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﹁新しいふるさと宇治市づくり﹂をめざして着実に歩んでいます︒なか一
でも︑市民文化の拠点である市民文化センター︑教育環境の改善へ広野

−−

Ｉ

中学校︑新しいイメージの斎場の建設を三大重点事業として位置付け︑

一番

Ｉ

積極的な取り組みをすすめてきました︒三事業とも順調にすすみ︑広野

個■

Ｉ

中学校と斎場は今年三月末の完成にむけて急ピッチ︒また︑市民文化セ

11111111911ａｌｌｓＩＩｓｅ

封︶は︑展示室︑収蔵庫の他︑
研究機能をもつ建物で︑展示
室は第一・第二展示室からな
り︑作品内容によって使い分

一番

Ｓ
−・
−−
−−
−
一一
−−

骨組みも終わり︑その威容を

む︶は︑千三百八席の大ホー

文化会館︵約七千四百平方

μ︶は︑展示・集会室︑実習

が知りたいと望む情報か退蔵

｀

市民文化センターは︑太陽
見せています︒また︑歴史資

ルと四百六席の小ホール︑リ

中央公民館︵約千二百平方

未丁︒

が丘の向かい側折居台に建設
料館︑中央公民館︑中央図書

中で︑文化会館︑歴史資料館︑

するレファレンス室を設けて

果たす施設となっています︒

このよラな施設を備えた市

室︑心一議室︑保育室か備え︑

館の工事も予定どおりすすみ︑

歴史資料館︵約千三百平方

中央公民館︑中央図書館を備

してい求了︒

設けられます︒

現在︑文化会館大ホールの

全体で三〇％強の工事が進行

ハーサル室︑練習室︑楽屋が

▲大ホールの骨組みが完了、今秋完成をめざす市民文化センター（昨年12月、折居台）

います︒

市民文化センター

−■

Ｉ

市では︑立ち遅れていた都市基盤整備をすすめるため実施計画を策定︒一

Ｉ

公民館活動の中心的な役割を

け︑一体的に扱うこともでき

一番

●毎月ｌ日・11日・21日兄行
●か4●●●●●●●●●

Ｉ

ンターは大ホールの骨組みもでき上り︑今秋には市民の文化こ云術の殿
堂がオープンします︒
・

骨組み終わり威容見せる

ｌ

えた複合施設です︒

民文化センターは︑市民の文
化・芸術の拠点として今年秋

契機に市民文化活動の充実に

ます︒

設にしていきたいと考えてい

計土ハタラスでスタートする

徒と︑新校区の新一年生︑合

のうち崇落中学校に通ラ生

久保小学校区と大開小学校区

備えてい毒了︒四月には︑大

別教室九︑技術棟︑体育館を

4月オープンへ急ピッチ

広
野
学
校
にうる
おい中
を与え
てく
れる・
施 斎場

取り組むとともに︑市民牛活

市民の心・立場を大切に

予定です︒一方︑市営火葬場

池本市長が年頭訓示

1月4日

▲4月開校へ工事がすすむ広野中学校（昨年12月、広野町尖山）

−−

第653号
国体マーク等使用Ｂ承番号体協ｌ3−18−001．体協Ｉ3−ＳＢ−0ＤＩ

竃話（0774）22−3141

向かって走ろう■（スローガン）

−辱

市民文化センター
広野中学校
斎場

すすむ三大事業

中央図書館︵約千七百平方
μ︶は︑一般開架室︑青少年

にオープンします︒
市では︑センターの完成を

・児童開架室︑視聴覚室︑集
会室などで構成︒また︑市民

卜自然と調和し︑左に葬祭棟︑中央に火葬棟︑
金井戸︶

右に待合棟を備えた斎場︵昨年12月︑宇治

仕事始めの一月四日︑池本

市長は恒例の年頭訓示か仔い

職員三百五十人公剛に市長

ました︒

は﹁住民福祉の向上宝ツず

職員一人ひとりの努力と創意

活力ある地域社会づくりには︑

工夫が必要である﹂と話すと

行政運営を進めるには︑確固

ともに﹁民主的かつ能率的な

たる倫理感と貴任感をもつこ

とが不可決であり︑市民の立

場︑市民の心皐︿切にして業

務に当るぶつに﹂と訓示︒市

政発展のため一層の努力か求

めました︒︵写真は︑訓示を

行ヶ池本市長︑一月四日︑新

庁舎で︶︒

の老朽化に伴い︒宇治金井戸

に建設をすすめています斎場

