世帯数

ダ男

﹁登校拒否﹂が増える
中学生は指導人数が減少
市教育委員会では︑このほど︑五十九年度﹁児童・生徒の問題行

動の現況﹂をまとめました︒中学生の問題行動は減少傾向にあるも

問題行動の内容では①暴力

つたケースは全体の七五・六

〇〇43

％一ゝ一

やがらせ︵百六十三人︶③喫

妬で︑昨年度を五・五％上回

一一
100

1艶

：
％一一
2010

学︑登校拒否︑被害が増えて
おり︑なかでも登校拒否は二
亘︿十人で︑昨年度の百七人

す︒﹁登校拒否﹂増加への指

に比べ︑二倍以上増えていま

丁目︑文化センター内︶で
行い毒了︒

ｓ

ｌ

2

ｓ

0

導課題として︑生徒の発達上

続的な教育相談による個別指

のゆがみを早期に発見し︑継

導を吸一力に進めることが必要

になっています︒

し未了︒

▼招待老人の範囲・：市内在住

に生疆れた満70歳以上の約

で︑大正4年9月16日以前

二千五百人︒参加の方法は

市民カレンダー

▼式典と催し⁝催トものにつ

いては︑フラワーショー︵歌

正司敏江・玲児︵漫才︶な

謡漫才︶︑広沢駒蔵︵浪曲︶︑

▼輸送体制⁝従来どおり路線

どプロの芸能ショーを予定

申込制で︒

バスなどで︒専用停車場や

していホヂ︒

▼記念品⁝参加者だけに会場

時刻については︑市政だよ

︑りなどでお知らせし毒了︒

申し込みは受腿可けで孝ま

せん︒

申し込み多数の場合は︑抽

って書いてください︒記入

所︑福祉課︒左の書式に従

あて先は︑宇治市福祉事務

があります︒

ご希望？おりにならないこと

部・午後の部︶については︑

す︒また︑希望時間︵午前の

選の上︑その結果を通知しま

が不十分な場合や電話での

でお渡しし柔ｙ︒

北川兵太郎さん

バ自治功労者宇治市息甥労者の北川兵太郎さん︵伊勢田町毛毘︿十五︶は

らせに￥チ︒︵福祉課︶

後日市政だよりなどでお知

との日時と場所については︑

くことになります︒︒地域ご

め︑驀俗百に来ていただ

地域ごとに日時と場所を定

でお渡Ｌずるのではなぐ︑

▼敬老祝金の支給方法⁝必一場

問い合わせ広報課電話223141

のの︑小学生では増加︒共通した特徴は︑﹁いじめ﹂が増えている

年度の三百七土ハ人に比べ件

︵二百十三人︶②いじめ・い

煙酋三十九人︶−の順︒昨

ひ︑指導の効果が表われてい

参加申し込みは︑七月一日か

▼実施日・：9月15日㈲だけと
し︑午前・午後各1回実施

い

ご

ほか︑登校拒否も倍増しており︑指導の見直しを進める必要や︑児

数で二〇％︑指導延べ人数で

年度の喫煙︑万引き︑暴力の

ます︒

四二％増となってい幸司

順とはかなりの変化がありま

問題行動の内容か見ると①
万引き︵百三十五人︶②いじ

した︒問題行動が一回で終幻

ンターが完成したのを機に︑

ら受け付けていますが︑現在

ことにしています︒敬老心一の

従来の敬老会を見直し︑こと

