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市民の皆様︑明けましておめで卜ごつ

ございます︒私か一昨年十二月に二期

目として第十代宇治市長に就任いたし

まして一年が過ぎました︒この間︑市

議会をはじめ市民の皆様のご理解とご

協力により︑十六万市民のふるさＬダ﹄ｙ・

して︑活力ある町づくりを進めること

心から感謝をいたしております︒

本年は︑市制施行三十五周年の記念すべき年に当た

が出来ました︒

ります︒更に六十一年度は﹁みどりゆたかな住みたい︑

住んでよかった都市﹂づくりを基本理念とする第二次

総合計画の初年度に位置します︒また︑昭和六十三年

京都国体に向けても実行委貝会が発足するなど大きく

前進︒より一層︑諸条件の整備に力を注いで参りたい

と考えております︒このほか︑国際平和年の今年︑ス

リランカ国ヌワラエリヤ市と︑中国咸陽市との友好都

市提携を交わすことになりましたことは︑大きな喜び

であります︒今後とも︑市民の皆様のご指導︑ご協力

をお願い申し上げ︑ごあいさつといたします︒

新年のごあいさつ

市民の皆様︑明けましておめで片一ヽつ

ございます︒昭和六十一年の輝かしい

新春を迎え︑市民の皆様に市議会を代

表いたしまして︑謹んで新年のごあい

本市では昨年一年間︑当面の目標で

さつを申し上げます︒

ある昭和六十三年京都国体の成功を目

指して︑道路・交通網整備など諸施策が着々と進んで

参りました︒これもひとえに︑市民の皆様のご理解と

本年は更に都市基盤整備の充実と共に︑国際平和年

ご協力のたまものと︑心から感謝をいたしております︒

に当たり国際交流の面でも一歩前進する年でもありま

す︒しかし︑国・地方を問わず厳しい財政状況の中︑

積極的に行財政改革を実施し︑効率的な行政の推進が

必要となっています︒市議会といたしましては︑市民

の皆様のご要望にこたえ︑活力ある宇治市づくりに精

ご協力をお願い申し上げますと共に︑今年一年のご健

一杯の努力をして参る所存です︒今後とも︑ご支援と

康︑ご多幸をお祈り申し上げます︒
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世界に開く
国際平和年86

ＴＨＥ

ＷＯＲＬＤ

1986年、国際化の幕開け

宇治市
Ｏ面積

67.29

Km‑
○人口

165.518人
(昭和60年12月１日現在)

〇海抜

最高590

m

陜西省

咸陽市

、最低10m

或陽市

▲乾陵（唐の高宗・李治と
女皇の武則天の合葬墓）
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国際化の波が押し寄せています。本市

に中国映西省の咸陽市と、続いて８月に

団が訪問する中で、友好提携に向けての7
広げました。咸陽市とは映西省と京都府

勢口

ＷＯＲＬ
ＴＨＥ
ＡＮＤ
ＣＩＴＹ
Ｄ

印式はヌワラエリヤ市が4月に同地で、

市で行われる予定です。ここでは友好提

ＣＩＴＹ ＯＦ
ＮＵＷＡＲＡＥＬＩＹＡ
山︵海抜２千524び︶南西麓︵ろく︶
に広がる高原地帯︵海抜干891イ︶︒

年間を通して一定している︒し
かし朝夕は７︑８度と︑暖房が

あたり、両市のプロフィールを写真を中･i

民主社会主義共和国

スリランカ

どの野菜類を供給している︒

首都コロンボへ白菜やトマトな

た︑野菜の一大生産地でもあり︑

のを一番多く購入している︒ま

茶会社は︑二こで生産されたも

％︶で生産性が高い︒日本の紅

％︶︑収穫量は２千聊万ｊ︵同29

園面積はＩ万８千詐︵全国の６

はスリランカで最高のもの︒茶

紅茶生産が中心︒紅茶の品質

市民の90％が農業に従事し︑

の施設が整備されている︒

ルフやテニス︒乗馬など

▼概 況一 最良の避暑地として︑ゴ

ヌワラエリヤ市

に紅茶と緑茶の最高級品の産地という縁

▼気 候一 日中の平均気温は１５︑旧度で︑

▼ ▼
地人

都市が盟約を締結している関係で、ヌワ

ＴＨＥ

同島中央山地ビドゥルタラタガ

約３万人︒

ヌワラエリヤ市

ラエリヤ市との友好都市推進市民会議か
必要︒
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宇治市の国際交流

