社会教育の活動拠点として建

−ｌａ111自11−−1︲1111−−11−11−11111111−︱︲ａ1111−︱ｉｌ収容の大ホ
ールを持つ市民文化会

設を進めているもので︑
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側には︑地区公園としてテニ

一方︑市民文化センター南

ぷつになっていホヂ︒

ば車いす席として利用できる

特に︑展示室は︑市の代表的

を果たす施設になってい未了︒

おを建設用地として確保しま

五年に折居台一丁目の六・四

センターの建設か計画︒五十

を担
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スコート︑バレーコートなど

に完成する予定です︒

で向かい合う形で歴史民俗資

の運動施設奮設けます︒

中央公民館︑中央図焉翠備

文化会館︑歴史民俗資料館︑

し︑独立して利用できるぶコ

それぞれ固有の機能を発揮

連結した一体の建物ですが︑

大ホールは舞台牽否7とり

ル室︑練習室が設けら元未丁︒

人収容の小ホール︑リハーサ

が収容できる大ホールと四百

は接地型で︑身体障害者やお

ールになってい康ｙ︒また︑両

は音楽会もできる専門的なホ

習室︑会議室︑保育室を備え

中央公民館は︑展示室︑実

総合計画か采定し︑市民文化

意による六十年を目標にした

多目的に使用でき︑小ホール

配置されてい未了︒

実施設計では︑東西方向に

年寄り︑吊μもが利用しやす

た公民館活動の中心的な役割

また︑いずれも主要な機能

傾斜か痔つ敷地の地形夕効果

ホールとも車いす席か確保︑

百人程度の集会にも便用でき

や学識経験者な芦雨民の代表

五土︿年七月には︑専門家

した︒

特に大ホールは移動席夕殴け

るぷっになってい未丁︒

規模のギャラリーか痔ち︑二
収蔵庫の他︑研究機能か石つ

室︑簒壁な芦で構成︒また︑

青少年・児童開架室︑視聴覚

市民文化センタ ・︲づくり牽の

を設置︒市民の声を生かした

市民文化センター・︲建設懇談会

二十三人の委員で構成する︑
よって使い分け︑一体的に扱

市民が知りたいと望石碑報を

中央図書館は︑一般開架室︑

うこともで孝柔ｙ︒

展示室からなり︑作品内容に

建物で︑展示室は第一・第二

歴史民俗資料館は︑展示室︑

いぷつ考汽ら元てい床了︒

市民文化会館︵約″ギ四百平
方肩︶舎建設︒通路をほさん

市民文化会館は︑千三百人

車いす席を確保

両ホールとも

的に利用し︑四階建て相当の

めているものです︒

えた複合施設として建設を進

市民文化センターは︑市民

4館で構成する複合施設

料館︵平屋建て︑約千二百平
方μ︶︑中央公民館︵一部二
階建て︑約千四百平方μ︶︑中
央図書館︵平屋建て︑約千四
百平方μ︶が階段形式で建て
ら元卓子︒これらの施設は︑

五十七年二月に︑基本構想︑

ざしてきました︒

基本計画を策定し︑﹁創造す
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気軽に使えるように

長野俊夫さん︵65歳︶
︵宇治妙楽︶

版回と油絵サークルに参加して
いますので︑中央公民館に工作室
︵実習室︶の設置か塑んでぃまし
た︒
中央公民館ですので︑市民絵画
展規疾の作品の大きさを制限せず
に済な天心︑ちっと大きな展示

できる雰囲気ができれば・⁝

に力学ハれていただきたいですね︒

市内には文化人が多くおられ︑指

大切なことではと思います︒幸い

に使えるホールがあれば便利だと

中央公民際の施設には︑多目的

単独の発表会しかできませんので︒

︵宇治市公民館︶︑木幡公民

十年に建設された市民心一館

術︑計答教豆錫の場は︑四

人︒1示し︑市民の文化・芸

市の人口は毒もなぐ土︿万

た︒造成工事は四月で完了し︑

もとに実施設計を作成しまし

本設計を確定︒さらにこれを

を決定し︑五十八年二月に基

設計案か募集︒七月に採用案

市民の文化・芸術活動の拠点

五十九年秋の完成を目ざし︒

勣広場・

．・＆・く
j顕

゛
・

： 宍j
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すね︒

る条件づくりをすすめてほしいで

も連れの婦人が︑社会教育か受け

最も︑本に親しんでほしい子ど

います︒

ば参加できない人が出てぐると思

を開いても保育がついていなけれ

づくりを希望しています︒講演会

催し物でも︑参加しやすい条件

いと思っています︒

室の仕事として︑とりあげてほし

合わせて︑それらの迎営を図書

ます︒

む環境づくりが必要だと思ってい

歳から五歳の低年齢から禾に親し

スを確保してほしいことです︒三

望としては︑読み聞かせのスペー

図書室の利用者の立場からの希

た︒

みて︑本が少ないと感じていまし

ます︒活動の中で︑市の規模から

研究サークルの世話役をしており

という︑読み聞かせを中心にした

私は︑市民図書室の﹁絵本の合

く思ってい未了︒

央公民館［

づくぴが進められていまで︒

館︑小倉公民館にかなぐ︑不

後藤礼子さん︵一″歳︶
︵宇治蔭山︶
中央図書館に︑児童吋開架室が
設けら元ることを聞いて︑シれし
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市では五十年に︑市民の総