は︑従来のイメージを一新す

る建物で︑その荘厳な姿か見

斎場は︑鉄筋平家建︵約二

せはじめました︒

千平方μ︶で︑告別室︵二室︶︑

炉前ホール︑火葬炉︵五基︶︑

拾骨室︵二室︶からな忌ハ葬

棟︑葬祭場と葬祭場ホールが

ある葬祭棟︑待合室︵和室三

室︶とロビーの待︷掻の三棟

工事ぼ順調に進んでおり︑

で構成されています︒

三月末には周囲の自然と調和

したたたずまいの斎場が完成

する予定です︒

教育委員長に

古池さんを再任

宇治市教育委員会は︑十二

月定例会で教育委員長に古池

二巳雄さん︵六土ハ歳︶を再

また︑同職務代理者には︑

任しました︒

宮城宏六λ︵五十五歳︶か逗

任しました︒任期はいずれも

昭和五十八年十二月二十七Ｅ

六日までの一年です︒

から昭和五十九年十二月二十
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健全経営へ提言

宇治市水道事業懇談会

市水道部では︑水道事業会計の五十七年度決算見込みによる累積赤字が約三億円に達す

11111ｓＩＩＩｓＩｓＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｓＩＩＩＩＩＩＩＩＩａｌｌｌｌｓ自11111111111−︱︱︲111111自111111−ＩＩ自−11−−11−1−ｓ1−ｓ︱ｌ1−−111111111111ａｅ

水道料29％の値上げ必要

諸経費の増大に対処するため︑

なお︑五十七年度の給水原

て三〇％も省力化が実現して

十二人と多く︑他都市と比べ

当りの給水人口も二土八百六

準にかかわる全項目検査体制

水質監視体制の強化と水質基

ケ瀬ダムの汚染対策として︑

水質問題では︑琵琶湖︑天

の確立︑管の老朽化に伴ラ赤
水などの対策として老朽管の
布設替えが必要です︒
緊急時に対応する計画などの

さらに︑渇水・地震などの

庁舎新設による業務一推進の近

確立が必要です︒
経営の健全化に

ステムの具体化など︑可能な

図る必要がありまず︒

保障するために経営健令花を

ふ礒も市民への安定供給を

向けて

ものは現時点からでも着手し

市水道の将来像

当面の課題と

こと▽五十七年度までの累積

画的に行い適正投資に努める

このため︑▽施設建設は計

ていく積極性が必要です︒

め︑平常時・災害時別広報シ

窓口サービスの充実化をほじ

目的とした企業努力として︑

今後︑市民サーピス向上を

代化が着実に実現しています︒

電算機導入︑組織の再編成︑

は︑水道検査体制の充実化︑

最近の主な企業努力として

を収めています︒

おり︑業務努力は大きな成果

水質対策安定供給への将来像も検討
ＩＳＩ
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ることや︑府営山城水道の原水単価の引き上げが予想されることなどから︑昨年六月に設
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置した水道事業懇談会に水道事業の経営のあり方︑将来計画について検討を諮問︒同懇談
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会では︑十一月末に︑﹁五十九年度から約二九％の水道料金値上げを実施する必要がある﹂
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そこで︑この提言の内容を取り上げてお知らせします︒

などを骨子とした﹁市水道事業の供給及び経営のあり方についての提言﹂を市水道事業管
111−111111−11−︱−−自−︱−−自111111111111−︱Ｉｌｔｌｌｌｌ自111111111111ａＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌｆ−︱自︱1111−︱自−111111111ｓＩｓＩｓ