のところ︑まだ定員に少し余

雨では︑．昨年十月に文化セ

定員に少し余裕があります

敬老会にご参加を

非社会的問題行動では︑怠

③不健全な遊び︵六十人︶−

め︑いやがらせ︵百十四人︶

の順︒昨年度と比べて︑万引
きは減りましたが︑いじめは
昨年の二十八人に比べて著し
ぐ増えています︒特に女子に

一方︑登校拒否︑怠学など

多いのが特徴です︒

の非社会的問題行動では︑登
校拒否が六十三人と昨年度よ
り十七人増えています︒

しの敬老会は︑はがき申し込

裕があり毒了︒特に午後の部

︿中学生﹀

み制とし︑．九月十五日に文化

中学校の指導延べ人数は︑

こ％︑昨年より八十九人の

士♀二人で全体の在籍比八

に余裕があります︒︑

14§14ｉｌ301Ｍ14／（＼139ムｆｌＩＩ59＾

申し込みあんな
▼申込期間⁝7月31日南まで
です︒︵7月31日の消印有
効︶

写真■受付期間…昭和61年1月6日、
月）〜18日出。

二）

▼申し込み方法・・・はがきで︒

りどさ
ｊ家か
かだ部く
自れ

のて

燧万い

行そし心
5

姉7

（キャビネ、）1人1点（原ｍ．ポジ・ネガ
も同時提出）。未発表の新しい作品で単

驚尹？題口
ブ

宇治市宇治琵琶33

▼会場⁝文化会館︵折居台一

実施要項

宇治市敬老会の

込みください︒

申し込み案内に従ってお申し

参加をご希望の人は下記の

センター︵文化会館︶で開く

一九︶︑川口信博︵木幡平尾

加藤吉辰︵広野町寺山九九の

︵小倉町南浦七一のＩ〇五︶︑

道田中四七の五︶︑浅井厚徳

認されました︒秋月賢治︵菟

に︑次の十二人の皆さんが承

そして︒雲吊自治功労者

減となっています︒

年十月宇治市教育萎員会教育

鴛
宇治市福祉事務所

※

て■応募資格…市民と市内に通勤・
通学する人■規格‥・カラープリント

童・生徒一人ひとりのつまずきを的確に把握して︑指導に努めるこ

とが課題となっています︒

︿小学生﹀

小学校での問題行動児童の

指導延べ人数は五百三十八人
で全体の在籍比二・六％︒昨

00
00
21

中野助役を再任
市議会で中野助役は︑﹁池

教育委員に大谷さんも
六月二十八日に開かれた六

三の九︶︑川原一行︵開町一
七のＩ︶︑ 地上一男︵広野町
尖山二の一七八︶︑庄司洋︵小

ン61年度版「市民カレンダーと手びき」

のか
前ら゜午ちい

ださい。

20−

福祉課行

度

公沢

次長︑五十五年十二月企画管

倉町西浦八の二四︶︑菅野多

理部長を歴任︒五土︿年七月
か忌落市助役︒城陽市久世

高原孜行︵五ヶ庄芝ノ東五八︶︑

美子︵五ヶ庄三番割三四︶︑

下大谷十八番地の主ハに在住︒
素た︑同議会では︑任期満
了の宇治市教育萎員会委員に

堤武彦︵広野町丸山六九の七︶︑
西川善通︵五ヶ庄三番割九︶︑

大谷賓さん︵五〇︶︵宇治塔

平岡久夫︵木幡花揃二︶︒

利用する交通機関（

