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下水道整備で快適な町づくり

市では︑清潔で住み良い町づくりを目指して昭和五十
二年度から公共下水道事業に着手して来ました︒この程︑
十年の歳月と七十一億円に上る費用を掛けた東宇治浄化
センターが完成︒八月一日から供用を開始し１す︒快適な
生活環境づくりを進める上での都市基盤となる公共下水
道時代のスタートです︒供用開始後は速やかに排水設備
を設置するなど︑市民の皆さんも公共下水道整備の効果
が最大限に得られるよう︑ご協力をお願いします︒今後

は︑﹁供用開始﹂の公示︵七

下水道法や市公共下水道条例

豊かな自然と清潔で快適
な住み良い町づくりは︑み
んなの願いです︒本市では︑

公共下水道建設を都市基盤

代の幕開け瓜型八たことは

今回供用開始に至った施

大きな喜びであり︑心から

設は東宇治地区を対象とす

整備の最重点課題として︑

に進めて来ました︒この程︑

るものですが︑西宇治地区

感謝を申し上げまで︒

地域住民の皆さんの深いご

についても一只都府の木津川

昭和五十二年度から積極的

やく第一期計画の主要施設

理解とご協力により︑ぶコ

います︒今後共︑・市民の皆

整備して参りたいと考えて

二十四日に行ｐなぞ︒

友好都市提携調印式が今月

省︿せんせいしょう﹀︶との

本市と咸陽市︵中国映西

トイレの水洗化の資金を一

融資のあっせん

んで工事をしてぐださい︒

ん︒必ず公認業者の中から選

認業者﹂でなければ出来ませ

さんのご理解とご協力をお

流域下水道事業に合わせて

トイレは水洗化に
現在使用中のくみ取り式便

便所に改造しなければなりま

な芦分からないことは︑下水

排水設備工事に関すること

あっせんする制度があり毒了︒

は︑市内の金融機関へ融資を

度に支払シことが困難な場合

せん︒浄化槽式便所は︑浄化

所は︑公示後三年以内に水洗

咸陽市と友好都市に

願い申に生げます︒

が完成し︑本市の下水道時

下水道時代の幕開け

池本宇治市長

今後も一層推進を
金を要し示す︒また︑土地・
家屋関係の紛争が絡むことも
あぶます︒しかし︑処理区
域内のすべての家屋が早期
に下水道を利用すると共に︑

槽奎廃止して直接公共下水道
へ流す様につな差苧９ くだ
さい︒マンション︑アパート

道管理課︵酋C3141︶へ

などの浄化槽も同じです︒

24日文化会館で調印

ます。

も本市公共下水道事業は︑引き続き整備を図り計画的に
推進して行きます︒
月十八日の予定︶後︑市役所
下水道管理課で図面を公開し

備産尋入すると共に︑覆蓋︵お

により︑速やかに排水設備を

東宇治で１千７百戸対象
稼働を開始する東宇治浄化

おいぷた︶や緩衝緑地帯を設

設ほして下水道に接続しなけ

設備を正しぐ維持管理するこ
とによって︑初めて公共下水
道整備の効果を十分に発揮す
ることが出来るのです︒

工事は公認業者で

お問い合わせください︒

水洗便所などの排水設備工
事は︑市の﹁排水設備工事公

京都府宇治市
編集

広

報

咸陽市友好代表団一行は︑

二十二日午後大阪国際空港

に到着し︑翌二十三日に来

宇され季子︒二十四日の調

印式は︑文化会館小ホール

で約四百人か掴えて行われ

ます︒来宇甲︑京都府への

表敬訪問や平等院・太陽が

丘な芦矛見学する外︑ウ飼

いか薬し次れることになっ

ています︒二十九日新幹線

成田空港から離日の予定で

で東京へ向かい︑三十一日

︒国際都市宇治″にふさわ

す︒

しぐ︑市民の皆さんも歓迎

していただき未了様︑お願

いします︒