十分なものでした︒

思っております︒
運営面では︑利用者が自由に︑

いです︒

ふつにというのが︒私の一番の願

員を配置して︑ますます発展する

と︑やはり︑公民館として専任職

中央公民館に期待するのは︑公

小坂恵美子さん︵51歳︶

使いやすい内容にしてほしいこと

整機関としての役目を担ってほし

ｉｍには︑千年の文化か石った

いことです︒

︵小倉町西山︶

は︑ぜひ市民参加の内容を考えて

文化センターのすＩプン行事心
ので︑音楽関係の発表の場として

いただ政たいですね︒市内には多

圀｀コーラスをやっており康ｙ

市民文化会館の完成舎付ち望んで

市民が気軽に︑自由に出入りでき

導者にｍ宝石ています︒そういう

児童書関係の充実を

くのサークルが育っていますので︒
日頃︑ギター・マンドリンアン

みなさんと一緒に合同演奏会を開

るぷっに︒手続きなどか簡素にし

点で︑ちっと指勇嗇の堀り起こし

ぺ

二廠
配置図

民館の中心的な拠点ですので︑調
専任職員を置いて

市民文化センター完成予想図
おります︒

宇治ですので︑過去の文化の伝承

サンブルや少年少女合唱団などの

ールが必要ではないかと思います︒

くことが夢だったのです︒

白山に会心したり︑こん談したり

現在の市民会館では︑狭いので

だけでなく︑創造していくことも

室を要望したいぶゐ︒多目的ホ

日頃、公民館サークルなどで、自主的な活動をされている3人の方から、市民文化センターに期待する声などをお聞きしました。

管理・運宣㈲で望みたいことは︑

市民の声

てほしいことですね︒ロビーで︑
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[利用者から］

2階市民文化会館（大ホール）・中央図書館・中央公
3階
4階

宇1台ｍｉ
第635号
（3）

子ども菓子づくり
講習会

七月十七Ｅ㈲から黄柴公園

さい︒

34の7（ＳＲ8290）

の来園はご遠慮ください︒
︵市民体育課︶

︵市民体育課︶

定員・・・50組︵先着順︶▼申し

生から中学校3年生まで︶▼

市町村振興宝ぐじ︵サ了︲ジャンボ宝ぐじ︶の予約が七月十四日か誕蚤ります︒くゎしいことは︑七月十四日の新聞︵朝刊二唇覧ください︒︵市咀膿興協合

サマージャンボ宝くじ14日から予約受け付け

関西外国語大学では︑九月に来学する外国人学生の受け入れ家庭を探しています︒食事など家族と同じものでょぺ日本の風俗︑習慣奮天際に体験するのも留学

留学生の民泊家庭募集
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庭でできるスタミナ料理▼講

な生活誓営寺るため︑し

かがけないぶつ︑また快適

因となります︒ 他人に迷惑

てぐださい︒

︵清掃課︶

ついて指導・説明を受け

結果によって維持管理に

は︑必ず立ち会い︑点検

3︑業者が点検奮耳とき

書刄そぐださい︒

2︑維持管理は専門業者に

い未了︒

ことが法令で決められて

1︑定期的に維持管理する

ださい︒

です︒次の点に注意してぐ

どラをみてやることが必要

活動できるぷつに人がめん

そこで︑微生物が活発に

せん︒

の強い環境では牛活1荼

空気の不足や酸やアルカリ

デリヶＩトな生参なので︑

しぶし︑この微生物は︑

もった設備です︒

汚水雪範いにする機能を

べることによって分解し︑

きている微生物が汚物牽食

し尿浄化槽は︑槽内に生

微生物が
汚物を分解

以下の児童︵第1部︶から一般︵第5部︶まで︑府内に居住または通勤・通学している人▼締め切り・：9月5日▼提出先⁝京都府統計協心一︵〒一一一京都

し尿浄化槽は︑維持管理

が十分に行りれないと︑そ