本市長の補佐役として︑更に
努力していきたい﹂とあいさ

中野助役の主な略歴昭和

つしました︒

三十一年三月立命館大学卒業︑
二十五年七月京都府宮津保健
所に勤務︑四土ハ里︵月京都

市議会
ノ川一五番地のこＩ︶の選

61年

なたの力作をお寄せください。‐
テーマ・・。「四季を通じた市民のふ
れあい」。市の行事や観光行事を通じて、
市民のふれあい。の様子を季節感を入れ

掲載写真募集します

（発行・宇治市）に掲載する写真を、
広く市民の皆さんから募集します。あ

部か午後
を記入し

状
任︵再任︶も同意されました︒

希望時間（

0

゛3

31

敬老会参加申込書

：平ニー一一ｌＴｏ⊥128

1
三獣卜≪に
：

住所
氏名（ふりがな）
電話番号レ犬

グ（ヤ）

題行動の現

●
60

府から筈旧市へ悪呉宇治市

裏∧尚し

・268

教育委員会霧課長︑四土ハ

年齢

生年月日

月宇治市議会定例会で︑中野

翼爾助役

□

溌爾助役︵五五︶の再任が9意
されました︒

中野

479

郵便はがき犬
［亘］田圃ロロ

ヤ
／

小中学生問
．｀χｙ

−351／／
（18，520）／．
●291

59年度の
‥‥・．609・‥ダＩ・・

市立小学校児童の問題行動状況

表 （あ七先）

6月

指導をうけた延べ人数∧（小学生）
ダ（）内在籍生徒数
（人）

こ（罰立言
第708号

81，663人卜
82，787人ト・
女

傘＝ｆ6ｉｉ蒜
昭和60年
（1985年）

52，516世帯（前月比27世帯減）
164，450人1（前月比105人増）
人口

発行京都府宇治市編集広報

7／21
市の人口
（昭和60年7月1日現在）

−

ゝ㎜■■※機材上ニ

Ｏ16ミリ映写機・（公民館発行の操作免許証が必要）
08＝ミリ映写機．・撮影機ｏｘライド映写機・
Ｏその他犬‥‥‥‥‥‥‥‥

−−

−−

地蔵盆期間中︵八月二十四・

ミー
1

二十五日︶は︑別の方法で貸

−ミ
1

合わせを︒︵中央公民館︶
◇
防火映画もどうぞ
消防署が出張上映
町内会や自治会のご希望に
応じて︒消防署員が地域で催
される地蔵盆などで︒防火映
画衆缶ｎ乖ｙ︒
▼上映期間⁝8月18日㈲〜
25日間▼申込期間⁝8月5
日㈲〜9日胞︑時間はいず
れも午前9時〜午後4時▼申
込場所⁝中消防署︵容⑩0

田消防分署︵雲＠4780︶︒
なお︑各消防︵分︶署では一
日に三ヵ所上映の予定ですが︑

めぐださい︒︵納税課︶
街頭献血
﹁愛の血液助け合い運動﹂が︑

全国で展開され康ｙ︒市内で

七月一日から三十一日まで︑

申し込み多数の場合は抽選す
ることもあり康司詳しぐは︑

まってい未了︒
開催の時期
国体開催の時期・期間ゑ

行われます︒当日は︑池本市
長︵宇治久世地区献血推進協
議会会長︶が︑血液センター
一日所長として参加︒なお︑
献血にご協力いただいた人に
は︑牛花学検査サービスを行
いまず︒市民の皆さんのご協