公共下水道は︑私たちが生活や

生産活動で汚した水を畏ぴな状

態に尻し︑快適な生活環境をつく

るために不可欠な施設です︒下水

道が持つ役割には︑次のよシなも

のがあります︒

・− .jlﾐ･
▲咸陽市内の市場風景

ます︒該当する区域内では︑

センターは︑処理面積六十ヘ

けるなど︑環境との調和も図

工事などを含めると多額の資

排水設備の設置には︑付帯

ます︒

クタール︑人口五千三百人︑

は︑六地蔵︑木幡︑五ヶ庄の

この程供用開始となる区域

ればならないことになってい

年７月２日）

られています︒

一晶晶一晶個個個個個一響響㎎‑■‑一晶個個個一響響■■■

且貴千五百立方メートルの

和五十二年度から︑約七十一

一部︵左下図︶で︑約千七百戸︑

処理能力か痔っています︒昭

億円に上る費用で建設が進

面積約二十四ヘクタールです︒

下水道

排水設備のしくみ

められて采ました︒最新の

遜浄化センター（61

H㈹111川吊￨閤:￨

川川川川￨川￨川川

地域ぐるみで排水設備を

快適な生活支える

該当する地域の詳細について

▲第i期工事の主要■■
施設が完成した東宇｜

技術奎駆使した機械や計装設

台所・ふろ場の水はＩ

水ますまでをいいます。

健康で快適な生活環境をつ

のことで、本贅から公共汚

の部分の工事費は自己負担と な り

台所︑ふろ場︑洗濯などの

共汚水ますまでつなぐ設備で 、 こ

くるために︑次のような排水

市が管理する下水道の施s

生活排水は︑速やかに公共下
水道へ流す掻︑つな″岳えの
工事をしなければなりません︒

台所、ふろ、便所などの汚水 を 公

設備の設置を地域ぐるみで進
めていただぐよシお願いしま
す︒

台所︑洗濯︑ふろ場の水を直接

▼生活環境が改善されます

下水へ放流するので︑溝の悪臭か

ぎます︒

ら解放され︑ハエや蚊の発生を防

浄化槽が無くても水洗トイレが

▼トイレを水洗化出来ます

使えます︒くみ取りも要らなくな

り︑衛生的で快適な牛活が出来ま

す︒

家庭の汚水や営業に伴う廃水が

▼川や海がきれいになります

川や海に直接流れ込むことが無く

なるので︑魚の住みやすい自然環

境が守られます︒
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夏休み子どもの情報ページ

君たちが来るのを待ってるよ
サア夏休み公民館では

もうすぐ楽しい夏休み。長い夏休み
には、勉強や遊びの予定をきちんと立
皿皿皿‑‑皿皿‑㎜‑‑‑‑W㎜皿‑皿㎜‑‑‑皿皿‑㎜‑‑㎜‑‑‑‑‑‑‑‑皿㎜㎜‑㎜‑‑皿㎜㎜‑‑㎜‑
てて

計画的に有意義に過ごしましよ
、

W㎜㎜‑‑㎜‑W㎜‑‑皿皿‑皿‑W‑㎜‑‑㎜‑‑‑皿‑‑i㎜‑‑‑‑i‑‑W㎜‑皿皿‑‑㎜‑‑皿皿‑‑
う

夏休み

市内の各公民館などでは
、

。
ｰ‑‑W‑‑‑‑‑WW皿㎜㎜‑‑‑‑‑l皿㎜㎜皿皿‑WW㎜㎜‑‑‑‑‑=‑i‑‑‑‑皿皿㎜㎜‑W=‑i
小学生や中学生のみんなが

期間中に
、
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星を眺めたり

意しています

お菓子

。

、

‑儡･■㎜㎜‑㎜㎜一晶香香響‑一皿㎜㎜‑‑‑‑一響㎜㎜1香個‑9曝9季晶‑‑‑‑㎜一個香‑‑響･‑‑‑
や人形を作ったり

夢がいっぱい。み
、
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の申し込みを待っています。
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望