的な検討が行われています︒
五十四年十一月から総平均二

価の構成比は︑受水費三一・

理者に答申しました︒
知識経験者と市民代表十人
市では︑この提言を受け︑今

九％︑人件費一九・盲︑支

考えら元未了︒

からなる同懇談会では︑昨年
三・六％の料金改定を実施し

金値上げによる市民負担の軽

てきました︒しかし︑五十七

減を図るマ府営水道の受水単

後の水道事業奪手めていく

市の水道事業は︑五十七年

価の引政王げが予想される中

六月から八回にわたる分析と

払利息一六・四％︑減価償却

度末の給水人口が十五万七千

審議をした結果︑今回の提言
年度決算額では単年度亘億

費一三・九§︑その他の費用

七十四人︑普及率九八・八％

欠損金は会計処理で消し︑料

一千二百九十万円の赤字とな

また︑企業債についてはす

一八・七§となっています︒

ことにしています︒あらまし

り︑累積欠損金で二億八千三

は次のとおりです︒

百四十万円となっています︒

累積欠損金は四億七百八十万

四十万円の赤字が見込次れ︑

本年度はさらに一億二千四百

いての努力が︿祓とも必要で

の引き下げ︑補助金導入につ

すか︑償還期限の延伸や利子

借り入れの努力は認め身笛

べて政府資金であり︑低利債

て安定した水量の確保と安全

とすることから︑将来に向け

として︒普及率の向上を目標

が五十九年度から必要である

ため︑約二九％の料金値上げ

収入との収支バランスをとる

赤字の原因

経営状態と

となったものです︒
提言では︑全国的な動向を

もなう拡張事業だけにとら

ふまえ︑大きな財政負担をと

市の水道事業は︑京都府山

円にもなることが予想され厳

度までの料金原価と現行料金

城水道の受水費の値上げと︑

しい経営状態となっています︒

で︑五十九年度か皇︿十一年

って関心の高い水質問題を重

宇治浄水場の拡張工事を中心

となっています︒

視︑安定した水量と安全な水

とする第四次拡張事業による

また︑長期的に市水道事業

としています︒

六十三年度以降に再度料金値

麗荼化しでいくためには︑
合︑府営水道を中心に︑南部

期的財政計画確立のための作

上げが必要です︒い毒から長

業に篁手る必要があります︒

山城地域の広域水道の一員と

として考え身なヂ︒

しての安定した水道が将来像

この時代背景かぷまえた場

とに変化してきています︒

な水質の確保を目標とするこ

五十七年度の有収率が八八

市民サービス強化

企業努力による

あるとしています︒

水道事業は︑全国的な動向

質か蒋来にわたって保障する

累積欠損金の要因として︑
▽拡張事業などによる支払利
息︑減価償却費などの増加▽
冷夏︑節水による使用水量の
鈍化▽府営水道受水単価︑電

・九四％にも達し︑職員一人

昭和57年度給水原価の費用構成図

力料金の改定による支出増加
▽物件費な盈鰹費の増加が

給水原価・供給単価の推移

くないことが起こる﹂︑﹁その

ふるさとむかし話

寒さのきびしい今日このご

伝えられることになりました︒

うじふるちゃえんだから︑宇治でも古い茶園は︑

る﹂など︑いろいろな迷信が

茶を摘むころ︑主人が亡くな

ろ︑風邪をひいている人も多
いのでは
ませんか︒古く
から﹁お
風邪
よい
と ﹂と
風
邪にに
よ﹂い

﹁品種園﹂をつくるようにな

剱くの殿肌が瀞じっています・

したむおも

いて︑重た

ぷんぷひろく分布してお

いったうじこの言い伝えは宇治だけでな

という言い伝えがあります︒

さとしゅきおおくさん咲いた年は雪が多い﹂

ところで︑﹁茶の花が︑た

ことなのです︒

のうにんぱしちか大坂城の洒南 ｍ＜橋の近 すうじ4うねんいぜんつたのは︑数十年以前からの

一つの品種ばかりを育てた

れにＩＨｉ−Ｍしにパ

がなおるように祈願するなら
わしが︑あちらこちらで行わ

くには︑﹁茶の湯地蔵？Ｗあ

りましたし︑むかしの書む
物か
にしの書物に
うゆは︑﹁入梅の
あまみずちゃ雨水をうけて茶

せんを煎じると︑ じゃきはら邪気を払う﹂と

いうマジナイが行われていた

く︑全
り︑﹁

雪になる﹂
く︑そのよ

豊年にな
なる
ると
とも
も言

のぺ5ではヽ

︵歴史資料室︶

さんもよく観察して︑言
えが正しいかどうか︑確
てみませんか︒

うだったのでしょうか︒

はなりぶう花の量や

われています︒

うな年は︑

まっちゃとぅにぶうぴょうわれ︑とくに抹茶は︑糖尿病

ちやけっあつさでは︑お茶に︒は血圧を下げる

ことも記されています︒近年

効果や制ガン︒効果があると言

に良いという研究成果が出さ

ものと思っていたのです︒

苗木を植えれば枯れてしまう

だ﹂と儲じられていたため︑

ちゃきいしょく﹁茶の木は移植できないもの

られていました︒︒ところが︒

いぇかきにわちゃきそだ家の垣や庭に︑茶の木が育て

されていたむかしは︑多くの

お茶がくすりであると意識

れています︒
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たねまそだみしょうちゃえん種を播いて育てた実生茶園で︑
ちゃそなまにお茶をか
供
ぜえ
せて
きえ
︑て︑風邪や咳

