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溝・といなどを点検
六月十一日は入梅︒まもなく本格的な雨の季節がやって
きます︒市では︑雨期を前に防災パトロールを実施︒的確
な対策活動をするため︑市内の災害危険個所をチェックし

防災パトロールで
現状を把握
毎年︑雨期になると集中豪

長・市幹部職員をはじめ︑府
などの関係者が︑市内の災害
危険場所の現況を把握して的
確な対策活動かずるため賢火
パトロールを実施︒住宅団地
ｔ晟地や河川︑ため池な芦千
個所か視察しました︒
激しい降雨時
気象情報に注意を
雨期に付きものなのが︑大

大雨注意報は一時間雨量が

注意してください︒

テレビやラジオの気象情報に

雨による浸水や土砂くずれの

昨年市内では︑局地的な集
中豪雨によって中小河川や水

おおひね二十い以上で被害が

路があふれ︑道路や民家が一

予想される場合に︑警報はそ

観測所で︑一日雨量七十φを

雨時に︑京都地方気表邑辺

里八月二十七日未明の集中豪

Ｌ示し︑府南部では五十九

けるのは難しく︑その来襲を

このよラな自然の猛威を避

な激しい降雨状態となります︒

バヶツをびっくり返したよう

時間雨量三十φ以上の時は︑

れる場合に発令︒ちなみに︑一

京都府が︑太陽が丘︵山

水上ステージがある諒隙プ

ンしたファミリープールは︑

一方︑昨年七月にオープ

ることになっています︒

進めていた競泳プールがこ

ールと二十五μ︑七コース

城総合運動公園︶に建設を

のほ退屈︒七月一日から

認プールです︒六十三年京

五μプールで︑いずれも公

ルと移動屋根を備えた二十

管理棟羞四えた五十μプー

ルの五施設夕備え︑利用者

べり︑そして幼児専用プー

ライダーが設けられた滝す

ウォーターボブスレーとス

か田している造反プール︑

水辺に砂利を敷き海の感じ

のトレーニングプールの外︑

オープンし毒ｙ︒

都国体夏期大会では︑五十

完成に巡のは︑スタンド・

μプールは本水競技会場に︑

の人気を呼んでいます︒

また︑両プール共に︑大

︵Ｓ⑩1313︶へ︒

ぐは︑勢京都府公園公社

は左表のとおりです︒詳し

開設期間や利用料金など

二十五肩プールは補助プー

会などでの専用使用が無い

ルとして使用されます︒

場合に限り︑一般使用でき

トスタンド・管理棟を備えた50mプール

3141︶へ︑溝掃除をする

一週間程前までにご連絡くだ

さい︒

便槽に入る水

こんな方法で防止を

一時的な浸水でも︑便所へ

なお︑容器には︑必ず新聞

紙鳶歿いて溝土を八分目まで

くみ取り口が横ぷだ式の場

ここに慎んでごめい福をお

祈りいたします︒

されました︒

れるなど︑地方自治にご尽力

評価審査委員会委員夕勁めら

三年六月まで宇治市固定資産

また︑三九年一月から五十

宇治市教育委員か歴任され︑

中原さんは︑昭和二十七年

十一月から三十一年九月まで

た︒

五月二十七日︑死去されまし

中原 貫一さん

自治功労者

わせ
宇ぐ
治だ
市さ
自い
治︒
功労者の中原貫
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25m コース 2,100円 2,800円 4,400円

部浸水しましたが︑幸いにも

記録︒道路に水があふれたり︑

れ四宝の重大な災害が予想さ

土砂崩れにより通行止めにな

完ぺきに予期することはでき

溝の土今ハれるプラスチ″ク

7月1日オ−プン

水が入ると使えなくなります︒

50･25･ﾌﾟｰﾙ 9 / 2 ‑ 9 / 3 0
全面 24.000円 32,〔xw円50.000円
専用・コー 午 前 ■ f i t ･ 50 "1 コース
3.000円 4,000円6,300円
ス使用
全日の3区分
(申し込み制)
全面 12.000円 16,(XX〕円25.000円