会

中央公民館

8 ／2倒

天体観察用具の
作り方

▼定員・・・親子50組︵先着順︶

観

▼準備品・：筆記用具︑懐中電

−9時
午後１時半
4時半

親子天文教窒

7/31村

灯

話または直接来館で

容

プラネタリウムと

▼申し込み・：中央公民館へ電

内

午後７時

牢宙への夢とロマン蔵親

子で求めてみませんか︒今回

は︑夏の星座と︑金星や土星︑

火星について学び未了︒

▼日程・内容・・・下表のとおり

会室

▼ところ⁝中央公民館展示集

き

7 /29火

親子陶芸教室

夏休みに︑親子でふれあい

ってみませんか︒夏休みのス

ながら︑共に作る喜び聚味わ

ケジュールに加えてください︒

陶器を作ります︒

のとおり︒時間はいずれも

▼日程・ところ・内容・：下表

午後１時半〜４時

▼対竿：市内に住む小学校４

〜６年生とその親

▼定員・：親子20組

▼参加費・：親子で五百円︵材

料費︶

﹁親子陶芸教室に参加希誤

▼申し込み・：往復はがきに︑

と書き︑親子の住所︑氏名︑

子μ石の学年︑電話番号を

書いて７月15日︵消印有効︶

までに中央公民館へ

結果をご連絡します︒

゛25(a フラワーボールの完成
写真立て･

▼講師⁝明星天文館長・江上

親子天文教室の日程表

と

※応募多数の場合は抽選し︑

22(火) フラワーボール

賢三さん

正午

き

29(火)‑

▼ところ⁝宇治公民館

時間はいずれも午前10時〜

宇治公民館

▼日程・内容・：下表のとおり︒

しょう︒

夏休みに︑親子座緒に手

芸作品を組み立てて楽しみま

親子手芸教室

親子手芸教室の日程表
内
容

▼対零：市内に住む小学校４

年生〜中学生とその親

中央公民館（折居台1丁目1）
電話20‑1411
宇治公民館（宇治里尻71‑9
）
電話21‑2804

写真立ての完成
作品鑑賞

とき

内

容

親子陶芸教室の日程表
準備品
ところ

講

師

開 講 式
ぞうきん1人1枚
7 /2明 オリエンテーション
中央公民館前掛け１人１枚中央公民館
型 作 り
実習室２ ポリ袋親子で 陶芸サークル楽陶会会貝
１枚

7/30羽 型仕上げ

素焼き（公民館職貝と楽陶会会貝が行う）
中央公民館前掛け１人１枚中央公民館
実習室２ ポリ袋親子で
１枚陶芸サークル楽陶会会貝

8／l圏 ゅう薬かけ

本焼き（公民館職員と楽陶会会員が行う）
ｋお母さんと一緒で楽しいなア…（60年７月
30日・親子手芸教室で）

広野公民館

子ども講座

午後２時
3時半

市が小・中学生向けの学

小倉公民館

習資料として発行した統計

午前lO時
〜11時半

資料を基にして︑市の歩み

宇治公民館

や産業︑行政などについて

午後２時
〜3時半

︵中央図書館︶

木幡公民館

の講座を開く予定です︒

午前10時
n時半

おはなし会

ろ

旅休み特集として︑八月

こ

二十七日困に行われる﹁お

と

間を長くして︑趣向を凝ら

き

はなし？は︑いつもより時

⁝⁝
親子映画のつどい日程表

と

，

中央公民館陶芸サークル楽陶会会貝
完成品の鑑賞
中央公民館軽い運動の出来
日本レクリェーショ'ﾝ協会
8／401)交 流 会
一級指悼者松村登美子さん
受講のまとめ、閉講式 実習室１ る服装