▼とき・・・七月三十日脚︑午

力べお願いします︒

前10時〜午後3時半▼ところ

や特殊な事情がない限り︑
変更されないことになって

の時期は一圭一月中︑夏季

二年ぶりに開かれる六十三

昭和二十一年以来︑四十

い圭ｙ︒

は九月中い秋季は十月中○

年京都国体を︑土八万市民

◇

冬季︑夏季大会の期間は五

︵国体準備室︶

の力で成功させましょう︒

協が開催都道府県と協議し

会期は︑開催二年前に日体

ぼ以内︑秋季は六日以内○

期については︑○冬でハ心一

も︑左記の日程で街頭献血が

電話でお問い合わせください︒
︵消防本部︶

お知らせ
7月は固定資産税
第2期分の納期月
七月は︑︑固定資産税第2期
分の納期月です︒納期限まで

119内線32︶︑西消防署
︵ａ⑩3900︶︑束宇治消

六十三年一京都国体から始め

に︑お近ぐの金融機関へお納

るもので︑現在のところ十

防分署︵08759︶︑伊勢

団体と日本高等学校野球連えられない高校野球とスポ

八競技で行われることが決

技︶と公開競技︵得点が与なお︑成年男女の二部は︑

︵得点が与兄あれる四十競未満を少年と七ています︒

実施競技は︑Ｏ正式競技十八歳以上か成年︑十八歳

男は前年︶の四月一日現在で︑

︱の区別は︑大会開催年︵冬季償施競技と種

開催は都道府県持ち回り

が府下全域にわたっている・二部︑成年女子一部・二

京都国体での各競技会場原則として︑成年男子一部

ることになってい毒了︒実施種別については︑○

全域に配置するよう考慮すす︒

盟−とし︑開催都道府県でＩツ芸術︶で︑正式競技は

1

豆

は︑出来るだけ疸乖モの都道府県対抗−としていま

1

⁝㈱関西西友宇治店▼主催・・・
宇治久世地区献血推進協議会
▼後援・・・宇治ライオンズクラ
ブ︒︵保健予防課︶
親と子の

この公表価格は、7月初めに実施した消費者モニター
店頭価格調査に基づくものです。（商工観光課）
5時〜8時半︵雨天の場合は

︒▼とき・：71月27日出︑午後

ださい︒

ご家族おそろいで︑お越しぐ

楽しい催し物がいっぱいです︒

ールを学ぶ集いを開雁ます︒

少年補導協議会が︑交通ル

ください︒︵企画課︶

康ｙので︑企画課までお越し

人には一部千円で頒布してい

て紹介してい未了︒ご希望の

を二百三十八ページにわたっ

労働・社会保障な芦千六項目

人口︑産業・経済︑教育・文化︑

の姿を明らかにするもので︑

この統計書は︑数字で本市

バイのお兄さんや婦交さんと

市民吹奏楽団の特別演奏︑・白

ついての相談に応じ柔ｙ︒ 八

金や健康保険の仕組みなどに

社会保険相談専門員が︑年

8月の社会保険相談

の集い︑消防署員による救急

月の相談は︑次のとおりです︒

市では︑不用になった野つ

安全対策を

野つぼの点検︒

ついて︑十分ご配慮ください︒

庭では︑子どもたちの安全に

に︑ｊ気をつけましょう︒各家

農業用水路へ転落しないふつ

どに夢中になって︑野つぼや

ります︒昆虫採集や魚釣りな

は︑屋外で遊ぶ機会が多くな

から薬しい夏休み︒夏休みに

子μもたちにとって︑今日

処置の実演︑夜店や抽選会も

安全競技大会︑交通安全宣言︑

約三百肩︶▼内容・・・自転車の

翌日︶▼ところ・：大久保自動

﹃統計書が出来ました︒

昭和五十九年度版の宇治市

宇治市統計書を発刊

︵交通労政課︶

あります▼入場⁝無料︒

す
車教習所︵近鉄大久保駅西側

交通安全納涼大会

お買い物のめや

ぼの埋め立てと︑使用中のも

円 1 ， 3 3 0 ％ ▲ 0 ． 3 ％ ▲ 8 ． 9 円 1 ．405 円1，230

238 178
アルミホイル25Ｘ8ｃｍ
163 0．6▲ 0．6 188 ｎｏ
シヤ｀ンプー ｀液体・ポリ容器220ＣＯ花王エッセンシャル
230 ▲0．9▲0．7230 225