大きな被害には至りませんで

ったりト笙した︒やはり雨期

ません︒突然の自然災害を少

容器を無料でお貸ししていま

太陽が丘競泳プール

入れ︑十分に水切りしてぐだ

水を防ぎましょう︒マンホー

合は︑土のう・ナイロンｆ浸

ル式の場合は︑マンホールの

日

全

午ii

午前

した︒

には少しの油断も許されませ

しでも軽くするためには︑替

ントになります︒

段からの心掛けが重要なポイ

ん︒
このため市では︑去る五月
三十日と三十一日の両Ｂ︑市

身近な環境整備で
被害を最小限に
とどめるため︑身近にできる

市が回収しています︒また︑

環境整備から始めましょう︒

す︒市璧侃掃事務所︵魯⑩

大雨による被害夕最小限に

床下浸水の原因が︑側構に
たまった︒コミだったという例
は︑毎年のぶつに報告されて
います︒雨Ｊといや排水管に木

ふたをナイロンや新聞紙で覆

50･25"S.≪ﾌﾟｰ/vli大会など専累使弔のない場合;:S')fi!aできます．

ました︒みなさんの家の周りでも︑溝やといなどにたまっ

積は約九百十七平方μ︒学習

センターでは︑青少年に対

の葉やゴミがつまっていない
か︑家の周りの溝などに空会

なお︑収集日にはこれらの

い︑重しなどか雌いて密閉匁

ものを取り除き︑くみ取り作

業がに羊すい状態にしておい

くみ取りロが周囲の地面よ

てください︒

り低い場合や破損したふたの

修繕︸︒恬なと認ぐは︑城南

衛生管理組合︵ｓ0756311ｎ

9/2‑9/30 大人＝400円、高枚生=300円
25"!プール 午前･午後 小･中学生＝200円、幼児(4汲以上)=5(〕円．
(λii昏m 団体割引(25人以上, 2割引)

雨などの注意報や警報︒雨の

棟一階には︑特別学習室と事

する学習︑スポーツ等の講座︑

ト町内会で協力し合って溝掃除

7/1‑9/1 大人=900円. 高役生＝600円
ファミリー (午前9時ヽ小･中学生=400円、幼児u歳以上)100円
午後5時) 団体割引(25人以上. 2割引)
プール

降り方が激しいと感じたら︑

さる六月二日︑宇治市善法

務室︑二階には︑三つの学習

表が﹁勉強や遊びにみんなで

教室の開設︑自主学習や健全

カン︑紙箱︑ピニール︑ポリ
容器︑廃材︑土砂なＩかつま
っていないかな芦干分ご注意
ください︒
溝掃除で出た
泥・ゴミの回収
町内会や自治会な芦雅膚掃
除か仔った時のゴミや土砂は︑

太陽が丘プールの利用案内

被害が全国的に発生していま

ありませんか︒早めに点検し雨期に備えましょう︒

また︑体育・レクリエーショ
ン活動︑そして健全な遊びの

建物は︑鉄筋コンクリート

場としで設けら元だものです︒

造り二階建の学習棟と︑鉄骨

青少年センターの開館式が行

室︑集会室︑図書室が配置さ

平屋建の遊戯室棟で︑延べ面

者︑議長をはじめ児童召かテ

楽しぐ利用したいです﹂とあ

れてい卓子︒

いさつ︒音楽合一など記念行事

市では︑差別のない明るい

となってい康司

相談と指導等が行りれること

な遊び場の提供と指導︑各種
この善法青少年センターは︑

冊百れた青少年のための複合

同和対策事業の一環として設

李ゐで︑市民の皆さん︒一人

社会を築くため︑ふ礒とも︑

ひとりのご理解とご協力をお

施設︵教育集会所・児童セン

同和地区の青少年の教育・

願いします︒

同和行政の推進に努めていき

文化の向上︑健全育成を目的

ター︶です︒

として︑学習・文化一−動の場︑

ど

料金な

利用

開設期間

a

n

す︒

個所をパトローフレo 5月31日、炭山で。

たゴミや土砂が原因で︑わずかな雨で水があふれたことは

集中豪雨があった場合に危険が予想される
か薬しみ開館を祝いました︒

ープカ″トをした後︑児童代

われました︒当日は︑市関係

６月２日開館

善法青少年センター

ト開館を祝いテープカットをする

知育・体育の場に

とｸﾐ

雨期に備えて
池本市長と関係者
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青少年問題の悩みなどお気軽に