お楽しみ予告編

８／７困
倉・広野公民館︶

料です︒︵宇治・木幡・小

お知らせします。

お知らせします︒入場は無

︵中央図書館︶

後日市政だよりで

いては︑後日市政だよりで

を行います︒上映作品につ

ーアニメーションの上映会

宇治・木幡・小倉・広野

公民館の四館共同で︑カラ

親子映画のつどい

お楽しみに︒

Ｉ

した内容にする予定です︒

Ｉ

8／8斜

詳しくは

614

▼とき・：７月29日脚︑午前10
ろさが実感出来ますべ

口七は小学校４年雨空︶

ドサド﹂
ｙ参加費・：材料実費六百五十
円
▼準備品・：ボンド︵木工用︶︑

タオル︑はさみ︑物差し︑新
聞紙︑洗濯ばさみ10個︑ベン
チ︑筆記用具

▼・・・申し込み・：宇治公民館へ

電話または直接来館で︒

昔︑宇治市の西部には︑

巨椋︵おぐら︶池という大き

8月5・6・9日、中央公民館で

＝30組︑６日＝20組︑９

ません︶

▼定員︵先着順︶・：８月５日

ら池が消えたＩ湖・池・田

んぼ︑そしてマイホーム﹂

をテーマに︑その移り変わ

りについて学びましょう︒

▼とき・：８月５日㈹︑６日

團︑９日出︵いずれか一

日︶︒時間はいずれも午

前10時〜正午

▼ところ・・・中央公民館︵文

化センター内︶の会議室

または実習室Ｉ

▼対象⁝小学生とその保護

者︵そＥだけでも構い

お化けの本を展示中

の巨椋池について︑﹁おぐ

およそ四百年前のおぐら池

な溜水池がありました︒こ

8月30日（土）まで

▼対象・：市内在住の親子︵子

▼定員⁝30人︵先着順︶

クル会員

▼指導・：宇治公民館手芸サー

子とも
あやつ教室
君たち子芦もにとって︑お
やつはとても夢のある楽しい

はなく︑栄養補助の大切な役

もの︒そして︑楽しいだけで
▼ところ・・・小倉公民館

⑩3141︶へ電話で

▼定員⁝20人︵先着順︶

▼参加費・・・三百円

▼対象・：小学校４年生以上
ないものが少なくありません︒

▼ところ・・・広野公民館

▼申し込み・：保健予防課︵豊
おやつのお話

堕Ｔ午後１時
安全で︑健康によく︑おいし

▼内寮：クレープと飲み物︑

▼とき⁝７月23日團︑午前９
近ごろは︑見た目におもし

い手作りおやつ︒おやつ作り

健康のためには︑ふさわしぐ

ろぐ︑またロ当たりの良いお

で楽しんでみましょう︒

割りも果たしています︒

菓子や飲み物がたくさん売ら

日・工作教室マ︶

１な＝・︵60年ｓ月26

一一何が出来るのか

一Ｓlllllll1
一111111−−−−−−−−

れてい卓子︒でも︑君たちの

▼内壁・・ブック型小箱作り
▼指導・：野外活動協会・林正
剛さん

生

▼対象・・・小学校４年生Ｉ中学

▼定員・・・30人︵先着順︶
▼参加費・・・二百円

話または直接来館で

よ
全員集合

おぐら池が消えた。

う︒手作りの楽しさ︑おむし

年生〜中学生
▼定員⁝24人︵先着順︶

時半１午後１時

▼参加費・・・材料実費三百円

木幡公民館へ直接

▼申し込み・：参加費夕添えて

ん︑筆記用具

▼準備品・・・エプロン︑三角き

▼ところ・：木幡公民館

電話22‑4687

▼申し込み・：小倉公民館へ電

おばけの本だ

第１回親と子の歴史教室

菓子作り忿体験してみましょ
時にはお母さんに代わって︑
菓子づくり機宜
子ども
木幡公民館へ直接

針︑はさみ

▼申し込み⁝参加費か添えて

小倉公民館（小倉町寺内91

▼内容・：びっくり白玉とマヵ
ロン

悠美子さん

▼指導・：パン教室講師・荒木

▼対象・：市内に住む小学校５

商工観光課･保健予防課

電話32‑82
レ木幡公民館（木幡内畑34−

小倉公民館
工 作 教 童

ブック型の小箱を作ります

年生１中学生

▼定員・：20人︵先着順︶

▼参加費・・・材料実費百五十円

ｙ準備品・：ハギレ︑毛糸︑糸︑

木幡公民館
人形づくり教室
簡単な人形を作って︑友だ
ちと一緒に人形劇をやってみ
ませんか︒夏休みに仲問つく
りの輪を広げましょう︒
▼とき⁝７月24日田︑午前10
時〜正午