さまやお地蔵さ
言われて︑神さまｔ

｀茶なあ
神ｔはり

このことから︑﹁茶の木を

剣ｈ大1向

お茶にまつわる言い伝え

植えると︑その年のうちによ

とくｎ言い伸・三はとそ
いううに
いび番ズた
花？国1
伝Ｚた茶々｀
と咲1こく
がに
ｔの脚
ろ年ｔ下
芽・単
もはを
が県2

われることなく︑市民にと

修緋費−
6円65銭
（6．17％）

ため︑市民の立場からの具体

事業管理者︵58年Ｈ月30日︶

ト住友市水道事業懇談会会長︵右︶から答申を受ける中本市水道

かいみ
め伝2な

師＝言
口松木ｓ価＝ｌｆｌ用￣（苓4？ｉｙｌ？売却啄剛皿供ｆ；Ｈ
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カメラルポ

る
宇治に生き

正月の4日。宇治僑通りの茶問崖から

トラックに戚勢よく積み込まれたお茶は、
かぐわしい香りを全国各地へ連んでいき

善を目的として昭和四土八年に発

家の主婦を中心に︑農村の生活改

にある白山牛居改善グループ︒ａ

玉露の産地として知られる白川

出た宇治茶の初荷。のぽりや旗を立てた

人の会員が地元野菜の料理法や保

足したグループである︒現在︑八

初あがた
存法︑信昭加物などの学習をし

主婦の手で歳時記を発
刊した白山生活改善グ
ループ会員（主婦）−

解と応援でぷつやくここまでこぎ

20人を保育︒希望者は幼児の
氏名︑生年月日︑性別を申し

さい︒おやつ代二百五十円が

込み時に併せて記入してぐだ

いり康す︒︵小倉公民館︶

市営結婚式を︑昭和三十年十

二月から行ってきました︒

Ｓ

一｀

名作映画鑑賞会

名作映画をとおして︑いろ

いろな文化に接してみません

か︒多数のご来場をお待ちし

▼上映作品・・・﹁二十四の瞳﹂

ています︒入場は無料です︒

木下恵介監督︑2時間32分▼

日程⁝左表︒︵各公民館︶

第11回

柘 ￥前Ｋ時
木幡公民館
（ＩＩ）
〜午後零時半

も午前10時と午後1時の2回

日︒30日︒挙式時間はいずれ

11⁚日︑12日︑17日︑18日︑20

18日︑24日︑3月4日︑6日︑

▼挙式可能日・；2月1ＣＭ日︑

募集します︒

りましたので︑希望ずる人を

今春の挙式可能な日が決ま

秋の季節制です︒

挙式ができる時期は︑春と

30分︑﹁母さんは歌ったよ﹂児

の王子さま﹂アニメーション

ン﹂アニメーションＨ分︑﹁星

公民館▼上映作品⁝﹁エジソ

2時Ａ時半▼ところ⁝小倉

▼とき⁝1月14日出︑午後

さい︒

友だちと一緒に見に来てくだ

楽しい作品ばかりです︒お

子ども映画会

乍ｉｔ6時半−
宇ｉｒ−ｉ市公民館
9時

のは︑自らの子育ての中で子
どもの本を考え︑実践してき
たお母さんたちです︒
▼日程・：下表▼とき・：いず
れも午前10時〜正午▼ところ
・：小倉公民館▼対象・・・市民▼
定員・・・40人︵応募者多数の場
合は抽選︶▼申し込み⁝往復
はがきに住所︑氏名︑年齢︑
電話番号を書いて︑1月い1111一日
團から20日宙までに小倉公民
館へ▼保育・・・2歳以上の幼児

子どもの本を考える講座日程表

春の市営結婚式
挙式希望者を募集
市では︑市民生活の改善の
一つにと簡素な中にも厳粛な

111111−︱−ＩＷ

柘
田

巨椋池の歴史をたどる

らんしている現代社会の中で︑

つけました︒これからも地道に確

午後2時
小ｉｔｉ＞民館
〜4時半

2月3日から郷土史講座

子μもたちを取り巻ぐ文化環

の原稿用紙がドンと目の前に︒

かな足跡を残していきたい﹂・と二

堀
田

数多くの住宅が建ち並ぶ小

がきに﹁郷土史講座受講希誤

境は次第に汚染されてきてい

﹁これが白川歳時記の原稿です︒

人は口今夕？八る︒この白山生活

名作映画鑑賞会の日程表

倉地区︒そこにはかつて人び
とと四季を共にした巨椋池が
ありました︒巨椋池の干拓と

と明記し︑住所︑氏名︑年齢︑

本にはとのよラなものがある
のか︑また︑どのぷつに読み
きかせかすれぱいいのかを︑

お話しをしていただきます

みんなで考えてみませんか︒

﹁農作業や家事の合い間の作業

小さな冊子ですが︑仕上げるまで

改善グループの絶えることのない

なので︑家族や周囲の人たちの理

には皆で何度も作り直しましてね

情熱は︑地域の暮βしの中でも確

会場

時間

ともに大きぐ変容したその周
辺の歴史を学ぶことによって
私たちが住む郷土︑小倉につ
いて理解を深めてみませんか︒
▼日程・：下表▼とき・・・いず
れも午後7時〜9時▼ところ