汚水が流れでて︑

の機能を果た ヂ︑浄化さ

れないま

師・・・料理研究家・星野美智子

河川の汚れや悪臭などの原

さん▼受講料・：無料︑ただし

に努めましょう︒

尿浄化槽の正しい維持管理

戦没者の父ほで国債︵再継

給付金

います︒

増刷し︑今日から発売して

なっていました︒このたび

観﹂が一昨年か旨窃れに

や伝統のある宇治茶業の展

第三巻を希望される人は︑

について解明しています︒

歴史資料室までお越しぐだ

︵歴史資料室︶

売しています︒

川西部の牟活と環境﹂も発

牛活と環境﹂︑笙ハ巻﹁宇治

代﹂︑第五巻﹁宇治川東部の

二巻﹁中世﹂︑第四巻﹁近

また︑第一巻﹁古代﹂︑第

さい︒

役所内︶まで送金してぐだ

宇治市宇治琵琶33︑宇治市

金書留で歴史資料室︵干611

冊五百円なぞ凡て︑必ず現

す︒郵送の場合は郵送料一

さい︒価格は一冊四千円で

市史第三巻﹁近世﹂
増刷・発売中

﹃宇治市史﹄全六巻のう

続分い号︶の最終償還︵五十

ち第三巻﹁近世の歴史と景

七年九月十四日︶夕終え︑五

の遺族年金な芦岑受給し︑か

開︑中国僧隠元を開祖とす

この第三巻は︑江戸時代
付金

つ氏を同じくする自然血族た

る万福寺などを記載してい

十八年四月一日現在で旧軍人

戦没者の妻で国債︵継続分

る子も孫も有1なかった人に

て︑江戸時代の宇治の歴史

に里程支配した上林代官

い号︶の最終償還︵五十八年

額面六十万円︑五年償還の国

該当する人は︑昭和六十一

債が支給されます︒
族年金などか受給している人

年五月三日までに福祉事務所

四月三十日︶夕終え︑五十八

に額面百二十万円︑十年償還

︵社会課︶

社会課で請求しでｙｙださい︒
▽戦没者の父ほに対する特別

の国債が支給され未丁︒

年四月一日現在で旧軍人の遺

▽戦没者の妻に対する特別給

父母に特別給付金

戦没者の妻や

ｙ応募対象・：小学校3年生

作品を募集

統計グラフコンクール

︵宇治労働セツルメント︶

越トてださい︒

︵帛治里尻71−9︶へ直接お

36人ｖ申し込み・：材料費かそ
えて︑宇治労働セツルメント

材料費千円が必要▼定員・・・

セツルメント▼講習内容・：家

1時からｖところ・：宇治労働

ｖとき・︒・・7月27日㈲︑午後

夏の料理教室

︵京都府歯科医師白

指導など︒

フ″素塗布︑検診︑歯みがき

センターｙ内容：虔示︑映画︑

10時1正午︑午後1時〜2時
半ｖところ⁝宇治市保健医療

▼とき⁝7月16日川︑午前

みがき指導な芦召行われまず︒

吊民会館︶

館︵Ｂｃ2804︶へ︒

くゎしいことは︑市民会

か多えて申し込み罵

使用される場合は︑使用料

新婦の控室や披露宴会場を

数料二千円をそえて︒新郎

の申込書に記入し︑挙式手

挙式日の15日前までに所定

回▼申し込み・：予約された

・・・午前10時と午後1時の2

秋の市営結婚式

歯のひろば

体育課︵尽了141︶へ︒

加料⁝無料▼申し込み⁝市民

と定員・・︒・中学生以上50人▼参

ろ・＝西宇治公園プールＶ対象

日間︑午後6時〜8時Ｖとこ

冊︑8月2日図〜5日出の8

▼とき＝・7月26日肉〜29日

一般水泳教室

す︒︵保健予防課︶

防課へ︒郵送でも受け付けま

免許証の写しかぷえて保健予

日︑27日︒30日▼挙式時間

30日︑11月3日︑15日︑24

9日︑20日︑26日︑29日︑

Ｖ挙式可能日・・・10月8日︑

のは受け付けで空ません︒

の予約期間に予約のないも

挙式希望者を募集
ふ萩︑市営結婚式か示げ
βれる人か募集しています︒
挙式可能日は︑次のとおり
です︒希望者は︑日時か選
んで八月十日までに市民心一
館へ予約してください︒こ