友好で築こう世界平和
必要な相互理解

市では、この年にふさわしく２つの市と国際友好都市提

本年は、平和の推進と維持をテーマとした国際平和年。

人の皆さんに文化会館茶室にお集まりいただき、国際交

携を交わすことになりました。そこで、市長をはじめ４

流についてお話しを伺いました（司会は岡本広報課長沁

子どもらの留学

将来の夢は

４万福寺を訪れた咸陽市長

︵写真中央・60年５月︶

ね︒本市は京

都市と学術研

究都市との中

国際親善協会

んと結集し︑近々組織化して

今後︑国際交流が活発

行く考えを持っています︒

議長化しヽ市内に″国際親

ます︒そうなれば︑市の体制

それでは最後に︑ヌワ

の中で︑海外研修の必要性も

視察した都市の中でも︑人口

出て来るでしょう︒これまで

実態のある交流が大切

京阪奈丘陵に関

宮城ですね・例えばヽ現在

西学術研究都市

修制度を設けている市が多か

ったですね︒豺回海外まで

十万人以上の市︑では︑海外研

広げる意味でも検討されては

が具体化されて

うすれば当然︑

きています︒そ

世界各国か烏田

いかがでしょフか︒

市長って国際交流を推進し

行政と市民が一体とな

学生が集中︒将

たちを受け入れ

の努力が大切ですね︒新ト

ていくためには︑各方面から

来は必ずこの人

る施設が近辺に

茶の産地と交流をと考えてい

中μ生を受け入れる組織と

︱現在︑宇治市には留学

協戸を主体としながら行政

す︒将来は︑この︒国際親善

んのご参加をお願いしたいで

には︑ぜひ多くの市民の皆さ

を進める必要があり康ｙね︒

の今後のご活躍をお祈り申し

司会うございました・皆様

上げます︒

やはり留学生の教育関

市長係施設は必要でしょう

542

ばいけませんね︒

進めて行く自覚を持たなけれ

高の理念として︑民間外交を

一人が何十︑何

間に位置する

百人と交流した

ことになり毒す．

ことになるの

で将来の展望

子どもだ

としては大切

若い世代を含めて︑平和を最
でしょシから︒
外に頼っています︒私たちは
国際交流の意義につい
工議
業長
資て
源は
に｀
つ経
い済
て政
も策
やに
は生
りか
海