電話番号を書いて︑1月27日

電話での申し込みも受け付
けます︒︵小倉公民館︶
子どもの本を
考える講座
テレビ︑漫画︑雑誌がはん

ながら活動している︒ま
た︑世代が交代していく
中で数年前から︑数多く
ある伝統行事の保存に取
り組み︑その成果を﹁白
川歳時記﹂と称した小冊
子として発刊︒その主婦
のパワーにひかれて︑山
あいの里に小島スミ子さ
んと柴田アキ子さんか訪
ねた︒二人はグループの
一員として発足当時から
地道な生活改善の活動に
情熱を注いで是人たちである︒

島さん︒柴田さんは︑﹁村中のお

あいさつもそこそこに︑数十枚

もの心を打ち︑心に伝えたい

ます︒こ．ＴＶＪＩＪなかで︑子ど

3 砂洲

胞までに小倉公民館へ︒

・：小倉公民館▼申し込み⁝は

ｌｉｔｊ；池ｔＭｌとｔ活の変容
％（剥
城陽鳥等学仁教ぶ屹か次さん

え﹂と原稿をいとおしなふつに小

なお︑幼児には保護者が必

童劇映画48分︒

ず同伴を︒︵小倉公民館︶

第5回市立幼稚園

子ども展

子どＵたちが楽しい園生活

のなかで︑素直で生き生きと

ぜひ︑見に来てぐださい︒

した作品夕任上げました︒

▼とき・：1月28日出︑29日

間︑午前9時〜午後4時▼と

ころ・：市民会館▼内容・：作品

︵学校教育課︶

展示︑園生活の紹介︒

第13回

市民かるた大会

▼とき・：1月22日㈲︑午前

10時︑受け付けは午前9時半︒
▼ところ⁝広野公民分館︵広

野町酉災九四のＩ︶▼クラス

者︶Ｃ級︵小学校低学年︶▼

・：Ａ級︵経験者︶Ｂ紋︵初心

参加料・：小・中学生三百円︑

高校生以上五百円︒

︵市民体育課︶

級位認定︑賞品もあります︒

▼予約一申し込み・：1月31日

までに市民会館︵♀治里尻七

一の九︑Ｓ⑩2804︶に予

約をし︑挙式の15日前までに

手数料二千円を添えて申込書

挙式内容︑予約など詳しい

を提出してください︒

︵市民会館︶

ことは︑市民会館へお問い合

わせください︒

でご連絡ください。

5
︵こじますみこさん・しばたあき

58年1月生まれのお子さん

』帥

かな根をはぐぐんできている︒

を募集しています。広報課ま

郷土史講座の日程表

年寄りを回ってお話を聞く中で︑

載していますが、先月は応募

同Ｉ．土ｌｉｌ．＊：ｒさん・児ｌｉ悦子？ん
ｆどもに仁えたいｔＳ謡
2 ％（ね

9（Ｓ＠2804）
○宇治市木幡公民館…木幡内畑

月日

講師ｌｆ七？

○宇治市公民館…宇治里尻71の

菅野なＶ？ん

5 ％附

吋Ｉ．
Ａ沙＞ｔｒさん・ｎ−ｉ，弘ｆ・さん
ｒどもがλみたい本親が；克ませたい恥
児 ● 之 ？ 研 ｓ 者 ｉ 児 ・ 文 学サー匹虞！（）

4 沁ね 推薦図占とは…

内91（ａ⑩4687）

ｉ ： ， 乱 卜 公 民 ｌ ｔ 茫ｔｔ学サーク心会員
内 川 世 起 ｆ − Ｓ ん ・ 植 川 打きん

ｒ・どもに延せたい絵奉
ＡＭ

1

マーマ

川日

Ｊ

同1；中ｔｔ朱実さＸ，・輿石刀一子さん
ｆどもに読ませたい幼乍教話

3 沁ね

34の7（ａ⑩8290）
○宇治市小倉公民館…小倉町寺

−11111111111｀

がありませんでした。

い宇治のまちを練り歩きました（右）。
ぷっやくまとめることが出来まし

｀1111111111

お願い

公民館のお知らせ

4

？（ｉ≪
橘島誠と巨．池
宇乱，ｌ唐史資糾室
伏見蚤峨とＥｆｉ池
片原災戈さん
‰（泗人和伽遊と巨．池

2

城］（！高等学悛教ぷ山川良Ｍさん

％ｍ占代の巨椋池
Ｉ

−アーマ

ｌｊＨ
Ｊ

こさん︑共に白川在住︶

毎月、お子さんの写真を掲