川観光通船︵酋⑤2328︶・

９時︵雨天の場合は７月７日
間に順延︶▼ところ⁝向島テ
ニスコート▼種目⁝男女とも
ダブルスで５年・６年の部︵５︑
６年混合の場合は６年の部︶
▼対象・・・小学校５︑６年男女
▼参加費⁝無料▼申し込み・
問い合わせ・・・岩口求さん︵容

︵市民体育課︶

⑩6569︶へ電話で︒

スポーツひろば

交通死亡事故が激増

市内は過去最悪の状況

自動二輪車のスピード違反
による事故や︑老人の横断
歩行中の被害が多く︑これ
らは特に夜間に国道・府道
で多発してい求ｙ︒

宇治警察署管内での一月

謀運転に起因するものが多

スピード違反など︑悪質無

向として①無免許・飲酒・

交通死亡事故の特徴的傾

して︑運転に際しては必ず

るぶ？心掛けましＩコ︒そ

どで歩行者の安全を確保す

り︑交差点では一時停止な

運転者は安全速度か必ず守

四惨な事故を防ぐため︑

一日から五月八日までの死

い②また︑々︒プでのスピ

シートベルトやヘルメ″ト

最近︑交通事故による死

者数は八人で︑昨年同期に

ードの出し過ぎによる路外

自損事故が多いＩなどが挙

逸脱︑物件衝突など単独︑

は︑面倒でも横断歩道や陸

歩行者は道路金｀断ずる時

か晋用しましょう︒他方︑

亡者が激増しています︒

比べて五人も増加していま
す︒同様に︑宇治市内でも

げられます︒

︿バドミヽｙトン﹀

最悪と言われた昨年をしの

橋か莉用し︑走行車両の直

死者数は既に三人で︑過去

持参し直接︒

その他︑若者が運転する

後７時半〜９時半︑南部小学

施設への理解か深めていただ

ぐ勢いで増えてい未了︒

校体育館023日間＝午前10時
〜正午︑岡屋小学校体育館▼

一人でもグループでも参加

市では︑私立幼稚園教育の

から木幡公民館︵豊⑩829

着順︶▼申し込み⁝６月一１１日

生舎弓親▼定員・・50人︵先

前・直後の横断は絶対にや

子どもの遊びの大切さ

参加費・：無料︒

なお︑日程は申し込みに応

︵福祉課︶

じて施設と調整の上︑決定し
ます︒

一層の普及・充実を図るため︑

子どもの健康を守る食生活
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▼日程⁝○６月19日團＝午

−

宇治観光協会︵公⑩〜３４︶

こラといラものです︒積極的

百円程度︶︑ただし忠洒保護受

おり︒時間はいずれも午前９
時半〜正午▼ところ・・・木幡公

私立幼稚園に四・五歳児を通

0︶へ阿部直接来館で▼保

リ

負傷者数

Ｖ

から随時▼問い合わせ・：宇治

川面聚覧履る涼風は格別︒

へ︒︒
で政蛋す︒上靴夕痔って︑直

なご利用鴛

給世帯は免除▼申し込み・問

保護者▼費用・・・食費︵一食三

の生徒と在宅障害者︑その

つ養護学校高等部に在学中

▼参加資格・・・療育手帳か痔

接会場へ︒ 吊民体育課︶
精薄者更生施設への
体験入所の参加者募集

者施設療育事業の一環として︑

京都府では︑心身障害︵児︶

精神薄弱者更生施設への体験

祉係︵豊⑩3141︶へ印鑑を

い︿Ｓせ・・・福祉事務所障害福

私立幼稚園児の

園させている忘詮に対し︑

育・：２歳以上の幼児︵定員20

民館▼対象・・・市内在住の小学

幼稚園を通じて保育料の補助

人︶︒おやつ代一人五百円︒ご

保護者の皆さんへ

を行っています︒今年も︑六

希望の人は︑受講申し込み時

よう︑指導に熱意か痔ってい

早く日本の社会に定着できる

る立場か理解し︑孤児世帯が

い帰国孤児世帯の置かれてい

▼対象・・・身一元が判明していな

▼引き受け期間⁝３年以内

身元引き受け人を募集

中国残留日本人孤児の

に合わせて︒︵木幡公民館︶

月下旬に各幼稚園を通じて︑
﹁調書﹂を配布し示す︒調書
には︑昭和六十年度の﹁市・

十二月ごろ支給する予定です︒

提出しでＩださい︒補助金は︑

小学生を持つ
親の教室
▼日程・内容・・・右下表のと

ま

月剽カッコ円は昨牛皿)