歴書に記入し︑最近6ヵ月以
内の本人の写真をはり︑職員
課にある申込書但荼を︑7
月19一日から15日までに職員課

︵職員課︶

へ︒郵送による受け付けはし
ません︒

アルバイト
看護婦募集
ｖ応募資格・：看護婦︑准看
護婦の免許か肴する人▼募集
人員・：よ▼雇用期間・・・7月
25日Ａ11月Ｈ日︵予定︶▼申

歯科検診や歯みがき指導︑

レート戦争﹂カラー・児童劇

維持管理は専門業者で

▼開場日時・：下表︑ただし

らせ
お知
市職員を募集

・土木技師・：昭和30年4月2

学校教育法による高等学校

日〜40年4月1日に生まれ︑

以上の学校で土木の課程を
修得した人︑人募集︒

し込み・・・7月12日118日まで
に市販の履歴書に最近6ヵ月

Ｖ試験⁝7月16日巾︑午前
9時からＶところ・：宇治市職

・・・明星天文館館長・江上賢三

映画41分︒

ださい︒

し尿浄化槽

と西早治公園にある市民プー
雨天の場合︑ 水温低下などに

すｙ入場料・：おとな二百円︑

よって中止することがありま

プールと幼児プールが併設さ
中学生以下五十円︒

両市民プールには︑五十じ

ルが亨・・プンします︒

れており︑昨年は一万人の市
なお︑両プールとも駐車場
が狭く混雑Ｌ蚤すので︑車で

○宇治市小倉公民館…小倉町寺

民が利用しました︒
今年も水泳か薬しんでくだ

▼黄架公園プール

劇映画16分︑﹁山ねずみ口″

孚戸もさんは︑小学校4年

さん▼対象・：市内在住の親子

そして障害児の歯科検診や歯

キー・チャ″ク﹂カラー・ア

以内に撮影した写真をはり︑

ニメーション27分︑﹁チョコ

員会館▼申し込み・・・市販の履

ラーアニメーション︵75分︶︒
新着フイルム
映画会

8／6出

込み・：宇治市公民館へ︑電話

4

か直接来館してお申し込みく

8／3羽 〈天文講話〉インドネシアの皆既日食

そ公尚けの16 ＾■＝＾フ″ル

宇宙科学教室
夜空に輝ぐ星の観望︑プラ
ネタリウムで宇宙の話か聞き
ませんか︒
宇治市公民
館では︑親子

3

夏休みのひととき︑友だち

ムか公民館で講入しました︒
このフィルムの映画必一を三公
民館で開きます︒入場は無料
です︒
▼日時・会場・・・左表Ｖ上映
作品・：﹁おじいさんと不思議
なおくりもの﹂カラー・人形

7／30出

8／1−30 ………………＝』
8／31 ‥‥‥‥‥，……｜
7月17日剛午後2時−4時
宇治市公民館

と一緒にお菓子づくりをして

9（Ｓ＠2804）

︵張ぽおう︶﹂で長編力

2

夏の星座と金星・木星・士星の観望

みませんか︒

▼とき・・・7月21日困︑午後

を対象に︑夏
休み向けの宇
宙科学教室を
開きます︒
▼日程・テ
ーマ⁝下表▼
時間⁝午後7
時〜9時▼と
ころ⁝宇治市
公民館▼講師

〈夏休みの研究の手引〉
7／27匂 太陽・月・星の観察のしかた

〈天体観望会〉

▼とき⁝7月30日川︑午前
10時〜午後零時半▼ところ・：
木幡公民館▼内容・：デザート
クレープとフルーツ寒天ｙ講
師・：パン教室講師・荒木｀笑
子さん▼費用⁝材料費三百円

公民館▼対象⁝小学校5・6

1時半ト3時▼ところ・・・小倉

年生から中学生まで▼定員・：

入場は無料ですので︑多数

映画のつどい

夏休み親子

そえて小倉公民館へ︒

年生▼定員⁝30人︵先着順︶

20人︵先着順︶▼申し込み・・・木
幡公民館へ電話または来館で︒

▼対象⁝市内在住の小学校5

ごう！
ご来場ください︒上映作品は︑

宇宙科学教室の日程とテーマ

7月17日にプール開き
▼申し込み・：実習費三百円を

おやつ教室
自分で作ったアイスクリー
ムやプリンと︑お店の味とど
う違シかな︒みんなで作って

テーマ・内容
日程

7／21〜7／31

7月17日（川）午前10時〜正午
木幡公民館

市民プールで泳
食べてみぶつ︒

〈星と語ろう〉
星空とロマンと宇宙の神秘
1

1011121314151617

）ぐ

｜………………
7／17
7／18〜20

7月16日巾午後2時−4時
小倉公民館

内91（ａ⑩4687）

午後3時半〜5時
宇治市公民館
出

会場
日時

○宇治市木幡公民館…木幡内畑

午前1Ｏ時〜11時半
木幡公民館
8月
小介公民館
9日午後ｉ時〜2時半

市民プール開場日程

新着フイルム映画会の日程

ｃ宇治市公民館…宇治里尻71の

会場
時間

玉
夏休み親子映画のつどい

公民館のお知らせ
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