▼内容・・・ソ″クスを使っての
出来上がったら︑中に何今ハ

▼ところ・：木幡公民館

人形作りと簡単な動かし方

制作のひを忿斧楽しみまし

れるのかな７・︒夢がふくらむ

ふうせん

▼指導：人形劇サークル赤い

時〜正午

▼とき⁝８月26日㈹︑午前９

615

▼対鰍：市内に住む小学校５

Ｐ真剣なまなざしでお菓子作りに挑戦︵60年７月
31日・子ども菓子づくり教室で︶

●いろんなことを勉強しようね
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宇
第743号
(3)

25日・子どもおやつ教室で）

夏の交通事故防止活動

年︑子芸−たちの交通事故が

ください︒

７月20日〜８月31日
増えています︒

レーリレーの七種目があり︑

止められている車が大きな障

道路での違法駐車は目的地

害になります︒

めて運転Ｌ鬘しょう︒
への到着が遅れたり︑また消

を必ず着用し︑心を引き締

▼シートベルトーヘルメット

▼早発石の飛び出ｋ歪応ぐ

スポーツひろば

Ｏ隣ひ近所に迷惑のかから

治小学校運動場・体育館▼

後１時〜４時▼ところ⁝宇

▼とき・・・７月20日面︑午

ない場所に設置する︒

内容⁝グラウンドゴルフー

ゲートボール・輪投げ・イン

卓球▼参加・：当日直接会場

ディアカーバドミントン・

もう一度身の回り奎Ｒ検し︑

へ︒

高齢者スポーツ教室

円▼持参品圭プロン︑ふき

明小学校体育館▼内容・・・健

前９時Å⁚⁚一時▼ところ・・・神

▼とき・・・７月20日囲︑午

ん▼指導・・・保健予防課︑栄養

心身障害者で︑義務教育を終

時から▼ところ・：西大久保小

▼とき・：７月13日㈲︑午後１

加・：当日上靴持参で直接会

広い場所で︑思いきり体を

へ︒

了し︑養護学校へ通学中でな

活に困っている世帯に︑﹁く

や病気︑不測の事故などで生

社会福祉協議会では︑失業

いる世帯は︑貸付額の半額

の資金の貸し付けを受けて

なりません︒また︑既にこ

帯︒牛居保護世帯は対象に

いひとときを過ごしてみま

絵画製作を通して︑楽し

絵画教室︵油絵︶

らしの資金﹂夏期貸し付けを

せんか︒

▼申込期間と手続き⁝地区担

以上を返済していなければ︑

当の民生委員さんにご相談

行います︒今回は七月十一日

︵夏期と年末を合わせて︒︶

▼貸付金額・：年間10万円以内

の上︑申込書に住民票︵謄

今回はお貸しで去歪せん︒

▼貸し付け条件・・・無利子・無

６５０︶へ︒

会︵総合福祉会館内豊⑩５

▼問ｋＢせ・・・社会福祉協議

出してぐださい︒

までに襲扁祉協議会へ提

本︶か添えて︑７月25日面

月⁚Ｈ日現在で市内に住民登

▼貸し付け対象・・・昭和61年７

いたのち20ヵ月の月賦返済︒

担保︒返済はぐ力月据え置

から驀持けを始めます︒

︵社会福祉協議会︶

学校

開塗車ｙ︒

て︑住民参加の福祉バザーを

福祉のまちづく昨をめざし

宇治市福祉バザー

︵社会福祉協議会︶

康体操・レクリエーション

︵環境保全課︶

り戻しましょう︒

みんなの力で静かな街を取

・：などの配慮が必要です︒

える︒

Ｏ出来れば深夜の使用は控

・ちょつとした３配りを