度は︑本年度限りで打ち切り

ください︒なお︑この補助制

3141︶までお問い合わせ

望の人は︑農林茶業課︵ａ⑩

設置に対する補助制度をご希

野つぼの埋め立てとふたの

の安全対策をお願いします︒

にはカギをかけるなど︑一層

されたものでも︑くみ取り口

や改善をし︑既に整備・改善

︑有している農家は︑再度点検

びかけてい未了︒野つぼを所

のには丈夫なふたの設置を呼

期待ぐださい︒︵歴史資料館︶

展示替えを行ヶ予定です︒ご

製茶用具などを加えて大幅な

叫から再開される展示では︑

館とＬぶチ︒なお︑九月三日

専心で︑閲覧室も含めた休

のための館内薫蒸作業を行い

九月一日旧までは︑虫害予防

す︒特に︑八月二十日脚から

日側まで︑展示室鷺坏室しま

都合で八月一日團から九月二

十二月末︶﹂を開催中ですか︑

の牛活と文化展︵六月四日〜

歴史資料館では︑現在﹁茶師

休館のお知らせ

歴史資料館

︱時〜4時︒︵保険年金課︶

＝宇治公民館︑いずれも午後

面＝木幡公民館︑8月238面

▼とき・ところ・：8月9日

台所用ラップサランラップ30ｃｉｉｉＸ20ｃｉｎ
▲2．7
217 ▲0．9

になり未了︒︵農林茶業課︶

すき焼用中程度100ｇ

キャベツ中玉約1ｋｇ

小麦・粉日清小麦粉フラワー1ｋｇ（薄力粉）
208 ▲0．50．0 228 198
インスタントコーヒ
ネスカフェ黒ラベル瓶入150ｇ
ー
1，031
▲0．21．51 ，098714

オ︑ピアノ︑土レクトーン︑﹃

カセ″ト︑洗濯機︑ステレ．

電気オルガン︑顕徴鏡︑各

︵商工観光課︶

文タイプライター．

ランドセル︑美容器具︑和

ビーラック︑ベビーベッド︑

ンセット︑ベビーカー︑ベ

かし器︑厚手鍋︑フライパ

ーテレビ︑オーブン︑湯沸．

歩行器︑布団乾燥器︑カラ

︿譲ります﹀⁝テーブル︑

まる︑ベビーバス．

す︑ひな人形︑ベビー用お

トーブ︑自動車用子どもい

ン︑もち？蓋具︑右油ス

タブルミシン︑．ロックミシ

こ︑ルームランナー︑ポー

種自転車︑三輪車︑ぶらん

六月の開設後︑既に何組か

ライタ ︲︲︑テレビ︑ラジオ

プロセ″サー︑電動タイプ

冷蔵庫︑アイロン︑ワード

仏壇︑布団干し︑冷凍庫︑

テーブル︑ピアノ用いす︑

スチール製整理棚︑食卓用

す︑スーツケース︑げた箱︑﹃

ド︑応接セ″ト︑整理たん

卓用子μｔ︶いす︑二段べ″

︿譲ってください﹀⁝食

登録中の品物

ください︒

いる品物を︑ぜひ登録して

状況です︒ご家庭で眠って

少なぐ︑あっせんに困難な

す︒しかし︑提供の品物が

の取り引きが成立していま

不用品情報センターでは︑

もっと提供を

木用品情報センター

▲1．5 280 238
259 ▲1．：

上白1ｋｇ

砂糖

男爵100ｇ

バレイショ

878 1．4 1．2 970 650
348 ▲1．4▲0．6550 270
331 ▲1．5 0．4 430 165

洗濯用粉石けん
2．4ｋｇ

150 127

▲2．1

128

）1箱（クリネックス・スコッティ）
153 0．7 2．7 168

400枚入

1．2
Ａ5．6
1，490
1，350
1，410

188配達
灯油

規格

0．0

ガソリンレギュラー1￡現金売り139

（7月分）

ティッシュ
ペーノ？−

価格状況

琵 詣
ｎ ｓ ｉ 月 比対 前 年 比

瀧
消費者物価20
18￡店頭
品名

★
★貸し出しの視聴覚教材
1

し出しを計画しています︒詳

ｑ一
1

し込み罵なお︑営莉目的や

−−
1

しぐは︑中央公民館へお問い

−−
−

個人使用などへの貸し出しは
行いません︒

国体の開催方法について︑
﹁国体開催基準要項﹂の一部
か抜粋しながら︑その主な
内容をお知らせに￥ヂ︒
開催の基本方針

−−

．中央公民館︵文化センター

︱

・地蔵盆期間にっいて

1

22 ▲4．3▲37．1 35 16
268 54．983．6360 190
Ｍサイズパック入10個 196 9．5 6．5 228 168
鶏卵
食用油 日清サラダ油瓶入ｌ，65Ｏｇ
760 3．411．388） 630
しよう油キッコーマン濃口瓶入2Ｉ
538▲2．00．0 598 498