京都府立大学生
刮t学部
学部a･tilt 文 善軸さん

して知られています︒

夏の夜のひとときを︑ぜひ鵜

お知らせ

︵商工観光課︶

飼い見物でお楽しみください︒
▼期間・：６月15日出〜８月
31日出▼乗船場所・・・喜撰橋西
詰め▼料金・・・乗合船４
三百円︑そと左︿百円貸切

−ｌ

宇治川の鵜︵ウ︶飼いが︑六
月十五日から始まります︒

小学生軟式庭球大会

す︒更生施設に短期入所し︑

入所の参加者を募集していま

下水道施設を大切に

くｉ

小学生をもつ親の教室日程表

1 a 1日〜５月８日（カッコ内は昨年比）填ｉ
501
(十63) 8（十5） 636（十98）

※日程とテーマについては.
It合で変更することもあります。

︵牢治警察署︶

警察署︵豊⑩1111︶へ︒

６月27日まで︑詳しぐは宇治

受験申し込みは︑両方とも

４月１日に採用予定︒

１日までに生まれた人︒61年

昭和33年４月２日〜39年４月

▼大卒者採用︵男子50人︶・・・

日に採用予定︒

日に生次れた人︒60年10月１

和32年４月２日〜42年４月１

▼特別採用︵男子40人︶・・・昭

警察官の採用試験

︵京都府︶

０７魯１１１︶へ︒

部国保援護課遺族援護係︵豊

ふおせ・：詳しぐは京都府福祉

・・・毎月一万二千円支給▼問い

る社会的信望の厚い人▼手当

(閉at式)
子どもを伸ばす家庭環境

船三万七千円︵10人乗り︶︑

宇治市軟式庭球協会の主催

▼とき・・・６月30日剛︑午前

旭町います︒

ング店︑歯科医・整形外科
医などでは浮遊物や混濁物
か分離する装置禦殴しな
けれぱならないことになっ
ています︒更に︑工場廃水

一

一⁝⁝⁝ ・ ：⁝⁝⁝⁝：：

用に際しても︑排水中の混
濁物か分離させる装置か設
置することが必要です︒

牛活排水や産業廃水をス

ています︒

家庭における子どもとのかかわり

宇ii;署管内

小学生の家庭指導tまご?昆ｙ
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肉

二万五千円︵15人乗り︶︑三万
五千円︵20人乗り︶︑五万円︵30
人乗り︶▼出航時間⁝悉屈
は午後７時と８時20分︵８時

遂には処理能力牽上回って

20分は不定期︶︒貸切船は日没

道には︑どのよシな影響が

しまうことにもなります︒

排水基準

義務づけられている

牛Ｉるでしよ夕司
実験では︑ディスポーザ
ータ使用した場合︑下水濃
度は二倍に︑下水管内の沈

下水管之傷めたり詰まらせ

子どもの問題の理解

7/12
閉

かがり火の中で︑巧みな手

元より︑魚の骨︑割りばし︑

ディスポーザーという︑

消化不良を起こす

るだけでなく︑最終的には

ムーズに流し︑下水道施設

府民税納税通知書﹂か添えて

夕有効に機能させることは︑

◇

ディスポーザーの利用が

快適な牛活環境と豊かな自

︵企画管理部総務課︶

増えれば同様に︑下水管の

然を守るために︑大切なこ
とです︒︒ ︵下水道課︶

流れを妨げ︑また水質公害

ます︒デ″スポーザーの使

小学生の心と身体の発達

7／6
出

発生件数 死者数

京郁敦育大学
教授 栗田 修さん
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博さん
W教大;S浪花

ヅ

京都府下 5,224(十231)63(−l） 6;621(十210)
宇治市内 E63(十21) 3(十2) 327(十33)

京都大学教育学部
助教授 上杉孝責さん
宇治市立木幡中学校
教ISi 梅原正己さん
宇治市ね育委貝会青少年対策室
指導主恭
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6