みんなでつくろう
静かな街を
毎年夏になると︑ピアノ
ークーラーな芦辺隣騒音の

火栓の上などに駐車している
と放水が出来ず︑消火活動の

苦情が多く寄賃貸笛す︒

﹁危険な物陰﹂をつくらな
いため︑迷惑駐車や自転車
障害になります︒

る騒音は︑隣り近所に迷惑
・・・視覚障害者▼材料費⁝五百
かかけないとい.ｒｖii掛けで

ちょっとしたことで発す

祉会
解館
決▼
す内
る容
も・
の・
で・
す卵
︒料理▼対象

消防車や救急車の通行に支障
がないか︑消火栓や防火水槽

時から
例４
え時
ば▼
ピと
アこ
ノろ
に・
つ・
い・
て竪
は福
︑
○き
出・
来：
る７
だ月
け1
音9
が日
外出
へ︑
漏午
れ後１
▼と

の使用に支障がないか登姫か

尊い人命や貴重な財産を失

めましょう︒

駐車するときは︑もう一度

の放置はやめましょう︒
︵交通労政課︶
迷惑駐車は
緊急車の通行障害
消防車や救急車は︑119

うことのないぶフ︑添加駐車

番による要請があれば直ちに
出動しますが︑目的地に到着

は絶対にレない︑させないよ

な料
い理
位教
置室
にピアノを置く︒

するまでにいろいろな障害が

○イ
ピ・
アサ
ノー
奎ビ
呼ス
ぐ時間帯に注
デ

︵消防本部︶

うみんなで注意しましょう︒

あります︒
なかでも︑とこる？氏ｙ

ｌ

グーム▼対象・・・高齢者▼参

︵福祉課︶

ヨー・・・宮川左近ショー▼漫才
・・・ソフィア
やまぶき学級

ｌ

士▼申し込み・問い合せ・・・社

申し込み・＝７月19日出までに︑

ｔ

動かしてみませんか︒トラン

スポーツのつどい

1

会福祉協議会︵豊⑩5654︶

教育委員会社会教育課︵豊⑩

意をする︒
︵社会教育課︶
○ピアノを弾ぐ時は︑窓や
願いすることがありまず︒
ドアか閉める︒
害者には︑保護者の同伴をお
○防音設備をずる︒
なお︑介護か必要とする障
クーラーについても︑
31
○4
騒1
音︶
のへ
少電
な話
い１
機種か選ぶ︒

お知らせ

出演者決まる

敬老会の催し物

1

ポリンや卓球︑ビームライフ

ぱいです︒気軽に︑元気よく

ルな芦薬しいスポーツでいっ
お知ら芦缶した︑整器の

参加してぐださい︒

七月百付の市政だよりで

1

い人▼参加費・：三百円程度▼

市内に在住または勤めている

アビリティーズ城陽▼対象・：

１時半ト４時▼ところ・：サン

▼とき⁝７月27日㈲︑午後

催し物の出演者が︑次のとお
り決まりました︒
▼浪曲・・・京山幸枝若▼浪曲シ

1

︵社会福祉協議会︶

141

8/12火 実技―完成
批評会・反省会

子芦もたちにとって︑楽し

一時停止か徐行をしまし︒

それぞれ距離が決められて

▲危険な物陰、通行障害の迷惑駐車

い夏休み︒海に山に子丿七た
そこで︑ドライバーの皆さ

特に︑決勝レースに出場

います︒種目と距離を組み

７月１１日から受け付け

▼道路でそニ刄竟かけたら︑

んは︑次のことに注意をして

する④・⑤・⑥コースの選

合わせると︑約二〇種目に

ペースの運びと泳ぎに表れ
る人間性を︑また短距離種
目の場合は︑スタートの滑
り出し︑折り返し︑ラスト
スパートなど見どころを決
めて見るとよいでしょう︒
競泳について︑四つの見
方のポイントを説明して来