こしの初あがたは正月5日元気いっぱ
た﹂としみじみ語る︒

●

初荷

小島スミ子さｎ（53）柴田アキ子さん（54）

ト白山生活改善グループの柴田さん︵右︶と小島さん
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年のはじめ
ふだん着の文化を後世に
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よ
宇治市政だ
（3）

ました（上）。

宇治のまち

「ワッショイ、ワッショイ」子どもみ

加入は随時受け付け

であれば︑持家や借家に関係
なく加入で金原ｙ︒

であるため︑他の火災保険や
共済に加入している場合でも︑
▼申込場所・手続き

わずかな会費で︑居住建物
の火災の際に見舞金が受けら
見舞金が給付されます︒

簡単ですので︑ぜひご加入ぐ

だけまず︒申し込み手替名

す︒今からでも加入していた

月一日からスタートしていま

は申請日から一週間以内に給

える必要があるため︑見舞金

を探したり︑牛活必唇緊ぬ

ちに仮住まいや新しい入居先

②火災に遭った場合︑直

会員証が交付さにれホヂ︒印鑑

などを記入すれば︑その場で

申込用紙に住所・世帯主氏名

関婁陛市役所交通労政課へ︒

市内の郵便局夕際く金融機

ださい︒

はなく︑最近では私に暴力

子関係のあり方と本人の性

お知らせ

なお︑詳しいことは︑交通
労政課まで︒
︵交通労政課︶
農業委員選挙人
名簿の登載申請

寒い冬か健康で過京走

湿度に気をつける︒血圧

清潔に︒暖房中は換気︑

避け︑十分な睡眠をとる︒

の高い人は急に寒い所へ

○風邪をひいたら阜めに安

ど︑よ丘古情や相談が持ち

販売や特設心︼場での販売な

今回はそれか莉用した訪問

？どみ蛮励Ｕましたが︑

量に摂取することが身体に

す︒でも︑特殊なもの輦ハ

説明していることもありま

いくら飲んでも大丈きと

され未了︒﹁食品なので︑

ではなぐ単なる食品に分類

込奔れる薬まがいの健康食

前回は立で替え払い契約

静・・・栄養価が高く︑消化

品についで考えてみましよ

過労を避け︑十分な

のよいもの牽食べる︒た

睡眠・栄養・運動を

ばこは控える︒症状のき

○体力づくり・・・栄養的にバ
ランスのとれた食事をし︑

れラ
る︒
つい
は福
︑医
に市
か推
か 進事業の一環として︑今後も福祉の輪を一層広
身げ
体て
に変
がこ
生と
じる
︑的
そに︑﹁すぷりんぐか〜にばるｋ﹂蔵
宇治ボ
ンティアバンクでは︑宇治市
障場
害合者
祉師
都
い化
く
公と日

健康食品がブームか呼ん

ょいとは言えません︒また︑

運動か目常生活にとり入

年です︒農業委員会では︑農

○と
体の
温を
・募
・・
4歌
写保真
集衣服︑寝具を

今年は︑農業委員の改選の

年間︒必一費は一口︵五百円︶

業委員選挙人名簿の調整を毎

すぷりんぐかーにぱる'8

かのぶつに説明するセール

れは何でも好転反応である

からニロ︵千円︶まで︒十二

年行っています︒今年も一月

◇

一日現猛轟塞人名簿に登載

そこで︑当日に催されるコ

体への危害が発生する例な

ラブルや︑効果とは逆に身

問販売などによる契約のト

されると危険です︒

り︑そのような口上に昴幻

問毛
に総
福浮
祉面
会館
開ノ
浙垂
で三
い丁
李ふ
そ蔭
の田
一方
訪ノ荒・新中ノ
ス荒
トー
ク野
︵町
販売
術・
︶も
堀池・西浦︑伊勢田町遊田・砂田・
語合
・
・で中
田す
・︒名木一丁目〜
目︑・
・で中
︑ー
広
戌話田
新あ
成田・岩ケ鼻・風呂垣外・西裏︑大