綱きばざか見せる風折烏帽子
︵かざおれえぼし︶に腰みの姿

時に粉砕し︑水と一緒にジ

ュースにして下水に流すゴ

ミ処理器があります︒

この器具蛙厨のゴミ処

の鵜匠︒そして︑鵜が軽快に
の排水を処理する公共下水
銀鱗︵りん︶の鮎︵アユ︶名号
利なものです︒しかし︑こ
姿は︑宇治川の夏の風物詩と
理対策には︑大変快適で便

６月15日から塔の島畔で

スイッチ一つで野菜くずは

ディスポーザーの影響
下水管に与える

スを流すぷつには設計され

ディスポーザーにも

体験入所の対象施設
を引卑起こすおそれがあり

処理装置を設置

所在地
｀舞鶴市
福知山市
亀岡市
美山町
城陽市
八木町
施 設 名
みずなぎ学園
福知山学園
みずのき寮
美山育成苑
南山城学園
あけぼの学園

交通事故発生状況,
x･〃i≫iﾀe土iへ/几l肌日〜4

子どもの学力とやる気
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法務局

一部替わります

の福祉施策や︑その他高齢

かになり︑年金︑医療など

分布︑家族構成な芦か明ら

進行状況︑就業状態︑地域

査で高齢者人口や高齢化の

によるデータです︒国勢調

資料になるのが︑国勢調査

こｙした施策を検討する

要があり未了︒

資格証明書︑印鑑証明書︑

閲覧︵不動産︶などの手数料

が︑従来の収入印紙から﹁登

なお︑登記申請︵売買︑相

記印紙﹂に替わり康ｙ︒

続︑抵当権設定︑会社設立︑

役員変更など︶の登録免許

税は︑従来どおり収入印紙

﹁登記印紙﹂は︑全国の集

で納めていただきます︒

郵便局︑印紙販売所で発売

配郵便局︑登記所最寄りの

されます︒詳しくは︑京都

地方法務局宇治支局︵容⑩

４１ｎ／ １︶へｏ

︵京都地方法務局宇治支局︶

化社会に向つての雇用問題

に必要な資料登得ることが

また︑世帯形態舎が析す

出来まず︒

ることで︑独居老人を含め

た核家族化や︑逆に三世代

同居の推移なべい＆いろ

な社会的変化が明らかにな

︵環境保全課︶

日ごろ石ら心掛けましょう︒

他の人の気持を思いやり︑

があります︒

な﹁騒音や雑音﹂になること

音でも︑他人にはただ不快

など︑自分にとっては快い

流れる音楽やピアノの音色

す︒しかし︑ステレオから

程度はやり盈得ないことで

るの這双のことで︑ある

暮らしの中で音が発墨ｙ

︵企画課︶

たすものと言えます︒

る羅針盤のよラな役目夕果

私たちの明日の慕らじを探

料となるものです︒いわば︑

策奎交工での︑貴重な資

が社必一的変化に適５する施

国勢調査は︑国や自治体

り未丁︒

行政施策を検討

調査結果で

否宝含まな施策聚ヶ７必

や自治体ではこれに対らす

化が進行している中で︑国

現在︑人口の急速な高齢

か薮えます︒

年︶以来︑今回で十四回目

調査は︑第一回目︵大正九

十月一日に行われる国勢

商業法人登記簿の謄︵抄︶本︑

七月一日から︑不動産・

手数料の印紙が

査

騒音防止
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テ ー マ
講師(予定）
宇治市教育委員会乍校教育課
(開講式)
今、現代っ子は一小学生の素顔− 指導主事
月a

国政調

他人への思いやりを

▲闇にかがり火の映えるウ飼いショー

ディスポーザーの排水
ていないので︑下水管内の

ンドや中華料理店︑レスト

処理場の機能を妨げて︑処

ランな芦芯は油脂分離装置

沈殿物が腐敗してメタンや

下水管内の掃除も困難にな

︵オイルトラ″プ︶を︑また

このため︑ガソリンスタ

ります︒このよシな汚水が

理水の水質か悪化轟圭す︒

増えれば︑処理場での水質

理髪店や美容院︑クリーニ

硫化水素などのガスが発生

浄化の負担が大きぐなり︑

すれば︑不快なだけでなく︑

悪質排水の処理

宇治川の鵜飼
紙袋など︑台所のゴミ鷺瞬

暮らしと下水道
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