次回からは︑﹁飛び込み﹂

ました︒

夏期貨し付け

しかし︑夏休みに入ると毎

イム︵途中計時︶が放送さ

手に注目して︑追ってみる

つた種目夕選び︑練習と研
究を積み重ねます︒そして︑
その人独特の技能やレース
の勝負どころを身につける

くらしの資金に

ちの歓声があふれる季節です︒

れます︒これもよぐ聴いて

とよいでしょう︒ラップタ

なります︒

人メドレー・リレー・メド

いると︑選手の記録が予想・

イムが︑予想よりはるかに

す︒

出来︑面白いものです︒

良い時には︑新記録が予想

レース中には︑ラップタ

例えば︑四百メートルの

性などを考えて︑自分に合

選手は︑技能︑体力︑個

レースで︑大会記録が四分

見方を決める
ポイントは

録または外国人登録をして
６ヵ月以上の人で︑収入が
生活保護基準のＩ・五倍以

市民体育課電話223

8／5刈 実技―重ねぬりの仕方

出来︑ドキドキするもので

ラップタイムで一分一秒○

について説明します︒
︵国体事務局︶

内︑夏期ボーナスの無い世

7 /29㈹ 実技一第一次のぬり方

とすると︑百メートルが五

と放送されると︑新記録は

ようになります︒
競泳か見るときは︑選手

○見どころを決める
競泳には︑平泳ぎ・バタ

の泳力︑持久力︑力の配分︑

7 /22火 講話「油絵の描き方について」
実技一静物画の構図とデッサン

競泳を身近なスポーツと

世界記録・日本記録・大会

す︒

決勝レース コースに注目

記録のいずれかが書かれて

出そうにないとか︑四百メ

フライ・背泳・自由形・個

絵画教室(油絵)日程表

して見ていただくために︑
前回に引き続きその見方を
説明しましょう︒
興味の一つは
新記録

九秒以内の場合で新記録の

います︒それを見てレース

ートル記録は四分五秒程度

予想が出来未了︒ところが︑

に注目すると︑大変興味深

になりそうだと予想で･Wｔｔu

競泳

いものになりホチ︒

競技会のプログラムには︑

○記録を知ること

方

広野公民館の
お知らせ

容

内

日

月

競技の見

事故なく過ごそう夏休み
国体豆知識

1986年（昭和61年）７月11日発行（4）
宇治市政尤より
第743号

一般水泳教室

場へ︒

▼とき・・・７月23日團〜30

日困︵27日間を除ぐ︶の７

日間︑時間はいずれも午後

６時〜８時▼ところ・：西宇

治公園プール▼対象・定員

⁝一般社会人50人▼参加料

育課︵豊⑩3141︶へ電

・：無料▼申し込み・・・市民体

話で︒

宇治市水泳学園

▼とき・：７月28日側〜８

月10日㈲の14日間︑時間は

いずれも午前10時〜正午▼

ところ⁝黄柴公園プール▼

対象⁝小学校２年生以上の

健康な早発右▼定員・：四百

人︵先着順︶▼参加料士︿

千円▼申し込み・問い合わ

一丁目︑容⑩3777︶か︑

や：上林書店︵宇治橋通り

宇治市体育協会︵五ケ庄三

番割︑豊⑩1905︶へ︒

▽とき・・・左上表のとおり︑

時間はいずれも午前９時半

からＨ時半

▽ところ・：広野公民館

▽定員・・・20人︵先着順︶

▽講師・：京都芸術短期大学

客員教授︑荻原萬壽吉さん

創作教室

フォークソングを楽しむ

自分の歌をつくってみま

▽とき・・・７月17日唄８月

せんか︒

間︑時間はいずれも午後１

７日困︒８月28日㈲の三日

時半から４時

▽ところ⁝広野公民館

▽対象・：市内在住の中学生

以上の人

▽定員・：40人︵先着順︶

▽講師・・・シンガーソングラ

◇

◇

イター︑坂庭賢享さん

申し込みは︑いずれも７

電話か直接来館で︒

月Ｈ日から︑広野公民館へ
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