ンサートと写真展に使用ずる

登載申請書の提出期限は︑

歌と写真翼瓦Ｉ柔ｙ︒

できる人を調査し示ｙ︒

一月十日でしたが︑まだ禾提

で有効です︒必﹈費も日割り計
算奮こい︑例えば︑一月十七日

牽示とめた国民mセンタ

過信は禁物

薬でなく

に申し込みをされる世帯主は

出の人は︑至急に最寄りの農

ーの盛十七年度危害情報

﹁高血圧に効く﹂﹁糖尿

障害児・者の生きる姿をテー

商品による人体への事故

温刄断ちません︒

協各支店か農業委員会事務局

せ︑特に父性の欠落と本人
の幼児期からの性格形成が

に病気がちの

盛んです︒特

ルストークも

を与λるセー

のよラな印象

康が保でるか

していれば健

食品さえ使用

また︑健康

るのです︒

｀笛百れでい

とりぶ縁ｐ

これは薬事法

す︒しかし︑

ンが多くいま

病に効く﹂なべ薬として

マにしたもので未発表のもの︒

ぶ姿や障害者の働く姿なぺ

▼作品の内容・・・障害児の遊

一口の提は四百三十四円に︑

へ提出しで7︑ださい︒
︵農業委員会︶
公共下水道

るセールスマ

も多かったの

の効用か述べ

が化粧品で︑

発牛頭度の最

ついで医療品︒

報告尹では

クロを問いません▼締め切り

以上の大きさでカラー︑モノ

園芸植物︑健

歌は︑詩吏ぼ曲だけでも構

都市計画法第六二条第一

⁝2月150まで▼5募先・問

康食品となっ

いません︒写真は︑四つ切り

項の規定により︑京都府木津

い合わせ・：宇治ボランテ″ア

事業の縦覧

川流域関連宇治市公共下水道

バンク︵｀ＭＴ654︶へ︒

︵交通労政課︶

の事業認可がありましたので︑

ています︒健

は︑この親子の関係久お

同法第二項の規定により︑そ

なお︑作品か採用された人

す︒また︑ク

が主なもので

どの中毒症状

障害や下痢な

物などの皮膚

シン︑吹き出

害内容は︑ヽ湿

康食品での危

の関係図書を下水道課で縦覧

なぺ

産事業冷暖房用の付属機械

ランティアバンク︶

︵社否福祉協議会・宇治ボ

には記念品欠胃僣Ｘチ︒

主因であり︑後者の相談に

一の坪・東鴫沢・東鴨巣・小
倉町新田島・春日森・蓮池・
−＾ｍａ＊︱＾＞−■＜︱＜＾

1月31日まで
急いでください

多量に含次れ

を逼信するようなことがあ

人が健康食品

れているフェオホルバイド

ロレラの中に

机︑いす︒ロ″カー︑放送

雙笞失ってしまい︑病気

ると︑正しい医療を受ける

▽工具や器具︑呑Ｔ計算機︑

設備︑レジスター︑陳列ケ

といラ物質は︑皮膚障害の

償却資産の申告

ーース︑金庫︑ネオン︑看板

原因となることから︑食品
豊かに育てあぽるのも親で

償却資産を所有し︑事業︵工

毎年一月一日現在︑市内で

に算入されるものです︒

法のうぇか錨一金や必要経費

額︵費︶が法人または所得税

書と種類別明細書を資産税課

三十一日までに償却資産甲告

ばならないのです︒子芦も
の自我や社会性︑そして人

衛生法に荷つく規制を営け

力ではい登っていかなけれ

▼事業地・・・横島町南落合・

1笙す︒
じめは︑単なる副因に過ぎ
ません︒ところが︑このい
じの︑いやがらせが︑昨今
は登校拒否の主因公が成し
ていることも
事実です︒こ
のいじの行為
が︑拒否化を
誘発している
ことは︑新しい深刻な問題
になってい未了︒