☆府警本部・捜査第4課電話（075）451−6888☆宇治警察署・刑事課電話24−1111

内・公⑩1411︶では︑右
下表に掲載の視聴覚歌材を無
料でお貸ししていまｙ︒地域
や職場での学習会玉夕Ｅ套
などに︑お役立てぐださい︒
利用をご希望の団体は︑利
用日の三旧前までに中央公民

1

＼上カラー27分
⑨おじいさんと不思議なおくりもの（児童劇映画）
＜レカラー16分
⑩おば捨て山の月（アニメーショＩン）カラー21分
⑩月の峰の狼（アニメーション）丿カラー15分
⑩手品師（アニメーション）カラー15分
⑩くまの子ウーフ（人形アニメーション）カラー18分
⑩まんが偉人物語「良寛」（アニメーシ当ン）
1トヶカラー11分
⑩きつねのしっぽ（アニメーション）カラー17分
⑩一休さん「がまん会ときもだめし会トノ
十（アニメーション）∧カラー25分
⑩あんじゅとずしおう（アニメーション）カラー31分
⑩チビ六二死満塁（児童劇映画）カラー51分
⑩てんぐ祭りとガキ大将（児童劇映画）カラー41分
⑩チョコレート戦争（児童劇映画）犬カラー41分
⑥大きい一年生と小さな二年生（児童劇映画）

識

館へ︑電話か直接来館でお申

1

体
国体の開催

みそ
タヶヤミソ1ｋｇ
330 2．2 4．4 358 258
普通品1斤（スライスしたもの） ▲ 0．6
＊ノ−・ン
170 120
160 0．0
洗濯代 ワイシャツ｀白の長そで
154▲0．67．7 250 120

緊急時は110番

−

牛肉
塩ｓけ 切り身100ｇ

暴力のことでお困
りの時は

子ども会などにご利用を

開催の基本方針としては︑
○各都道府県持ち回りで毎
年開催Ｏ冬季︑菖苧︑秋季
に分けて︑この順に開催○
競技運営の主管は︑日本体
育協会︵巨体協︶加盟の競技

転落事故を防ごう

−

ノづカラー39分
⑩走れ，Ｉ？くの小さな友だち（児童劇映画）
：カラー47分
⑩ぼくの熊おじさん（児童劇映画）カラー46分
⑩夢かぎりなく〜わが子に豊かな体験を〜ト
（児童劇映画）カラー31分
⑩わらべの家のおばさんたち（劇映画）カラー31分
⑩わたんべとすばらしい仲間（劇映画）カラー40分
※スライド＼
〇荒野の少年Ｏ小つばめめ初旅行Ｉ
Ｏ黄金のかも七かＯく．るみわり人形十，
Ｏりょうしと人形○くもの糸Ｏ道標

野つぽ・用水路の

出し
自

・スクリーン（布・尹イライト・ワイド）丿
九ベレンス（ワイド）し
※16ミリフィルム（公民館発行の操作免許証が必要）
①天ヶ瀬ダム（ワイド）し▽カ7ー40分
②武器なき闘い「山本宣治」（ワイド）白黒120分
③この流れの彼方に∧カラー35分
④トｉコッコぐアニメＴション）ノカラー11分
．⑤わがままな巨人（アニメーション）−カラー27分
⑥チーター君のおはなし（自然動物1シリーズ）
〉．・カラー10分
⑦くまの子ジャッキー（アニメーション）し＼
＜＼▽カラー27分
⑧山ねずみロッキニ・チャック（ア耳メーショシ）

知

視聴覚教材の貸し

国

ミ．ｌ
1−−−

中央公民館

▲ 印 は滅

480