糧では七〇針晨外に︑また
すとか︑いろいろなご意見が

広く海外へと導

なことです︒

もの目を

さ
あを
る痛
よ感
うし
でま
すす
︒︒
し日
か本
しは
本︑
質食
は︑

くのは︑今の大

も意見か交換

と界
︑平
私和
はに
特貢
に献
国す
際る
交こ
流と
のを
大目
切
世

見Ｅい︑広域

ヌワラエリヤ市と︑続いて七

同士は実際に交

的な施設整備が必要でしょう

近隣市町村と

する運びです︒これから二十

流しないとだめ

ね︒また︑民間外交としての

人の役目だと思

一世紀に向かう中で︑相互の

です︒本市の学校でも留学生

国際交流は︑市民から盛り上

的城
宮
とか
しに
て生
いき
るる
のか
でか
し考
ょえ
フる
ね︒

皆さん︑明けましてお
交流を通じて両市・両市民か

を受け入れおるよ之読織

がって実を結ぶのが望ましい

月には中華人民共和国防西省

司会めでとうございます゜
経済・文化的に得るものは多

・施設づくりが必要でしょう︒

ふつに思います︒だから︑そ

21世紀に向けて

一九八六年は︑国際婆示定
く︑また広く海外に目を向け

子どもたちの派遣には︑まだ

います︒于云︶

めた国際平和年︒この年に本
るきっかけとなり︑大変意義

二十一世紀に日本がい

市では誠にタイミング良く︑

のような意味でも︑本市に函

まだ基盤づくりが必要ですが︑

際親善協戸を早急に発足さ

深いことだと思います︒

取りあえず︑咸陽市の幼稚園

分かち合える付立Ｊい︑それ

今年は宇治市にとって

が民間外交です︒しかし︑こ

と︑中国咸陽市との国際交流

宇治市日中友好協会と

ます︒昨年十一月には︑市民

善協会″が発足すれば︑当然

せる必要があります︒行政も

宮城してはヽ数年前から友

の皆さんにもご理解をと︑市

の小さな交流が︑世界平和の

司会ラエリヤ市ヽ咸陽市を

や小学校の子月石だちと絵な

の話が具体化してきています︒
市提携牽交わそうという記念

好都市提携の相手方を探して

大きな原動力となるのです︒

分け子どもたちの交流という

議長もヽ初めて国際友好都

国際−︷流について︑どの様に
すべき年です︒議会でも︑今

いました︒咸陽市が何より魅

民文化祭に併せてスリランカ

国際交流が今ほど活発でなか

参画し︑またこれまで自主的

お考えでしょシか︒

べきだと考え︑今回の両市の

後は広く世界にも目を向ける

物産展を開催︒その唐フジャ

った過去の︑戦争という過ち

に活動されてきた市民の皆さ

一昨年当たりから国際

力的なのは︑宇治市とその概

パクセ市長が来宇され︑二回

いですね︒そ
ラなれば︑例

えば︑ヌワラ

エリャ・咸陽

の両市から帰

国した子ｙにＥ︶

たちが︑学校

や知識を紹介

で自己の体験

交流の基盤に

市長交流の話が持ち上がりヽ
事前調査には︑代表としてそ

要が類似している点です︒例

の公式会談の結果︑友好都市

相互の訪問団が交流する中で︑

れぞれ議員二人ずつを派遣し

えば︑地理的には︑大都市西

急速に友好都市提携が具体化

安と接しており︑さらに浹西

ました︒友好都市盟約締結に

対応しなければならなくなり

議員や職員も︑国際化時代に

向けては︑議会も率先して推

含め今後具体的にどう進めれ

して来ました︒本年四月にス

のは夢もあり︑今後の大きな

リランカ民主社会主義共和国

が二度と繰り返されないため

省は京都府︑西安市は京都市

て︑国際友好都市も二市だけ
に限ら于︑出来る限り門戸を
開きたいと考えています︒

子μ石たちが交換留学
中μ
−出来るぶっになれば良

提携の運びとなりました︒

進︒締結時には︑代表を参加

平和の原動力に

両市と友好都市として
司会交流する意義ヽまた目

本市が府下第二の都市とし

ば良いとお考えですか︒

と既に友好提携されています︒

河が横たわり︑秦の都をはじ

また︑市内には滑河という大

させたいと考えています︒
共通の文化で結ぶ

めとして二千年以上栄えた町

友好都市の働き掛けをしたの

です︒そこで当初こちらから
今回︑友好都市罪約締

尻会轟会長

Ｉ友好都市交流を進める
中μ基本精神はヽ民間人の
力で世界平和を築くことでし

的についてお伺いし示１ ︒

なれば︑文化的・感情的な面も

ですが︑昨年四月に映西省長

理解出来るふつになり東丿︒

司会結に至るまでにはヽ随

す︒民間外交は︑それぞれの

そうすれば︑今後戦争という

ょシね︒民族の交流が盛んに
陽市側から積極的に話を具体

政府間との交流とは意義が異

する︑いわばト市内散策する゛ワラエリヤ

たところ︑一昨年八月︑ヌワ

して︑日本国際生活体験協会

も参画し︑広い意味で民間外

忌まわしい事態は避けられる

ラエリヤ市から友好都市の申

京都地区委員会がありますが︑

交を進めて行きたいと考えて

発足させる誦顛親善協戸

必要となってく

し入れがありました︒ヌワラ

うです︒今後は︑国際交流の

活発な活動はされていないよ

また︑尊重しながら心と心を

市長︵写真右・60年１１月︶

エリヤ市が産する紅茶の品質

るでしょう︒

は世界一であり︑共に局級茶

すが︑寺院・史跡など文化遺産

どン某百はありかと

います︒

史は宇治市より随分浅いので

化した訳です︒当地の茶の歴

の産地とり混八通の縁で具体

妙楽に在住。6S歳）

には︑目を見張るものがあり

施設整備と共に国際人づくり

ための組織を強化・充実し︑

いる宇治市︒かねがね海外の

高級日本茶の産地とし
−
中︲て世界的にも知られて

なります︒相手をよく理解し︒

（昭和55年!2月から宇治市長。宇治

変ラれト思っています︒

白川川上り谷に在住。59歳）

雅夫
池本

I:

化︒そして今年実るに至り大

民族を超え両市民間で
市長活発な交流を期待しま

咸陽市との友好都市盟幻細

が︑そして五月に咸陽市長が

結を･推進Iる十祐*

来宇されて以来急転直下︑咸

‥中華人民共和国映西a

分市民の皆さんの気運が盛り

･

上ったぶつですがＩ︒

国際友好都市

民族を超える交流

課題でもありますがＩ︒

どの交換から始めたいと考え

スリランカ国ヌワラエリャ市

一宇治市ヌワラエリヤ市友好都市推進市民会訊令長一一一

にも・⁝

ています︒

遥い世代 とのお話
司会があり圭したがヽ取り

咸陽市と友好都市盟約を締結

（昭和60年５月から宇治市議会議長。
北村庄嗣

写真右から中川さん、北村
出席者（順不同・敬称略）

国際交流を語る
新春
座談会

宮
城

宏（57歳)
宮城

正

ｌ

（甲南女子大学教授。宇治蓮華に在
・

議長、池本市長、宮城さん
中川恵次丿な?溜奥所副会頭。宇治乙方
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