など︒

あれば︑逆にそれを放置し

場・事業所・商店など︶のた

▽構築物・：舗装路面︑門︑ネ

なお︑申告方法や償却資産

話術に惑わさ

れないこと

液体なべ薬のような形態

健康食品の多くは錠剤や

で売られていますが︑薬品

の対象となる範囲な芦おから

ないことがありましたら︑資

︵資産税課︶

産税課までおたずねぐださい︒

︵商工観光課︶

ることを認識しましょう︒

はなく︑補助的な食品であ

大切です︒健康食品は薬で

れた食牛居と適度の運動が

健康には︑バランスのと

未了︒

登思化させることにもなり

申告義務のある人は︑一月
親のでき愛や過剰期待は︑

破壊に導ぐのも︑ほかなら

オン塔︑土木設備など︒

ています︒

間関係における調整能力を

そ＼Ｗｉが発育する過程で︑

土地・家屋以外の有形の固定

▽機械や装學：各種機械︑生

へ提出してぐださい︒

めに使用している人は︑所定

資産のうち︑事業に使用され

◇

償却資産となり卓ｙ︒

例えば︑次のよシなものが

ぬ親なのです︒

の申告をしていただくことに

ころ﹂の電話︵⑩0800︶

ているもので︑その減価償却

なっていまず︒償却資産とは︑
戸もはもｙ三度︑過去に戻

へ︒︵青少年対策室︶

青少年の悩みは︑宇治﹁こ

それぞれの時期に本来遂げ

親の心すべきこと

り⑤

ある︑仲間からの無視やい

せください︵−無7141︶

ては交通労政課へお問営お

その他︑制度の詳細につい

なります︒

ニロの場合は八百六十八円に

日から翌年の十一月三十日ま

ること︒︵保健予防課︶

る人は︑申し込みをされた翌

｀ｙ・Ｊ一

▼とき・・・︱月15日冊︑午前8時半︵雨天の場合は1月22日㈲に順延︶▼ところ・・・宇治市民会館前に集合▼出発・：午前9時▼コース・・・宇治市民会館前4家川Ｉ喜撰山ダム〜立木観音︵同地で解散︶の全行程ｔ−
○規則正しい牛活・・・過労を
交感涯課︒
出ない︒
第202回市民歩こう会

京都府交通遺児奨学金

消額
費六
者千
コ円
ー▼
ナ申
ー請用紙・・・交通労政課にあり未了▼申請期限・：1月17日脚まで▼
京都府交通遺児奨学金の申請夕受け付けてい毒了︒▼交付対象者・・・今回は︑交通事故で親などを失った乳幼児︵就学前︶のみ▼支給額⁝年
めに次のこと聚心がけまし

280

月一日以降に申し込みをされ

翌年の十一月三十日までの一

共済期間は十二月一日から

▼会費

は不要です︒

③市内に居住し︑住民︵外

付され未了︒

①交通災害共済と同様︑市

▼特色

夫なんですか︑

を振るいまず︒親としては︑

﹁皐︿がおとなしぐて権威

格に起因するといわれまず︒

バランスある食生活を

国人︶登録をしている世帯主

朝になると駄

仲間のいじめさえなかった

ちで︑ここ一適間は登校し

がないのです﹂︱と付け加

の相談は︑母親が末っ子の

幼児期から小学校低学年の

ておかねばならない成長を

ってその段階を一歩ずつ自

阻害し示ｙ︒そのため︑子

健康食品で中毒も

民の助け合いによる共済制度

間からの無視といじのが続

校か拒否︒もう半年になり

き︑一年生の終わ昨から登

から

未了︒先生方も手タ尽ぐし

目なんです︒

らと・：﹂Ｉそして最後に︑

てぐださるのですが︑効果

最近は休みが

暴力と同様に最近のわが国

ていません︒先生とは相談

えました︒

女児を過保護で育て︑その

拒否症状は︑圧倒的に親の

冬の
健康

れるま吊火災共済は︑十二

明るい家庭は安心から

幼児期からの
過保護と密着が主因

での病理的現象の特徴であ

おれない気持ちです﹂よ

してい車ふ︑じっとして

﹁こころ﹂の電話には︑

結果︑子丿もの成長を阻害

過保護と密着が原因であり

禁括杏は︑主として親

り︑非社会的な問題として

小学校二年女子のほ親から︑

していたということが認め

前者の相談がこれに該当し

られました︒
中学校二年男子のほ親か

まず︒さらに中・高校生で

﹁五月ごみから急に集団登︒

の登校状態が毎呈亡だ︒

らは︑﹁中学校に入り︑仲

校をいやがり︑泣きながら

的組ひ必要があ皇子︒

その治療や予防に賑石に取

この登校拒否も︑家庭内

呼んでいまｙ︒

態＊Ｊ1般に﹁登校拒否﹂と

学校に行けない子μ石の状

的かっとうが克服馨子︒

ない ︱この矛盾した心理

しても行けない︒行きたぐ

ねばならない︒しかし︑ごコ

︒学校へ行きたい︒行か

宇治﹁こころ﹂の電話

心の800番

安心の火災
教室へ入って1承乙矢丈

ｄ

共済
登校拒否
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